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Salesforce Winter '19 リリースノート

Winter '19リリースでは、チームの継続的なカスタマーリレーションの促進に役立つ新機能によって、つながり
の強化されたカスタマーエクスペリエンスが提供されます。

このセクションの内容:

リリースノートの使用方法
Salesforce のリリースノートでは、機能強化や新機能について簡潔に説明しています。また、設定情報、開
始にあたって役に立つヒント、継続的な成功のためのベストプラクティスも記載されています。
機能が使用可能になる方法と状況
Winter '19 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で必要な情報を容易に見つけることができるようにしました。
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。2019 年 4 月 5 日以降、Internet Explorer 9 および 10 はサポートされなくなります。こ
れらのブラウザには引き続きアクセスできますが、これらを使用して発生した問題について Salesforce はサ
ポートを提供しません。
Salesforce 全体: Lightning Experience を採用する方法の増加と生産性の向上
Lightning Experience への移行をユーザに促す新しい方法が導入されました。また、新しいフィードバック
フォームで、ユーザが Salesforce Classic に戻る理由を把握します。表示密度の制御で Lightning Experience の表
示をパーソナライズします。メール、ToDo、行動、チャットの定義済みクイックテキストメッセージを使
用して、コミュニケーションを速やかに行います。リストビュー内で検索したり、お気に入りのリスト
ビューをチームで共有したりします。アンケート、検索条件、Lightning コンソールアプリケーションがど
のように強化されたのかをご確認ください。これでも半分にすぎません。
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。
Lightning Essentials: アプリケーション内 Trailhead バッジ、サブスクリプション管理、セールスとサービスの改
善
アプリケーション内 Trailhead バッジ機能、改善された設定フロー、新しいサブスクリプションページを使
用して、アプリケーション内で成果を祝い、設定を行い、Salesforce Essentials に登録できます。Sales Essentials

で改善された設定フローを使用して、より多くのタスクに取り組みます。Service Essentials でセルフサービス
ヘルプセンターを作成し、CTI を使用してエージェントがコンピュータのソフトフォンから電話を発信でき
るようにします。
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Salesforce Einstein: 売上予測のカスタム項目、ボットの自動化フロー、より迅速なデータの視覚化、強化され
た画像検出
Einstein 売上予測、活動キャプチャ、ボット、Analytics の改善と新機能により、よりすばやく柔軟に設定し、
簡単にインサイトを取得できます。ビジネスマシンに詰め込まれた機能を見てみましょう。
セールス: 売上予測、メールインテグレーション、Salesforce CPQ、Pardot の機能強化
Einstein 売上予測のカスタム項目により Salesforce がさらにインテリジェントになります。テリトリーベース
の目標と売上予測を使用して、営業パフォーマンスを測定します。Microsoft®および Google とのインテグレー
ションを使用して世界ナンバーワンの CRM をメールとカレンダーに拡張します。CPQ エバーグリーンサブ
スクリプションを使用して、顧客との定期的なリレーションを構築します。さらに、Lightning Experience で
Pardot を使用して、よりスマートなマーケティングオートメーションを実現します。
サービス: LiveMessage でのテキストメッセージングと Facebook Messenger のサポート、小規模ビジネス向けの
ヘルプセンター、Lightning Communities でのフィールドサービスの派遣
顧客サービスを次のレベルに引き上げるのに役立つ豊富な新機能をご利用ください。Lightning Experience で
LiveMessage を使用して、Lightning サービスコンソールから最上位のメッセージングチャネルで顧客とエン
ゲージします。ヘルプセンターを使用してヘルプサイトを作成し、ナレッジ記事を共有したり、人の介入
が必要な問題について顧客がケースを登録できるようにしたりします。サービスの Lightning フローで、完
全な手順をガイド付きアクション履歴に表示したり、必要な手順をエージェントに通知したりします。コ
ミュニティからディスパッチャコンソールへのアクセス権をフィールドサービスコントラクターに付与し、
派遣の責務をコントラクターと共有します。最後に、Einstein ボットを強化し、プロセス自動化フローで顧
客のためにより多くのことを実行します。
Analytics: レポートとダッシュボード、および Einstein Analytics

レポートとダッシュボード、および Einstein Analytics のインサイトで意思決定を促進します。Lightning Experience

レポートにドリルダウンし、数値の詳細を確認します。テンプレート、拡張された共有セキュリティ、ファ
イルベースのデータコネクタなどを使用して、Einstein Analytics アセットを作成します。
コミュニティ: スレッドディスカッション、レコグニションバッジ、ゲストユーザのフロー、ヘルプセン
ターテンプレートなど
このリリースではコミュニティ自体に素晴らしい機能と改善が加えられました。コミュニティメンバーは、
スレッドディスカッションを使用して、実際に会話できるようになりました。レコグニションバッジは、
コミュニティメンバーのモチベーションを高め、採用を促進します。ゲストコミュニティユーザは、ログ
インすることなくコミュニティでフローを使用して多くの作業を実行できます。カスタマーサポートは、
顧客同士が助け合うことができるように、新しいヘルプセンターテンプレートを使用してすばやく知識ベー
スコミュニティを設定できます。このような多くの新しいコンポーネント、セキュリティ機能、一般的な
改善により、コミュニティ実装の価値が保たれています。
Chatter: ドラフト投稿、カーソルのフォーカスの改善、日付形式の修正
投稿の作成中に、投稿がドラフトとして自動的に保存されます。投稿するときに、カーソルは [宛先] 項で
はなくテキスト本文に移動するため、すぐに投稿の作成を開始できるようになりました。
ファイル: フォルダの公開共有、モバイルでのファイルの詳細
公開リンクを使用してフォルダを共有し、従業員、パートナー、顧客、見込み客にファイルのコレクショ
ンを提供できます。モバイルのファイル詳細ページを使用して、外出先でファイルの詳細にアクセスしま
す。
モバイル: 外出先で実行できる操作の増加
場所を問わずより多くの作業を実行できる最新機能を確認してください。
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Financial Services Cloud: アクションプラン、Salesforce アンケート、商業銀行、Einstein ボット、積み上げ集計の
機能強化
アクションプラン ToDo テンプレートでカスタマーエンゲージメントプロセスを標準化します。Salesforce ア
ンケートで顧客の意見を把握します。商業銀行コンソール Lightning アプリケーションで銀行員により明確
な顧客の全体像を提供します。また、Financial Services Cloud 向け Einstein ボットで顧客同士で助け合うことが
できるようにします。さらに、Financial Services Cloud の拡張積み上げ集計フレームワークでデータの挿入お
よび更新操作の時間を短縮します。
Health Cloud: 利用管理、医療保険データモデル、操作性の向上
Health Cloud で、ヘルスケア提供者と支払者間のシームレスな連携がサポートされるようになりました。提
供者は、承認の要請を申請および追跡できます。支払者は、患者が適切な場所で適切なケアを適時に受け
られるように要請を処理できます。また、新しい Lightning コンポーネントが追加され、ユーザ用の独自の
カスタムレコードページを簡単に構築できるようになりました。
カスタマイズ: Einstein 次善アクション (パイロット)、Lightning アプリケーションビルダーと Lightning フロー
の機能強化
Einstein 次善アクション (パイロット) を使用して、継続的に組織をスマートにします。新しいコンポーネン
トの表示ルールパラメータと新しいコンポーネントを使用して、Lightning ページをより動的かつ効果的に
します。多くの新しい画面コンポーネント、緩和された制限、有効なフローとプロセスのリリース機能を
使用して、フローを強化します。
セキュリティと ID: サインアップ、ログイン、およびログアウトオプションの増加、暗号化可能な項目、
ユーザを保護する方法
コミュニティメンバーと他の外部ユーザはメールアドレスまたは電話番号を使用してログインまたはサイ
ンアップできるようになりました。また、シングルログアウトでは、終了するユーザセッションを識別で
きます。より多くの項目を暗号化できるほか、暗号化ポリシーを変更できるユーザを制御できます。新し
いトランザクションポリシーウィザードでは、トランザクションセキュリティポリシーをよりすばやく簡
単に作成できます。また、Salesforce からリダイレクトされる前の警告通知により、ユーザの安全が強化さ
れます。
Salesforce IoT: IoT Insights Lightning コンポーネント、Event Sender、Event Viewer、コンテキストの改善
Salesforce IoT は、独自の秀逸なカスタマーエクスペリエンスを作り出すことができるイノベーションを提供
します。新しい IoT Insights Lightning コンポーネントを使用して、Salesforce IoT データを Salesforce の任意のペー
ジに追加できます。新しいトラブルシューティング機能では、アプリケーション内でイベントメッセージ
を送信し、メッセージを受信したときに表示できます。また、コンテキストが使いやすくなり、トラッカー
が改善されました。
開発: 独自の Salesforce アプリケーションの作成
Lightning コンポーネント、Visualforce、または Apex を使用する、あるいはお気に入りのプログラミング言語
と共に Salesforce の API を使用する場合のいずれでも、Salesforce 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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マーケティング: Distributed Marketing の複数のビジネスユニットと、Social Studio でカスタマイズされた Facebook

投稿のリンク
Marketing Cloud は、1 対 1 のカスタマージャーニーで優れた顧客体験を提供するプレミアプラットフォーム
です。あらゆるソースからの顧客利用データを 1 か所で表示し、ビジネス目標に基づいて一意のカスタマー
ジャーニーを計画および最適化できます。最適なタイミングですべてのチャネルとデバイスにパーソナラ
イズされたコンテンツを配信し、リアルタイムでアプローチを最適化してより優れた結果をもたらすこと
ができるように、ビジネスでの各インタラクションの影響を評価します。
重要な更新
今回のリリースには、メールセキュリティの新しい重要な更新が含まれます。Lightning コンポーネントの
厳格なコンテンツセキュリティポリシーを適用する重要な更新は廃止されます。
ヘルプ & トレーニング
Trailhead のトレイル、モジュール、プロジェクト、手順動画が追加されました。また、Salesforce Engage の新
しい実装ガイドも追加されました。
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。
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。一方で、Salesforce Classic のみを使
用したり、使用経験を積んでから Lightning Experience と併用するなど、多くの組織で引き続き Salesforce Classic

を使用することも把握しています。
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お客様のご要望
IdeaExchange でご要望があった機能を実現しました。
その他のリソース
これらのリリースノートの他にも、すばやく概要を把握するためのリソースが用意されています。
リリースノートの変更
リリースノートへの変更が新しい順に記載されています。
フィードバックについて
貴社が成功を収めるために、ドキュメントがいかに重要である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、右側にある[条件を表示] をクリックします。

5

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

Salesforce Winter '19 リリースノート



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。

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。一方で、Salesforce Classic のみを使用
したり、使用経験を積んでから Lightning Experience と併用するなど、多くの組織で引き続き Salesforce Classic を使
用することも把握しています。
この移行期間を成功させる鍵は、1 つ、両方、またはすべての Salesforce 環境で使用できる機能を把握すること
です。そのため、該当するリリースノートには最上位レベル (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。いくつか例を見てみましょう。
• Service Cloud の新機能は、両方のデスクトップ環境で使用可能であるため、リリースノートの「対象」セク

ションには、「この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の両方に適用されます。」と記載されてい
ます。

• Sales Cloud の新機能は、Lightning Experience でのみ使用可能であるため、リリースノートの「対象」セクショ
ンには、「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。

主要機能が Salesforce アプリケーションでも使用可能な場合は、リリースノートの「対象」セクションでその点
を示しています。新機能の完全なリストの「モバイル」セクションを確認することもできます。

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

Salesforce 全体

リストビューの共有による簡単なコラボレーションLightning でリストビューをグループと共有する機能

セールス

ToDo クイックアクションにアラームを含めるLighting クイックアクションからの作成時に ToDo ア
ラームの設定を許可

リードレコードの新規 ToDo のアラームの設定

Lightning クイックアクションバージョンでの破損した
アラーム設定ボックス

メール不達からの戻り不達メールの活動を不達としてマーク

活動タイムラインでのメール追跡および不達情報の表
示

顧客が会社からのメールを開封したかどうかをすばや
く確認

商談および取引先で HTML メール状況を参照

活動タイムラインでのメール追跡および不達情報の表
示

顧客が会社からのメールを開封したかどうかをすばや
く確認

Lightning の HTML メール状況

活動タイムラインでのメール追跡および不達情報の表
示

テリトリー別の売上予測 (正式リリース)テリトリー階層を介したコラボレーション売上予測

カレンダーに表示する ToDo のカスタマイズ未完了の ToDo を Salesforce カレンダに表示

Lightning Experience で取引先の更新時にテリトリーの割
り当てをトリガ

Lightning Experience での「保存時にテリトリールールに
照らしてこの取引先を評価」

サービス

メール-to-ケース添付ファイルを Salesforce Files として自
動的に保存してファイルの共有とプレビューを実行

メール-to-ケース添付ファイル - ファイルに追加

Lightning Experience でのケースメールへの画像の埋め込
み

SFDC から送信されたメールで「インライン」画像を
許可

コミュニティ

パートナーへの組織レベルの一意のユーザ名の要求パートナーポータルライセンスとゴールドパートナー
ライセンスで重複するユーザ名を許可

コミュニティユーザ表示の制御 (ベータ)コミュニティごとにコミュニティユーザの表示を制
御
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実現したアイデアIdeaExchange

外部の代理管理者によるチームの管理 (正式リリース)取引先責任者が取引先のパートナーポータルユーザ
かカスタマーポータルユーザかを検出

カスタマイズ

項目の参照を編集前に確認 (パイロット)すべての項目の「使用場所」ボタン

開発

Apex コードから組織への API コールの合理化リモートサイトの設定なしで Apex による Salesforce REST

API および SOAP API のコールを許可

カスタムメタデータ型: 数式パラメータの保存による
更新の統合、Apex 内のメモリでのレコードの編集

数式でカスタムメタデータ型を使用

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 Trailblazers。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。
• Release in a Box。Salesforce の有効化キットを確認します。
• 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。
• Winter '19 リリース Web サイト。新しい機能を確認します。
• 「Winter '19 リリースの特長」モジュール。Winter '19 Trailhead バッジを取得します。
• メンテナンス試験。認定資格を更新します。
• Sandbox プレビュー手順。Sandbox で新機能をテストします。

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。

2018 年 10 月 17 日
動画を見る (英語のみ)

Lightning Experience でのコラボレーション売上予測の使用に関する動画が更新されました。
リストビューの検索および共有と [キャンペーン] 関連リストの絞り込み

コミュニティへのレコードリストコンポーネント機能の追加に関する新しいトピックが追加されました。
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2018 年 10 月 10 日
新しいオブジェクト

リストビューと Quip 文書に関する新しい API オブジェクト、ContentDocumentListViewMapping が追加されまし
た。

メタデータ API

ContentAssets オブジェクトに isVisibleByExternalUsers項目が追加されました。この項目は、認証され
ていないユーザにアセットファイルを表示することを許可します。

動画を見る (英語のみ)

Gmail での Salesforce への接続に関する新しい動画が追加されました。
新しい Gmail UI での Engage for Gmail 拡張機能の使用

Gmail の新しい UI のサポートに関するメモが追加されました。
Optimizer を使用した Salesforce 実装の改善

Optimizer バージョン 2.7 がリリースされ、成功のための上位のリソースが更新されました。
Einstein インサイト: モバイルデバイスからの取引先と商談のインサイトへのアクセス (ベータ)

Salesforce for Android/iOS で使用できるモバイル機能に関するリリースノートが追加されました。
Einstein データインサイト: レポートから得られるインサイトの向上 (正式リリース)

Einstein データインサイトが正式リリースされ、機能が拡張されました。
メタデータ API

オムニチャネルをサポートする新しいメタデータ型 (OmniChannelSettings、PresenceDeclineReason、
PresenceUserConfig、QueueRoutingConfig、ServiceChannel、ServicePresenceStatus) に関する情報が追加されました。

項目履歴管理
18 か月より前の項目履歴データを復元できる猶予期間の長さが明記されました。

Salesforce CLI の進化
2018 年 10 月 13 日にリリースされる Salesforce CLI v44 のすべての新機能と変更事項に関する情報が提供されま
した。

役員ニュース記事の廃止
ニュースコンポーネントとニュースアプリケーションに、会社の役員に関する記事が含まれなくなったこ
とを発表するリリースノートが追加されました。

Pardot サポートに連絡せずに完全同期を実行
Pardot システム管理者が使用できる新機能に関するリリースノートが追加されました。

新しいオブジェクト
顧客エンドポイントから暗号化された鍵素材を取得するコールアウトのイベント情報を記録する新しい標
準オブジェクト、RemoteKeyCalloutEvent が追加されました。

2018 年 10 月 5 日
ゲストユーザのレコードアクセス制限によるサイトとコミュニティのセキュリティの向上

サイトとコミュニティでのゲストユーザのレコードアクセスを制限する重要な更新に関するリリースノー
トが追加されました。
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2018 年 10 月 4 日
削除: ゲストのようなコミュニティの表示

この機能はまだ公開する準備が整っていないため、改善が加えられるまで削除されます。再び使用可能に
なった時点でお知らせいたします。

2018 年 10 月 3 日
オペレーショナルメールの有効化

Pardot でオペレーショナルメールを有効にする設定が追加されました。
顧客が会社からのメールを開封したかどうかをすばやく確認

メール-to-ケースではメール開封トラッキングが使用できないことが明記されました。
ビジネスに適合するように Einstein メールインサイトをカスタマイズ

カスタム Einstein メールインサイトが Salesforce Inbox モバイルアプリケーションでは使用できるが、標準
Einstein 活動キャプチャでは使用できないことが明記されました。

Einstein Analytics で共有可能な共有設定の増加
商談オブジェクトの範囲の拡大が明記されました。

Microsoft Internet Explorer バージョン 9 および 10 では複数ファイルのアップロード不可
ブラウザのバージョンが、IE11 ではなく IE10 に更新されました。この変更が Salesforce Classic の [ファイル] タ
ブに適用されることが記述されました。

Einstein 売上予測: カスタム項目による売上予測モデルの最適化
この機能がベータではなく正式リリースされたことが明記されました。

Salesforce CLI の進化
ソースが追跡されない組織の新しいコマンドがベータであることが明記されました。

スクラッチ組織: 機能およびサポートされるメタデータ型の追加
Developer Edition 組織で Dev Hub を有効にできることが追加されました。

ヘルプ & トレーニング
新しい Trailhead トレイル、モジュール、プロジェクト、手順動画と、新しい Salesforce Engage の実装ガイド
が追加されました。

Lightning Experience の Pardot を使用して 1 つのプラットフォーム上で営業とマーケティングを連携 (正式リリー
ス)

有効化の手順が削除されました。
moment グローバル変数の削除

Winter '19 以前は、お客様は Moment.js に含まれる momentグローバル変数にアクセスできました。カスタム
Lightning コンポーネントでのこのような momentの使用は、意図されたものではなく、サポートされませ
ん。

メタデータ API

CaseSettings 型の enableE2CSourceTracking項目に関する情報が追加されました。
リード: reCAPTCHA を使用しないリードを却下

reCAPTCHA を使用する既存の組織での [reCAPTCHA 確認が必要] 設定の影響に関する情報が明確になりまし
た。
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スパム対策 — reCAPTCHA 確認を使用していないケースを拒否
reCAPTCHA を使用する既存の組織での [reCAPTCHA 確認が必要] 設定の影響に関する情報が明確になりまし
た。

Lightning Experience で簡単に複数選択リストを使用
Lightning Experience での複数選択リストの改善に関する情報が追加されました。

Inbox: カスタム Einstein メールインサイトによる関連性の高い提案
カスタム Einstein メールインサイトが Salesforce Inbox モバイルアプリケーションでサポートされていることに
関する記述が追加されました。

コミュニティ Snap-in へのコードスニペット設定の追加
この機能が 2018 年 10 月 16 日まで使用できないことが明記されました。

アクションプランを使用したカスタマーエンゲージメントプロセスの一貫性とコンプライアンスの確保
スクリーンショットが追加されました。

商業銀行を使用したより明確な顧客の全体像の把握
スクリーンショットが追加されました。

改善されたリッチテキストエディタの使用
Salesforce CPQ によるリッチテキスト項目の処理方法の変更に関するリリースノートが追加されました。

使用量に基づく商品の価格率の設定 (ベータ)

使用量に基づく商品に関する情報へのリンクが追加されました。
終了日のないサブスクリプションの生成

エバーグリーンサブスクリプションに関する情報へのリンクが追加されました。
収益調整を使用した収益スケジュールの利用可能な残高の変更

収益調整に関する情報へのリンクが追加されました。
タイムアウトした後の保存されていないテキストの復元

ページの更新が必要なアプリケーション更新のスクリーンショットと説明が追加されました。
新規追加または変更された Lightning コンポーネント

lightning:isUrlAddressable コンポーネントと lightning:navigation コンポーネントの URL では
大文字と小文字が区別されるというメモが追加されました。

Einstein 予測ビルダーを使用したビジネスの将来の予測 (ベータ)

今回のリリースで Einstein 予測ビルダーのベータプログラムが継続されることが発表されました。

2018 年 9 月 19 日
Lead Change Analytics テンプレートでリードの取引開始をサポート

リード履歴を追跡するお客様向けに、リードの取引開始に関するインサイトを提供する新しいテンプレー
トが発表されました。

OAuth 2.0 エンドポイントとの接続アプリケーションインテグレーションの合理化 (ベータ)

動的クライアント登録およびトークンイントロスペクションエンドポイントでは、すべてのインスタンス
が Winter '19 リリースにアップグレードされた後にのみ login.salesforce.comがサポートされます。す
べてのインスタンスが Winter '19 リリースにアップグレードされる前にこれらのエンドポイントを有効にす
る場合は、[私のドメイン]、コミュニティ、またはインスタンスの URL を使用してください。
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コンポーネントライブラリでの Locker API Viewer

コンポーネントライブラリで Locker API Viewer にアクセスできます。
Locker Console を使用した JavaScript コードの評価とベンチマーク

コンポーネントライブラリのこの新しいツールを使用すると、JavaScript コードの Locker Service との互換性を
評価できます。

Android でのユーザプロファイル画像の保存
Android L デバイスでのクラッシュを避けるため、2018 年 9 月 11 日にリリースされた Field Service Lightning Android

モバイルアプリケーション 4.1.1 パッチでは、ユーザプロファイル画像を外部デバイスストレージに保存し
ます。新しい権限は、パッチによって自動的に有効になります。

AppExchange のフローソリューションを使用したサードパーティシステムおよびアプリケーションによるフ
ローの拡張

Salesforce AppExchange のフローソリューションを発表するリリースノートが追加されました。
利用管理によるパーソナライズされた適切なケアの提供

利用管理機能は Winter '19 リリースが完了した後に使用できるようになることが記述されました。
医療保険データモデルを使用したメンバーシップ、給付、事前承認の統合

保険データモデル機能は Winter '19 リリースが完了した後に使用できるようになることが記述されました。
Einstein Discovery: Einstein Analytics への統合

Analytics やその他の新機能への Einstein Discovery の統合に関するセクションが追加されました。
Analytics モバイルアプリケーション: 転送通知、動的ページ、オフライン (パイロット)、新しいグラフ、新しい
ウィジェット

Einstein Analytics for iOS/Android の新機能に関するセクションが追加されました。

2018 年 9 月 12 日
Approval Analytics テンプレートを使用して承認プロセスに関するインサイトをすばやく取得

お客様の承認プロセスの分析に役立つ新しい Analytics テンプレートが発表されました。
価格設定、Salesforce CPQ Analytics を新しいレベルに引き上げるサブスクリプションテンプレート

Salesforce CPQ のお客様向けの新しい Analytics テンプレートが発表されました。
定期的な完全同期によるデータドリフトの回避

モードの名前が同期モードから接続モードに変更されました。
顧客が会社からのメールを開封した場合の追跡の無効化

Salesforce メールで遵守されるデータ保護とプライバシーの設定が明記されました。
ビジネスに適合するように Einstein メールインサイトをカスタマイズ

サポート対象エディションに Essentials が追加されました。カスタムメールインサイトは個人取引先には適
用されないことが明記されました。

Einstein メールインサイトに対するアクション
サポート対象エディションに Essentials が追加されました。
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推奨接続を使用して適切な人にアクセス
サポート対象エディションに Essentials が追加されました。推奨接続は取引先責任者、リード、個人取引先
に適用されることが明記されました。取引先責任者、リード、個人取引先のページレイアウトに推奨接続
コンポーネントを追加する必要があることの説明が追加されました。

新規のお客様は Salesforce for Outlook を使用不可
前のリリース (Spring '18) で Salesforce for Outlook にログインしていたユーザがいる組織では、Winter '19 でもこ
の製品にアクセスできなくならないことが明記されました。

お客様のご要望
当社が配信したアイデアが追加されました。

Einstein ボットによる顧客同士の助け合い
ライセンス名が Einstein ボットに修正されました。

使用量に基づく商品の価格率の設定 (ベータ)

使用量に基づく商品のベータ機能のリリースノートが追加されました。
Salesforce CPQ Winter '19 の設定

収益金額項目のリリースノートが追加されました。
Salesforce CPQ Winter '19 の設定

Salesforce CPQ Winter '19 の設定とインストールの手順が追加されました。バージョン 214.12.2 以前の CPQ ユー
ザのインストールパスが明記されました。

コミュニティユーザ表示の制御 (ベータ)

コミュニティごとにメンバー表示を制御する非公開ベータ機能が追加されました。
顧客が会社からのメールを開封したかどうかをすばやく確認

メール開封トラッキングが Einstein 活動キャプチャとどのように連携するかが明記されました。
Lightning Experience への移行時に簡単に移行できるアクションおよびボタン (ベータ)

サポート対象のオブジェクトと必要な権限のリストが更新されました。
Lightning Experience 設定コンバータの JavaScript ボタンの機能強化

必要な権限のリストが更新されました。
ユーザが Salesforce Classic に戻る理由の把握

設定ページのセクションの表示ラベルが更新されました。
ユーザが Lightning Experience を使用し続けるようにするための方法

カスタムプロファイルが含まれていない組織では、この機能を使用できないことが記述されました。
新規 Lightning Experience ユーザ用の歓迎メッセージのロールアウト

設定ページのセクションの表示ラベルが更新されました。
新しい使用量ベースのエンタイトルメントを使用したプロセスとフローの監視

[使用量ベースのエンタイトルメント] 関連リストに関する情報であることが明記されました。
Dev Hub: Developer Edition とトライアル組織で使用可能に

Developer Edition 組織とトライアル組織で Dev Hub を有効にできることが発表されました。
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2018 年 9 月 11 日
Apex を使用したスケジュール済みアクションと待機中のフローのテスト

Apex を使用したスケジュール済みアクションと待機中のフローのテスト機能に関する誤った発表のメモが
削除されました。

2018 年 9 月 5 日
Financial Services Cloud ユーザ向けのリテールバンキングテンプレートで顧客との関係を深め、新規クライアン
トを惹きつける

Financial Services Cloud のお客様向けの新しい Analytics テンプレートが発表されました。
Veeva CRM ユーザ: Salesforce Analytics for Veeva テンプレートを使用したセールスプロセスとパフォーマンスの
視覚化

Veeva のお客様向けの営業電話プロセスを管理する新しい Analytics テンプレートが発表されました。
スペインロケールの日付形式を遂に修正

スペイン語にローカライズされた Chatter の日時スタンプの修正に関する誤った発表のメモが削除されまし
た。

ファイルエンゲージメントカードを使用したファイル統計の追跡
ファイル詳細ページのファイルエンゲージメントカードに関するリリースノートが追加されました。

新規追加または変更された Lightning コンポーネント
lightning:fileCard コンポーネントにファイル説明のキャプションの表示を制御する新しい属性が追加されまし
た。

CDN の有効化による Lightning Experience の読み込みの高速化
この設定は、Salesforce アプリケーションのどのバージョンにも影響を与えないことが明記されました。

インストールキーで保護されたロック解除済みパッケージのインストール時に情報をロックダウン
パスワードに関する記述が削除されました。

ロック解除済みパッケージ内でより多くのメタデータコンポーネントを物理削除
物理削除済みメタデータコンポーネントのリストから FlowDefinition が削除されました。

インスタンスのない [私のドメイン] URL からの除外
インスタンスのない [私のドメイン] URL を有効にした CRUC の無効化に関するリリースノートが追加されま
した。

インスタンスのない [私のドメイン] URL のベストプラクティスの採用
インスタンスのない URL をサポートするパッケージの作成に関するリリースノートが追加されました。

Salesforce CLI の進化
新しいコマンド、force:source:delete に関する情報が追加されました。

変更されたオブジェクト
一連の行動項目は、API では参照のみがサポートされます。

商談: 前の商談所有者の編集権限の保持
この機能強化が Salesforce アプリケーションでも使用できることが記述されました。

スクラッチ組織設定での設定オプションの追加
スクラッチ組織設定は、スクラッチ組織の定義ファイルの組織設定に代わる新しい形式です。
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パートナーにコミュニティからの派遣を許可
コミュニティでディスパッチャコンソールを使用するためのライセンス要件が修正されました。

表示密度設定を使用したビューの変更
設定ページの名前が [密度設定] に修正されました。

変更されたオブジェクト
EventLogFile の Wave 変更イベント種別で、IS_EMBEDDED 項目と IS_EMBEDDED_IN_COMMUNITY 項目が削除されま
した。

フォルダでのマクロとクイックテキストの共有および整理
フォルダが有効になっている場合のマクロとクイックテキストでの分割ビューの使用に関する情報が修正
されました。

2018 年 8 月 29 日
リストメールへの添付ファイルの追加

メールアクションに関する記述が削除されました。
パートナーへの組織レベルの一意のユーザ名の要求

この設定が有効になっているパートナーユーザはデータローダ、Excel のインポート、Sendia によるアップ
ロードを使用できないというメモが追加されました。

Salesforce for Outlook の以前のバージョンの機能の喪失に関するお知らせ
Microsoft Internet Explorer バージョン 8、9、10 のサポートは Spring '17 で終了したことが明記されました。この
変更の結果、Salesforce for Outlook の以前のバージョンでは、それらのブラウザ上で実行されるように構築さ
れた一部の機能が失われます。

新しいオブジェクト
Audience オブジェクトが追加されました。

Salesforce CLI を使用したフローファイルの API バージョン 44.0 へのアップグレード
「方法」セクションに、まず Salesforce CLI のプレリリースバージョンをインストールするという情報が追加
されました。

Visualforce ページでのサードパーティ画像の安全な取得と表示
IMAGEPROXYURL 関数を発表するリリースノートが追加されました。

iframe を使用した信頼されないサードパーティコンテンツの隔離によるセキュリティの向上
iframe を使用してコンテンツを別個のドメインに隔離することに関するリリースノートが追加されました。

Sandbox での Einstein の準備状況評価の実行
Sandbox サポートに関する情報が追加されました。

Lightning Experience 設定コンバータの JavaScript ボタンの機能強化
Lightning Experience 設定コンバータの JavaScript ボタン機能の強化についての詳細の発表が追加されました。

Optimizer を使用した Salesforce 実装の改善
Salesforce Optimizer バージョン 2.6 の機能強化についての詳細の発表が追加されました。

組織単位の制限の緩和による自動化可能なビジネスプロセス数の増加
「理由」セクションの情報が修正され、2 つの制限は各プロセスまたはフロー種別に対するものであり、す
べてのプロセスとフロー種別を合わせたものに対するものではないことが示されました。
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BatchApexErrorEvent

BatchApexErrorEvent オブジェクトが追加されました。
新規 Apex 例外

例外 Auth.DiscoveryCustomErrorExceptionが追加されました。
削除: Salesforce IoT Advanced を使用したエンタープライズ規模の魅力的なカスタマーエクスペリエンスの促進

Winter '19 で使用できなくなったため、Salesforce IoT Advanced に関する記述が削除されました。

2018 年 8 月 20 日
Salesforce Winter '19 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。
• 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

Winter '19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で必要な情報を容易に見つけることができるようにしました。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。2019 年 4 月 5 日以降、Internet Explorer 9 および 10 はサポートされなくなります。これらのブラウザ
には引き続きアクセスできますが、これらを使用して発生した問題について Salesforce はサポートを提供しませ
ん。

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

Salesforce Classic でサポートされる
ブラウザ
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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

Einstein Analytics でサポートされる
ブラウザ

Salesforce 全体
Lightning Experience への移行をユーザに促す新しい方法が導入されました。また、新しいフィードバックフォー
ムで、ユーザが Salesforce Classic に戻る理由を把握します。表示密度の制御で Lightning Experience の表示をパーソ
ナライズします。メール、ToDo、行動、チャットの定義済みクイックテキストメッセージを使用して、コミュ
ニケーションを速やかに行います。リストビュー内で検索したり、お気に入りのリストビューをチームで共有
したりします。アンケート、検索条件、Lightning コンソールアプリケーションがどのように強化されたのかを
ご確認ください。これでも半分にすぎません。

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

Lightning Experience の採用: 新しい Salesforce の認知および採用の手段の増加

新規 Lightning Experience ユーザ用の
歓迎メッセージのロールアウト

ユーザが Salesforce Classic に戻る理
由の把握

ユーザが Lightning Experience を使用
し続けるようにするための方法

Lightning Experience への移行時に簡
単に移行できるアクションおよび
ボタン (ベータ)

Lightning Experience 設定コンバータ
の JavaScript ボタンの機能強化

準備状況レポートを Lightning

Experience へのガイドにする

Lightning 利用状況アプリケーショ
ンでのブラウザごとのページパ
フォーマンスやその他の新しい総
計値の表示
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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

表示密度設定を使用したビューの
変更

コピーして貼り付ける手間を省く
クイックテキストの導入

複数のリード、ケース、カスタム
オブジェクトへの新規所有者の一
括割り当て

リストビュー検索による必要なデー
タの迅速な検索

リストビューの共有による簡単な
コラボレーション

バックグラウンドユーティリティ
項目を使用した Lightning アプリ
ケーションへの機能の追加

Optimizer を使用した Salesforce 実装
の改善

Lightning Experience で簡単に複数選
択リストを使用

コンソール

すべてのタブを閉じるキーボード
ショートカットで白紙の状態から
開始

Lightning コンソールでの外部オブ
ジェクトのサポート

コンソールアプリケーションの
Visualforce の上書き

デフォルトでナビゲーション項目
はワークステーションタブで開か
ない

Lightning コンソール JavaScript API

でコンソール URL を生成してナビ
ゲーション項目を設定

ナビゲーション項目のパーソナラ
イズによるワークフローの合理化
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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

カスタマイズ可能なワークスペー
スタブのタイルとアイコンを使用
した直観的なワークスペースの作
成

Salesforce アンケート

新しい質問種別を使用した特殊な
データの収集

アンケートページへの複数の質問
の追加

アンケートへの招待の状況と回答
の表示

必須ではなくなった取引先責任者
のアンケート回答時の認証

質問のプロパティメニューの新し
いホーム

サポートされなくなった有効なア
ンケートの編集

Financial Services Cloud の Salesforce

アンケートを使用した銀行の顧客
のデータ収集

アンケートの一時停止と再開

検索

より関連性の高い検索結果をすぐ
に取得

より多くの場所で検索および結果
の絞り込み

数値範囲での検索結果の絞り込み

グローバル検索を使用したメッセー
ジングセッションの検索

タイムアウトした後の保存されて
いないテキストの復元

18 か月後に削除される項目履歴管
理データ
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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

IE9 および IE10 のサポート終了

Cisco Spark から Cisco Webex Teams へ
の名称変更

Lightning Essentials
アプリケーション内 Trailhead バッジ機能、改善された設定フロー、新しいサブスクリプションページを使用し
て、アプリケーション内で成果を祝い、設定を行い、Salesforce Essentials に登録できます。Sales Essentials で改善
された設定フローを使用して、より多くのタスクに取り組みます。Service Essentials でセルフサービスヘルプセ
ンターを作成し、CTI を使用してエージェントがコンピュータのソフトフォンから電話を発信できるようにし
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

アプリケーション内 Trailhead バッ
ジによる学習成果の祝福

Salesforce から離れることなく
Essentials サブスクリプションを管
理

Sales Essentials

カスタム項目の迅速な作成

トライアルデータの迅速な削除

メールと活動の同期
Service Essentials

ヘルプセンターで顧客が自己解決
できるようにする

Service Essentials での CTI の使用

セールス
Einstein 売上予測のカスタム項目により Salesforce がさらにインテリジェントになります。テリトリーベースの目
標と売上予測を使用して、営業パフォーマンスを測定します。Microsoft®および Google とのインテグレーション
を使用して世界ナンバーワンの CRM をメールとカレンダーに拡張します。CPQ エバーグリーンサブスクリプ
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ションを使用して、顧客との定期的なリレーションを構築します。さらに、Lightning Experience で Pardot を使用
して、よりスマートなマーケティングオートメーションを実現します。

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 売上予測

Einstein 活動キャプチャ

Einstein 準備状況評価

Einstein リードスコアリング

Einstein インサイト

中核的なセールス機能

コラボレーション売上予測

テリトリー別の売上予測 (正式リ
リース)

売上予測の共有 (正式リリース)

売上予測ページの機能強化

エンタープライズテリトリー管理

取引先

キャンペーン

キャンペーン: Pardot と Salesforce の
キャンペーンメンバーの同期の維
持

クイック検索条件を使用した [キャ
ンペーン] 関連リストへのドリルダ
ウン

リード

商談

中核的なセールス機能のその他の変更

LinkedIn Sales Navigator のインテグレー
ション

商談リストビューをテリトリーで
絞り込み
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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

商談レポートをテリトリーで絞り
込み

Lightning Experience で取引先の更新時
にテリトリーの割り当てをトリガ

役員ニュース記事の廃止

生産性機能
Inbox

メール操作環境

メール不達からの戻り

顧客が会社からのメールを開封し
たかどうかをすばやく確認

顧客が会社からのメールを開封し
た場合の追跡の無効化

リストメールへの添付ファイルの
追加

メールとリストメールでクイック
テキストを使用して営業担当の時
間を節約

再設計された DKIM 鍵によるメール
セキュリティの改善

SMTP 認証によるメールリレーの保
護

メールテンプレート

メールテンプレートのプライバシー
を営業担当が管理

関連する差し込み項目のみをメー
ルテンプレートに表示

差し込み項目ピッカーでリードと
取引先責任者に焦点を絞る

Lightning Experience の新しい方法で
Salesforce Classic メールテンプレート
の管理
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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 Classic メールテンプレート
の挿入後に添付ファイルを使用

Lightning メールテンプレートへの添
付ファイルの追加
Lightning Dialer

Dialer コールの録音

会社電話での Dialer コール

Einstein 活動キャプチャ

ビジネスに適合するように Einstein

メールインサイトをカスタマイズ

Einstein メールインサイトに対する
アクション

Einstein メールインサイトに関する
フィードバックを残す

推奨接続を使用して適切な人にア
クセス

活動

ToDo クイックアクションにアラー
ムを含める

行動と ToDo でクイックテキストを
使用して営業担当の時間を節約

活動タイムラインの永続的な検索
条件で時間を節約

活動タイムラインに表示する活動
種別の選択

活動タイムラインでのメール追跡
および不達情報の表示

グローバル検索結果を ToDo の件名
により絞り込み
Kanban

[最近参照したデータ] リストでの
Kanban ビューの取得
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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

Kanban ビューでのレコードの検索

カレンダー

一連の行動のスケジュール (ベータ)

カレンダーに表示する ToDo のカス
タマイズ

任意のユーザインターフェースか
らのミーティング参加者の追加と
削除

セールスコンソール

Lightning Data: 一致の選択、使いやすくなった表示ラベル

自動一致が適切でない場合の一致
の選択

状況の表示ラベル [該当なし] の変更

一致の信頼性スコアの表示ラベル
の変更

住所項目の表示ラベルの変更

Google とのインテグレーション

Lightning Sync for Google: API によってトリガされた更新の同期、柔軟な同期オプション

イベント同期および編集オプショ
ンによる柔軟性の向上

API を介して行動に加えられた変更
の同期

Microsoft® とのインテグレーション

Outlook® インテグレーション

Lightning for Outlook と Salesforce Inbox

を 1 つのアドインに結合

Inbox を備えた Salesforce Outlook イン
テグレーションによる生産性の向
上 (正式リリース)

テキストショートカットによる時
間の節約と一貫性の向上
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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®カレンダーと Salesforce 間で
の一連の行動の同期

API を介して行動に加えられた変更
の同期

イベント同期および編集オプショ
ンによる柔軟性の向上

[設定] の Lightning Sync ページを新し
い名前に変更
Salesforce for Outlook

新規のお客様は Salesforce for Outlook

を使用不可

予定されている Salesforce for Outlook

のパッチはありません

以前のバージョンの機能の喪失に
ついてのお知らせ
Connect for Office

Salesforce CPQ と Salesforce Billing

Salesforce CPQ

Salesforce CPQ Winter '19 の設定

終了日のないサブスクリプション
の生成

使用量に基づく商品の価格率の設
定 (ベータ)

バンドル全体に基づく全体に対す
る割合の商品の価格設定

Lightning で事前入力される注文項目

改善されたリッチテキストエディ
タの使用
Salesforce Billing

支払ゲートウェイ: ゲートウェイ応
答の追跡、失敗した支払の返金
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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

収益スケジュール: 収益調整と収益
金額の項目

請求トランザクション用のサブ請
求書品目の作成

請求計画を使用した注文商品のキャ
ンセル

Salesforce Billing Winter '19 へのアップ
グレード

Pardot

Lightning Experience の Pardot を使用
して 1 つのプラットフォーム上で営
業とマーケティングを連携 (正式リ
リース)

Salesforce に同期されているオプト
アウトされたプロスペクトを容易
にオプトイン

繰り返しを許可するように
Engagement プログラムを変換 (ベー
タ)

日付による Engagement Studio キャ
ンバスの絞り込み

B2B Marketing Analytics ダッシュボー
ドの変更

プロスペクトから Salesforce キャン
ペーンメンバーの作成

Pardot UI の小さな変更

新しい Gmail UI での Engage for Gmail

拡張機能の使用

オペレーショナルメールの有効化

Pardot サポートに連絡せずに完全同
期を実行
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サービス
顧客サービスを次のレベルに引き上げるのに役立つ豊富な新機能をご利用ください。Lightning Experience で
LiveMessage を使用して、Lightning サービスコンソールから最上位のメッセージングチャネルで顧客とエンゲー
ジします。ヘルプセンターを使用してヘルプサイトを作成し、ナレッジ記事を共有したり、人の介入が必要な
問題について顧客がケースを登録できるようにしたりします。サービスの Lightning フローで、完全な手順をガ
イド付きアクション履歴に表示したり、必要な手順をエージェントに通知したりします。コミュニティから
ディスパッチャコンソールへのアクセス権をフィールドサービスコントラクターに付与し、派遣の責務をコン
トラクターと共有します。最後に、Einstein ボットを強化し、プロセス自動化フローで顧客のためにより多くの
ことを実行します。

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 ボット

自動起動フローによるボットの大
幅強化 — コーディング不要

簡単により深く Einstein ボットセッ
ションを分析

スロットから名前変更された変数
を使用してさまざまな方法でボッ
トの質問要素を定義

すべてのボットバージョンで統合
インテントセットを使用してボッ
トをより容易にトレーニング

データローダで顧客の入力を追加
してインテントをすばやく構築

Einstein Intent セットで顧客をより
すばやく理解 — Einstein ボットでリ
テラル一致をサポート

チャネル
LiveMessage

テキストメッセージおよび Facebook

Messenger を使用した顧客のサポー
ト

ガイド付き設定フローを使用した
LiveMessage の設定

自動応答メッセージを使用した顧
客が期待する返信の設定
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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

自動化された SMS オプトインおよび
オプトアウトメッセージのカスタ
マイズ

自動テキストメッセージ通知によ
る継続的な顧客への情報通知

SMS テキストメッセージおよび
Facebook Messenger を使用した添付画
像や添付ファイルの送受信

ヘルプセンター
CTI

Service Essentials での CTI の使用

Open CTI ソフトフォンのサイズの増
加
Live Agent

Lightning Experience での Live Agent 設
定ページへのアクセス

Lightning Experience での [Live Agent

セッション] ページのカスタマイズ

スキルベースのルーティングを使
用した Live Agent チャットの転送
(ベータ)

ボタンを使用したチャットへのク
イックテキストの挿入

Snap-in チャット

カスタム表示ラベルを使用して各
スナップインを独自のものにする

コミュニティ Snap-in へのコードス
ニペット設定の追加

Snap-in チャットからチャットイベ
ント通知を取得

自由に移動し、複数のタブにまた
がってチャット
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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

Live Agent の改善された機能の利用

モバイルアプリケーション用
Snap-in

ソーシャルカスタマーサービス

YouTube での顧客のサポート

ケースを作成せずにソーシャル投
稿に応答

絵文字で感情を示す

Facebook で非公開を維持

ソーシャル投稿のコンパクトフィー
ドの使用

Lightning Experience のためのエージェ
ントの準備

パブリッククラウドでの政府機関
パートナーのサポート

ソーシャルカスタマーサービスパッ
ケージのアップグレード

フィールドサービス

サービスの Lightning フローを使用
した次のステップへの従業員の誘
導

他の言語でのサービスレポートの
生成

逐次化された製品項目の移送 (ベー
タ)

サービスレポートリガの作成

署名済みサービスレポートの迅速
な検索

サービス予定と作業指示の自動的
な共有

ロケーションおよび製品項目の関
連製品移送の表示
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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

Android でのユーザプロファイル画
像の保存

Field Service 管理パッケージ

パートナーにコミュニティからの
派遣を許可

ガントチャートの色コード

ディスパッチャコンソールへのカ
スタムアクションの追加

ガントチャート稼働状況ビューの
カスタマイズ

カスタム予定リスト検索条件の機
能強化

ディスパッチャコンソールの地図
上へのリソースの不在の表示

予定の予約の簡易化

ガントチャートに予定を表示する
タイミングの選択

緊急予定割り当ての Chatter 投稿の
有効化

Field Service Lightning 管理パッケージ
のその他の改善

ケース管理

サービスコンソール

Salesforce Classic コンソールアプリ
ケーションから Lightning Experience

への直接切り換え

サービスの Lightning フロー

ガイド付きアクションリストの [履
歴] タブを使用した状況の迅速な把
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

ガイド付きアクションのサブセッ
トを使用したエージェントの選択
の絞り込み

ガイド付きアクションが必須な場
合のエージェントへの警告

ケース

Lightning Experience でのケースメール
への画像の埋め込み

Lightning Experience のすべての場所で
コンパクトケースフィードを利用
可能

Lightning Experience でのケースフィー
ドの操作の効率化

Lightning Experience での Visualforce メー
ルテンプレートの使用

メール-to-ケース添付ファイルを
Salesforce Files として自動的に保存し
てファイルの共有とプレビューを
実行

メールのインポート時に監査項目
を設定

スパム対策 — reCAPTCHA 確認を使用
していないケースを拒否

オムニチャネル

同じ組織でキューとスキルの両方
を同時に使用したエージェントへ
の作業の転送

スキルベースのルーティングを使
用した Live Agent チャットの転送
(ベータ)

Omni-Channel Supervisor を使用した
キューベースのルーティングとス
キルベースのルーティングのエー
ジェントの作業負荷の監視
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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

Omni-Channel Supervisor でのスーパー
バイザによるチャットのリアルタ
イム監視

エージェントや顧客がチャットで
入力している内容のスーパーバイ
ザによるプレビュー

生産性

フォルダでのマクロとクイックテ
キストの共有および整理

ワンクリック — ボタン 1 つでメー
ルにクイックテキストを挿入

ToDo と行動でのクイックテキスト
の使用

ナレッジ記事およびチャットへの
クイックテキストの挿入

ポップアップボタンによりクイッ
クテキストを常に意識

Service Cloud Mobile

モバイルのローカライズにより組
織の言語で作業

モバイルのメンションによる直感
的なやり取り

ページレイアウトによるクイック
アクションのカスタマイズ (Android)

ケースフィードへのファイルの投
稿 (Android)

ナレッジ

Service Essentials への Lightning

Knowledge の追加

ケース項目とデータカテゴリの対
応付けによる検索結果の改善

一括アクションを使用した記事リ
ストビューの作業効率の向上
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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

リッチテキスト項目へのアンカー
リンクの挿入による閲覧者のサポー
ト

アクション、ボタン、リンクを使
用した記事のカスタマイズ (ベータ)

さまざまなレコードの記事バージョ
ンへの参照項目の追加

ケースの [記事] 関連リストでできる
操作の増加

最も関連性の高いナレッジデータ
を見つけるためのグローバル検索
のカスタマイズ

言語の取りこぼしのない、翻訳の
ある記事のインポート

Lightning Knowledge に移行できる項
目の増加 (コミュニティトピックお
よび記事検索データ) (ベータ)

メールの便利なリンクを使用した
記事の翻訳の迅速化と、ページに
均等に並んで表示される列

Salesforce アプリケーションからの
記事のスマートリンクへのアクセ
ス

Lightning Knowledge から直接記事コ
ンテンツをメールに挿入

ナレッジ記事でのクイックテキス
トの使用

設定フロー

分析
レポートとダッシュボード、および Einstein Analytics のインサイトで意思決定を促進します。Lightning Experience

レポートにドリルダウンし、数値の詳細を確認します。テンプレート、拡張された共有セキュリティ、ファイ
ルベースのデータコネクタなどを使用して、Einstein Analytics アセットを作成します。
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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

レポートとダッシュボード

レポート

Einstein データインサイト: レポート
から得られるインサイトの向上 (正
式リリース)

Lightning レポートビルダーを使用し
た結合レポートの編集 (ベータ)

高度な実行ページによるインター
フェースの向上 (ベータ)

データへのドリルインによるイン
サイトの迅速な取得

レポートの通貨の選択

ダッシュボード

各ダッシュボード検索条件への最
大 50 個の値の追加

ダッシュボードグラフおよびテー
ブルの小数部の精度の設定

ダッシュボードグラフの軸範囲の
カスタマイズ

ダッシュボードコンポーネントの
ソースレポートとしての結合レポー
トの使用

登録、検索、およびフォルダ

クイック検索: レポート、ダッシュ
ボード、およびフォルダの高速検
索

レポートおよびダッシュボードフォ
ルダの機能強化

レポートとダッシュボードのその
他の機能強化

Einstein Analytics

オンボーディングおよび使用開始
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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

歓迎メッセージリソースによる
Analytics の操作開始

アプリケーション内動画を使用し
たコンテキスト学習

Analytics Studio 内での学習体験アプ
リケーションへのアクセス

対話形式のクエリを使用したデー
タ視覚化の迅速化 (正式リリース)

Analytics アプリケーションのメ
ニューからの簡単な移動

[分析] タブまたは Analytics Studio で開
くリンクの共有

Analytics のその他の機能強化

アプリケーションの構築

1 つのレンズで複数のデータセット
からデータを探索

日付検索条件の迅速な追加

行数表示ラベルの名前変更

日付と日付要素の一体化

数回のクリックで Analytics に独自の
地図を追加

グラフのツールチップで null 値を非
表示

スマートダッシュボードテンプレー
トを使用した既存のデータセット
からの既成のダッシュボードの作
成

ダッシュボード閲覧者に対してウィ
ジェットアクションを非表示

Classic デザイナの廃止の計画

SAQL timeseries 関数を使用した将来
の見通し
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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

SAQL fill 関数を使用したデータスト
リームの欠落日付の入力

CLI Analytics プラグインを使用した
Analytics アプリケーションのライフ
サイクル全体の管理

Einstein Analytics の採用の追跡

アプリケーションの構築のその他
の機能強化

事前作成済みテンプレートおよびアプリケーション

アプリケーションテンプレートを
使用した Einstein Analytics 機能の利用

新しいテンプレートピッカーを使
用したすばやく作成可能な Analytics

アプリケーションの検索

価格設定、Salesforce CPQ Analytics を
新しいレベルに引き上げるサブス
クリプションテンプレート

Lead Change Analytics テンプレートで
リードの取引開始をサポート

Approval Analytics テンプレートを使用
して承認プロセスに関するインサ
イトをすばやく取得

Veeva CRM ユーザ: Salesforce Analytics for

Veeva テンプレートを使用したセー
ルスプロセスとパフォーマンスの
視覚化

Financial Services Cloud ユーザ向けのリ
テールバンキングテンプレートで
顧客との関係を深め、新規クライ
アントを惹きつける

データインテグレーション

「複製」から「データ同期」への
名前変更
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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

Amazon S3 コネクタを使用した複数
の CSV ファイルの読み込みと追加

定期的な完全同期によるデータド
リフトの回避

連動するデータフローの実行時に
外部データの同期をトリガ

Google BigQuery および Heroku 接続を
使用して取り込み可能なデータ量
の増加

1 か所ででのデータセットの作成

データセット編集ページからの操
作の増加

CSV ファイルからレンズ、レシピ、
またはストーリーへの迅速なデー
タ移動

実行可能なデータジョブ数の増加

[列] タブでの簡単なレシピ列のナビ
ゲーション

レシピエディタでの列のプロファ
イルの検索不要

レシピエディタでのデータの追加
の迅速化

Einstein Analytics で共有可能な共有設
定の増加

モバイルアプリケーション

Einstein Analytics for iOS/Android での動
的ページおよび条件付き書式の使
用

Einstein Analytics for iOS のその他の機
能強化

Einstein Analytics for Android のその他の
機能強化
Einstein Discovery

37

機能が使用可能になる方法と状況Salesforce Winter '19 リリースノート



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 Analytics データセットからの
Einstein Discovery ストーリーの作成

Einstein Analytics インターフェースで
の Einstein Discovery ストーリーおよび
インサイトの操作

Salesforce にリリースした Einstein

Discovery の目標およびモデルの管理

総計値およびパフォーマンスを調
べて Einstein Discovery モデルを改善

コミュニティ
このリリースではコミュニティ自体に素晴らしい機能と改善が加えられました。コミュニティメンバーは、ス
レッドディスカッションを使用して、実際に会話できるようになりました。レコグニションバッジは、コミュ
ニティメンバーのモチベーションを高め、採用を促進します。ゲストコミュニティユーザは、ログインするこ
となくコミュニティでフローを使用して多くの作業を実行できます。カスタマーサポートは、顧客同士が助け
合うことができるように、新しいヘルプセンターテンプレートを使用してすばやく知識ベースコミュニティを
設定できます。このような多くの新しいコンポーネント、セキュリティ機能、一般的な改善により、コミュニ
ティ実装の価値が保たれています。

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

Lightning コミュニティ

Lightning コミュニティテンプレー
トを最新のテンプレートに更新

セルフサービスヘルプセンターの
作成と顧客による簡単な検索

Community Cloud 向け CMS について
(ベータ)

廃止へと向かっている Koa および
Kokua

利用者ターゲティングの機能強化
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

サイトおよびページ全体のエクス
ポートと同様にテーマをエクスポー
ト

テーマの機能強化とオプションの
追加

大部分のページの URL の編集

入力時のヘッドマークアップの検
証

コミュニティビルダーでの Lightning コンポーネント

コミュニティでの検索結果の絞り
込み

フィードでのディスカッションの
やりとり

ゲストユーザによるフローへのア
クセスの許可 (リリース遅延)

コミュニティのスレッドの削除の
ブロック

モバイルデバイスでのリッチパブ
リッシャーアプリケーションの使
用

ユーザがレコードにトピックを追
加できるようにする

リストビューからのトピックの活
用

元のコンテンツへのトピックの追
加 (ベータ)

より詳細な関連リストの表示

コミュニティメンバーへの提案ア
クションとオファー (パイロット)

コミュニティユーザへの Salesforce

IoT データの表示

ユーザプロファイルコンポーネン
トのアクションのカスタマイズ
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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

コミュニティで使用できる Snap-in

チャット機能の増加

Lightning コミュニティからの Field

Service 派遣を許可

コミュニティの新しいグローバル
アクションによる時間の節約

レコード詳細ページの編集中に項
目の連動関係を表示

リストビューの検索および共有と
[キャンペーン] 関連リストの絞り込
み

コミュニティエンゲージメント

レコグニションバッジによるメン
バーの関与の維持 (正式リリース)

ユーザプロファイルでのレコグニ
ションバッジの表示

新しい [バッジを付与] ボタンを使用
したレコグニションバッジの授与

回答ありおよび回答なしの質問レ
ポートを使用してコミュニティの
活動を確認

Lightning コミュニティのファイル

必要に応じたファイル項目の変更

ファイルをアップロードするとき
のカスタム項目の入力

公開リンクを使用したフォルダの
共有

Partner Central

パートナーリレーションを使用し
た多層流通チャネルでのデータ共
有の促進 (パイロット)

ブランド情報の管理と共有、およ
び共通のブランドが設定されたメー
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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

ルテンプレートへの追加 (正式リ
リース)

外部の代理管理者によるチームの
管理 (正式リリース)

パートナーへの組織レベルの一意
のユーザ名の要求

入力規則の無視と予算の柔軟性の
向上

コミュニティユーザ表示の制御
(ベータ)

共有とセキュリティ

ゲストユーザのレコードアクセス
制限によるサイトとコミュニティ
のセキュリティの向上

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 (正式リリース) (リリース遅
延)

新しいコンテンツセキュリティポ
リシーを使用したコミュニティの
保護の強化

Google IP Anonymizer を使用したコ
ミュニティのプライバシーの強化

サイトおよびコミュニティでのク
リックジャック保護を使用した安
全な iframe

メール、電話番号または選択した
任意の識別子によるユーザのログ
イン

訪問者のメールまたは電話による
コミュニティへの参加

ID 検証のためのワンタイムパスワー
ドメールテンプレートのカスタマ
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

外部認証プロバイダを介したコミュ
ニティへのログインアクセス権を
内部ユーザに付与

内部コミュニティユーザに対する
異なるログインポリシーの設定 (正
式リリース)

操作性およびパフォーマンスの改善

デフォルト値が選択されなくなっ
た連動選択リスト

ゲストユーザがレコードページに
アクセスするときのログインペー
ジへのリダイレクト

必要に応じて使用できる URL クエリ
パラメータのサポートによりペー
ジ応答を迅速化

コミュニティコンテンツ配信ネッ
トワークを使用したページの読み
込み時間の短縮 (正式リリース)

コミュニティのドキュメント

コミュニティのその他の変更

Lightning External Apps および
Lightning External Apps Plus ライセン
スを使用したカスタムデジタル体
験の作成

1 つのワークスペースでのすべての
コミュニティコンテンツ機能の検
索

フィードの時間の表示場所の最適
化

データプライバシーレコードへの
アクセス権の大規模コミュニティ
ユーザへの付与
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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

複数のリード、ケース、カスタム
オブジェクトへの新規所有者の一
括割り当て

すべての標準プロファイルからの
「カスタマーユーザの管理」権限
の削除

Chatter
投稿の作成中に、投稿がドラフトとして自動的に保存されます。投稿するときに、カーソルは [宛先] 項ではな
くテキスト本文に移動するため、すぐに投稿の作成を開始できるようになりました。

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

ドラフトとしての Chatter 投稿の保
存

Chatter パブリッシャーでのカーソ
ルのフォーカスの変更

Files
公開リンクを使用してフォルダを共有し、従業員、パートナー、顧客、見込み客にファイルのコレクションを
提供できます。モバイルのファイル詳細ページを使用して、外出先でファイルの詳細にアクセスします。

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

公開リンクを使用したフォルダ内
の複数のファイルの共有

[ファイルの詳細] ページのモバイル
対応

ファイルエンゲージメントカード
を使用したファイル統計の追跡

ファイルのその他の変更

Quip と Salesforce Classic の統合
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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

コンテンツ配信の日次制限の緩和

すべての新規ライブラリでのフォ
ルダの有効化

コンテンツ配信検索バーの変更

ファイル詳細ページからのコンテ
ンツプレビューの表示

[ファイル] タブがない場合は完全な
プレビュー不可

Microsoft Internet Explorer バージョ
ン 9 および 10 では複数ファイルの
アップロード不可

モバイル
場所を問わずより多くの作業を実行できる最新機能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

Salesforce アプリケーション

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要件の
更新

外出先でのテリトリー取引先割り
当ての管理

外出先でのテリトリーの商談の検
索

Financial Services Cloud
アクションプラン ToDo テンプレートでカスタマーエンゲージメントプロセスを標準化します。Salesforce アン
ケートで顧客の意見を把握します。商業銀行コンソール Lightning アプリケーションで銀行員により明確な顧客
の全体像を提供します。また、Financial Services Cloud 向け Einstein ボットで顧客同士で助け合うことができるよ
うにします。さらに、Financial Services Cloud の拡張積み上げ集計フレームワークでデータの挿入および更新操作
の時間を短縮します。
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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

アクションプランを使用したカス
タマーエンゲージメントプロセス
の一貫性とコンプライアンスの確
保

Salesforce アンケートを使用した顧
客インサイトの収集

商業銀行を使用したより明確な顧
客の全体像の把握

Einstein ボットによる顧客同士の助
け合い

積み上げ集計の機能強化

Financial Services Cloud の新しいオブ
ジェクト

新しい Financial Services Cloud オブ
ジェクト項目

Health Cloud
Health Cloud で、ヘルスケア提供者と支払者間のシームレスな連携がサポートされるようになりました。提供者
は、承認の要請を申請および追跡できます。支払者は、患者が適切な場所で適切なケアを適時に受けられるよ
うに要請を処理できます。また、新しい Lightning コンポーネントが追加され、ユーザ用の独自のカスタムレ
コードページを簡単に構築できるようになりました。

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

利用管理によるパーソナライズさ
れた適切なケアの提供

医療保険データモデルを使用した
メンバーシップ、給付、事前承認
の統合

使いやすくなった患者カードによ
る効率化

フィンランド語にローカライズさ
れた Health Cloud
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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

プラットフォームの暗号化を使用
した Health Cloud データの保護

新しい Health Cloud オブジェクト

Health Cloud オブジェクトの変更

新規追加または変更された Health

Cloud Lightning コンポーネント

カスタマイズ
Einstein 次善アクション (パイロット) を使用して、継続的に組織をスマートにします。新しいコンポーネントの
表示ルールパラメータと新しいコンポーネントを使用して、Lightning ページをより動的かつ効果的にします。
多くの新しい画面コンポーネント、緩和された制限、有効なフローとプロセスのリリース機能を使用して、フ
ローを強化します。

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 次善アクション: 戦略を使用
した提案アクションとオファー (パ
イロット)

Einstein 予測ビルダーを使用したビ
ジネスの将来の予測 (ベータ)

Lightning アプリケーションビルダー

標準およびカスタムユーザ権限に
基づくコンポーネントの表示の設
定

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

Lightning Experience ユーザへの提案
アクションとオファー (パイロット)

メールアプリケーションペインの
テキストショートカットコンポー
ネントの追加
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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

アプリケーション作成ウィザード
と Lightning アプリケーションビル
ダーの更新された表示ラベル

コンポーネントの表示ルールの
フォーム要素の表示ラベルの改善

IoT Insights の Lightning コンポーネ
ントを使用したユーザへの
Salesforce IoT データの表示

自動的にページに追加されなくなっ
た Lightning コンポーネント

Lightning フロー

組織単位の制限の緩和による自動
化可能なビジネスプロセス数の増
加

新しい使用量ベースのエンタイト
ルメントを使用したプロセスとフ
ローの監視

プロセスおよびフロー設計

画面コンポーネント

フロー画面コンポーネントでの以
前に入力された値の記憶

オブジェクトの複数のレコード変
更プロセスの作成を回避

カスタム画面コンポーネントへの
検証関数の追加

AppExchange のフローソリューショ
ンを使用したサードパーティシス
テムおよびアプリケーションによ
るフローの拡張

フローの配布

戦略を使用してユーザとコミュニ
ティメンバーにフローを推奨 (パイ
ロット)

47

機能が使用可能になる方法と状況Salesforce Winter '19 リリースノート



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

コミュニティゲストユーザによる
フローへのアクセスの許可

サービスの Lightning フローを使用し
た標準のナビゲーションアプリケー
ションでのフローの起動

Einstein ボットでの自動起動フロー
の使用 — コーディング不要

変更セットまたはメタデータ API を
使用した有効なプロセスおよびフ
ローのリリース

API でのフローファイル名のバー
ジョン番号の省略

プロセスとフローのテストカバー
率の追跡

データ保護とプライバシー

個人オブジェクトを使用した重複
するデータプライバシー設定レコー
ドの管理

データプライバシーレコードへの
アクセス権の大規模コミュニティ
ユーザへの付与

複数のレコード間の同意に関する
個人設定の検出

AppExchange

推奨 AppExchange ソリューションに
よるビジネスに最適なソリューショ
ンの検索

検索条件を使用した AppExchange 検
索結果の絞り込み

一般設定

項目の参照を編集前に確認 (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

新しい [設定] ページでのインポート
およびインテグレーション製品の
検索

すべての Salesforce 環境でのキュー
に割り当てられた承認申請の表示

Command とクリックを使用した
macOS での複数のページレイアウト
割り当ての選択

Lightning Experience での和暦カレン
ダーの有効化

外部サービススキーマでの PATCH

の使用

セキュリティと ID
コミュニティメンバーと他の外部ユーザはメールアドレスまたは電話番号を使用してログインまたはサイン
アップできるようになりました。また、シングルログアウトでは、終了するユーザセッションを識別できま
す。より多くの項目を暗号化できるほか、暗号化ポリシーを変更できるユーザを制御できます。新しいトラン
ザクションポリシーウィザードでは、トランザクションセキュリティポリシーをよりすばやく簡単に作成でき
ます。また、Salesforce からリダイレクトされる前の警告通知により、ユーザの安全が強化されます。

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

ログイン検出

設定可能なセルフ登録

ログインページの背景

ID 検証メール

SMS メッセージアドオンライセンス

コミュニティへの内部ユーザの直
接認証

Mulesoft の OpenID Connect 認証

OAuth 2.0 エンドポイント (ベータ)
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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 アプリケーショ
ンランチャー
SCIM 2.0

SAML セッションインデックスのサ
ポート

エンドポイントおよびトークン内
の JSON 準拠の値

ログインポリシー (正式リリース)

Salesforce Shield

Shield Platform Encryption

カスタムオブジェクト名項目

Health Cloud への Shield Platform

Encryption の導入

リッチテキストエリア項目 (ベータ)

契約の住所(納入先) 項目

Shield 鍵管理サービスの保護

変更データキャプチャ (開発者プレ
ビュー)

暗号化ポリシーを変更できるユー
ザを制御

変更セット

テナントの秘密の状況とスキーマ

キャッシュのみの鍵サービス (ベー
タ)

一致ルール (正式リリース)

イベントモニタリング

トランザクションセキュリティポ
リシー

イベントログファイルでの Analytics

ダッシュボードの要求の追跡
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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

イベントモニタリング設定ツリー

Lightning エラーログ

Einstein Analytics の Classic デザイナ
ダッシュボードの廃止

その他のセキュリティの変更

プラットフォームインテグレーショ
ンユーザ

セッションセキュリティポリシー

リダイレクト前の警告

サーバ暗号化スイート

インスタンスのない [私のドメイン]
URL

Salesforce IoT
Salesforce IoT は、独自の秀逸なカスタマーエクスペリエンスを作り出すことができるイノベーションを提供し
ます。新しい IoT Insights Lightning コンポーネントを使用して、Salesforce IoT データを Salesforce の任意のページに
追加できます。新しいトラブルシューティング機能では、アプリケーション内でイベントメッセージを送信
し、メッセージを受信したときに表示できます。また、コンテキストが使いやすくなり、トラッカーが改善さ
れました。

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

IoT Insights を使用した Salesforce の
あらゆる場所での Salesforce IoT デー
タの表示

Salesforce IoT 内からのイベントメッ
セージの簡単な送信

Event Viewer を使用したイベント
メッセージの受信の検証

検証と有効化の機能が強化された
コンテキストの作成および管理
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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

拡張された活動ログによるトラブ
ルシューティングデータの増加

開発
Lightning コンポーネント、Visualforce、または Apex を使用する、あるいはお気に入りのプログラミング言語と共
に Salesforce の API を使用する場合のいずれでも、Salesforce 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

Lightning コンポーネント

厳格なコンテンツセキュリティポ
リシー (CSP) の重要な更新から組織
設定への変更

JavaScript プロトタイプの凍結によ
るセキュリティと安定性の向上

CDN の有効化による Lightning

Experience の読み込みの高速化

キャッシュ可能としての Apex メ
ソッドのマーク

JavaScript API メソッドで日付を書式
設定するためのトークンの変更

コンポーネントライブラリでの
Locker API Viewer

Locker Console を使用した JavaScript

コードの評価とベンチマーク

moment グローバル変数の削除

新規追加または変更された Lightning

コンポーネント

Lightning インターフェースの変更
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

Lightning Experience での項目セット
の作成と編集

新しい Visualforce アクセス総計値項
目

Visualforce ページでのサードパー
ティ画像の安全な取得と表示

iframe を使用した信頼されないサー
ドパーティコンテンツの隔離によ
るセキュリティの向上

大文字と小文字を区別しなくなっ
た URL リダイレクトパラメータ

Apex

Apex 一括処理クラスからのプラッ
トフォームイベント起動の選択
(ベータ)

継承された共有を使用した Apex

コードの保護

Apex コードから組織への API コー
ルの合理化

Callable インターフェースを使用し
た拡張可能な機能の共有

Apex: 新規および変更されたクラスおよびインターフェース

変更された Apex クラス

変更された Apex Enum

新規 Apex 例外

新規 Apex インターフェース

変更された Apex の SOAP API コール

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
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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

メタデータ

より多くのチャネルのメタデータ
カバー率状況、既知の問題、サン
プルスクラッチ組織定義の取得

データへのアクセス権の有効化を
伴わないメタデータへのアクセス
権の有効化 (ベータ)

REST を使用したリリース

新しい変更セットコンポーネント
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

API

新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト

新しいオブジェクト

変更されたオブジェクト
SOSL

REST API

新しいコールと変更されたコール
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

54

機能が使用可能になる方法と状況Salesforce Winter '19 リリースノート



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

変更されたリソース

ユーザインターフェース API

ユーザインターフェースの密度の
変更

ユーザインターフェース API のその
他の変更

クイックアクション JavaScript API

Salesforce コンソール API

Open CTI API

カスタムメタデータ型

高度な数式項目でのカスタムメタ
データ型の参照

Apex でのカスタムメタデータ型の
インスタンス化

VS Code 向け Salesforce 拡張機能

Visual Studio Code での任意の組織に
対する開発 (ベータ) (リリース遅延)

Apex Replay Debugger を使用してす
べての組織を無料でデバッグ (正式
リリース) (リリース遅延)

Visual Studio Code での Apex テスト
の探索 (リリース遅延)

Salesforce CLI (リリース遅延)

Sandbox

Full Sandbox テストへのアセット
ファイルの追加
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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

開発者ハブ (リリース遅延)

スクラッチ組織

新機能を含むスクラッチ組織の設
定

ソース追跡サポート用のメタデー
タカバー率レポートの確認

スクラッチ組織設定での設定オプ
ションの追加

パッケージ化

ロック解除済みパッケージのパッ
チバージョン番号のサポート

ロック解除済みパッケージの正確
な連動関係情報

ロック解除済みパッケージ内でよ
り多くのメタデータコンポーネン
トを物理削除

ロック解除済みパッケージ内の廃
止されたメタデータの移行を有効
化

インストールキーで保護されたロッ
ク解除済みパッケージのインストー
ル時に情報をロックダウン

インスタンスのない [私のドメイン]

URL のベストプラクティスの採用

エンタープライズメッセージング

大規模プラットフォームイベント
によるイベントベースのアプリケー
ションの機能強化 (パイロット)

Lightning コンポーネントでのスト
リーミングイベントの受信

変更データキャプチャを使用した
外部データの最新の状態の維持 (開
発者プレビュー)
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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で必要な情報を容易に見つけることができるようにしました。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。2019 年 4 月 5 日以降、Internet Explorer 9 および 10 はサポートされなくなります。これらのブラウザ
には引き続きアクセスできますが、これらを使用して発生した問題について Salesforce はサポートを提供しませ
ん。

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。
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 (9 および 10 でのサポートは 2019 年 4 月 5 日を
もって終了)、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。
Einstein Analytics でサポートされるブラウザ
Einstein Analytics でサポートされるブラウザは、Microsoft® Edge、Microsoft Internet Explorer® 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。

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。
対象: Lightning Experience は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、
Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。

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 お

よびコミュニティ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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• コミュニティビルダーで Internet Explorer 11 を使用しないことを強くお勧めします。
• この変更は、Salesforce Classic には影響しません。

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」の用語は、ブラウザベンダーによって定義されます。該当する最新バージョンについて
は、ブラウザベンダーに確認してください。

Salesforce Classic でサポートされるブラウザ
Salesforce Classic は、Microsoft® Internet Explorer® バージョン 9、10 (9 および 10 でのサポートは 2019 年 4 月 5 日をもっ
て終了)、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。
対象: Salesforce Classic はすべてのエディションで使用できます。

メモ:

• Internet Explorer 9 および 10 のサポートは 2019 年 4 月 5 日をもって終了します。Chrome、Firefox、Safari、
Edge、Internet Explorer バージョン 11 などのサポート対象ブラウザに移行することをお勧めします。2019

年 4 月 5 日以降も、IE9 および IE10 を使用して Salesforce Classic にアクセスできます。ただし、これらの
ブラウザで発生する問題に対して Salesforce からサポートが提供されることはなくなります。

• 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 SafariMozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft EdgeMicrosoft Internet
Explorer

11.x+最新最新最新IE 11 (IE 9 および
10 のサポートは

Salesforce Classic
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Apple SafariMozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft EdgeMicrosoft Internet
Explorer

2019 年 4 月 5 日を
もって終了)

なし最新最新最新IE 11 (IE 9 および
10 のサポートは

Salesforce コン
ソール

2019 年 4 月 5 日を
もって終了)

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」の用語は、ブラウザベンダーによって定義されます。該当する最新バージョンについては、
ブラウザベンダーに確認してください。

• 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
しました。

Einstein Analytics でサポートされるブラウザ
Einstein Analytics でサポートされるブラウザは、Microsoft® Edge、Microsoft Internet Explorer® 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。

Salesforce 全体: Lightning Experience を採用する方法の増加と生産
性の向上

Lightning Experience への移行をユーザに促す新しい方法が導入されました。また、新しいフィードバックフォー
ムで、ユーザが Salesforce Classic に戻る理由を把握します。表示密度の制御で Lightning Experience の表示をパーソ
ナライズします。メール、ToDo、行動、チャットの定義済みクイックテキストメッセージを使用して、コミュ
ニケーションを速やかに行います。リストビュー内で検索したり、お気に入りのリストビューをチームで共有
したりします。アンケート、検索条件、Lightning コンソールアプリケーションがどのように強化されたのかを
ご確認ください。これでも半分にすぎません。

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。
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Lightning Experience の採用: 新しい Salesforce の認知および採用の手段の増加
組織の Lightning Experience への完全移行はまだ道半ばです。どうすればユーザが新しい Salesforce を活用して
くれるでしょうか? ユーザが Lightning Experience に初めてログインするときに新しい歓迎メッセージと共に
必要なリソースを提供します。ユーザが Salesforce Classic に再度切り替えることを選択したときにフィード
バックフォームを使用して潜在的な問題を把握します。または、戻る機能を削除して、組織全体で Lightning

Experience を使用し続けるようにします。通常どおり、Lightning Experience 準備状況チェックを実行して、変
更による Salesforce 実装への影響を確認します。
表示密度設定を使用したビューの変更
2 つの新しい Lightning Experience 表示密度設定により、ページレイアウトを変更せずに、データの表示方法
をより詳細に制御できます。いずれかの設定をデフォルトとして選択しますが、ユーザはいつでもユーザ
プロファイルメニューから独自の表示密度を選択できます。
コピーして貼り付ける手間を省くクイックテキストの導入
コンテンツをコピーして貼り付けることは、時間のかかる面倒な作業です。クイックテキストを使用すれ
ば、すばやく簡単に定義済みのメッセージをメール、ToDo、行動、チャットなどに挿入できます。クイッ
クテキストを使いやすくするために、より多くの方法でクイックテキストを挿入できるようになりました。
キーボードショートカット、リッチテキストエディタ (メールパブリッシャーなど) のツールバーのボタン、
サポートされているテキスト項目の横にあるポップアップボタンを使用します。
複数のリード、ケース、カスタムオブジェクトへの新規所有者の一括割り当て
[所有者の変更] ページレベルボタンを使用して、最大 200 件の選択したリード、ケース、カスタムオブジェ
クトに新規所有者を割り当てます。標準テーブルモードのリストビューや関連リスト、または [関連リスト
のクイックリンク] でページレベルのアクションメニューのボタンにアクセスできます。
リストビュー検索による必要なデータの迅速な検索
新しい検索バーを使用して、リストビューの項目データを検索し、必要なレコードをすばやく見つけます。
リストビューの共有による簡単なコラボレーション
チームと共有したいと考えている素晴らしい一連の検索条件が含まれているリストビューや、一部のユー
ザにのみアクセスを許可したいと考えているリストビューはありませんか? リストビューを組織のユーザグ
ループと共有して、コラボレーションを新たなレベルに引き上げます。
バックグラウンドユーティリティ項目を使用した Lightning アプリケーションへの機能の追加
バックグラウンドユーティリティ項目は、ユーティリティバーに表示されるエントリなしで実行されます。
これは、ユーザの画面が乱雑になることなく目立たずに Lightning アプリケーションに機能を追加する方法
です。
Optimizer を使用した Salesforce 実装の改善
Salesforce Optimizer を実行して、会社が特定の Salesforce 機能をどのように使用しているかを判断し、会社の
実装を改善できる方法を特定します。[Record Pages (レコードページ)] セクションに [Disable Debug Mode (デバッ
グモードを無効化)] および [Details (詳細)] タブが追加され、人気の Success リソースが更新されました。
Lightning Experience で簡単に複数選択リストを使用
Lightning Experience でレコードを編集するときに、複数選択リストが Salesforce Classic と同様に動作するように
なりました。
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Lightning コンソールアプリケーション: カスタマイズ可能なタブ、カスタマイズ可能なナビゲーション項目、
追加 API、Visualforce の上書き
カスタマイズ可能なタブタイトル、タブアイコン、ナビゲーション項目で独自のコンソールを作成します。
Lightning コンソール JavaScript API でコンソール URL を生成して開き、ナビゲーション項目を設定できます。
コンソールアプリケーションでの Visualforce の上書きのサポートにより、Salesforce Classic で Visualforce の上書
きを利用できます。
Salesforce アンケート: 必要なデータを収集するためのより詳細な制御
Salesforce アンケートでは、新しい質問種別や関連情報を表示するためのオプションが追加され、参加者の
環境が改善されています。
検索: 関連する結果をリアルタイムで取得、より多くの方法で結果を絞り込み、検索
操作しているオブジェクトが検索結果内ですぐに見つかります。より多くの方法と場所で検索結果を絞り
込みます。新しいオブジェクトを検索できます。
タイムアウトした後の保存されていないテキストの復元
無効な時間が長すぎたときや接続が失われたときに Lightning Experience セッションが中断されることがあり
ます。以前は、どのようにセッションが終了しても、同じタイムアウトメッセージが表示されていました
が、それぞれの状況に応じたメッセージがポップアップされ、保存されていないテキストの復元方法が表
示されるようになりました。
18 か月後に削除される項目履歴管理データ
Salesforce では、最大 18 か月の項目履歴データの保持が保証されています。データの高可用性を確保し、顧
客の急増するデータニーズに対応するために、これまで 18 か月の保持ポリシーが適用されていませんでし
た。Winter '19 リリース以降、18 か月を超えて項目履歴が保持されなくなります。項目履歴の保持期間を延
長するには、項目監査履歴アドオンを購入します。
IE9 および IE10 のサポート終了
Internet Explorer (IE) 9 および 10 のサポートは 2019 年 4 月 5 日をもって終了します。Chrome、Firefox、Safari、
Edge、IE 11 などのサポート対象ブラウザに移行することをお勧めします。2019 年 4 月 5 日以降も、IE9 およ
び IE10 を使用して Salesforce Classic と Salesforce タブ + Visualforce コミュニティにアクセスできます。ただし、
これらのブラウザで発生する問題に対して Salesforce からサポートが提供されることはなくなります。
Cisco Spark から Cisco Webex Teams への名称変更
Cisco Webex Teams™ for Salesforce は、新しい Cisco Webex (旧称 Cisco Spark) ブランドを反映しています。アプリケー
ションとヘルプでこの新しい名前とアイコンを探してください。

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。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの
モバイルアプリケーションに適用されます。
理由: 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には、次のようなものがあ
ります。
• 一般データ保護規則 (GDPR)、EU
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• 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
方法: 「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。

Lightning Experience の採用: 新しい Salesforce の認知および採用の手
段の増加
組織の Lightning Experience への完全移行はまだ道半ばです。どうすればユーザが新しい Salesforce を活用してく
れるでしょうか? ユーザが Lightning Experience に初めてログインするときに新しい歓迎メッセージと共に必要な
リソースを提供します。ユーザが Salesforce Classic に再度切り替えることを選択したときにフィードバックフォー
ムを使用して潜在的な問題を把握します。または、戻る機能を削除して、組織全体で Lightning Experience を使
用し続けるようにします。通常どおり、Lightning Experience 準備状況チェックを実行して、変更による Salesforce

実装への影響を確認します。

このセクションの内容:

新規 Lightning Experience ユーザ用の歓迎メッセージのロールアウト
初めて Lightning Experience にログインするユーザには、すばやく利用を開始するための有益なリソースが提
供されます。コンテンツをカスタマイズして、ユーザが必要なリソースに対象を絞って紹介できます。
ユーザが Salesforce Classic に戻る理由の把握
ソースに移動してユーザが Lightning Experience を採用しない理由を明らかにします。ユーザが Salesforce Classic

に再度切り替えるときにフォームでユーザにフィードバックの入力を求めます。その回答を使用して、生
産性機能に関する情報をユーザに提供したり、組織のカスタマイズを調整したりします。
ユーザが Lightning Experience を使用し続けるようにするための方法
組織で Lightning Experience を採用する準備が整っていますか? Salesforce Classic に切り替える機能を削除して、
Lightning Experience 権限を持つすべてのユーザが新しいインターフェースを使用し続けるようにします。
Lightning Experience への移行時に簡単に移行できるアクションおよびボタン (ベータ)

すべての Salesforce Classic アクションおよびボタンを Lightning Experience に移行する時間がありませんか? 最新
の Lightning Experience 設定コンバータ機能では、わかりやすい簡単なウィザードでこの作業を行うことがで
きます。作業するオブジェクトとページレイアウトを選択すれば、Salesforce によって負荷の高い移行が行
われます。Summer '18 で正式リリースされた Lightning Experience 設定コンバータが強化されました。ページ
レイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションのカスタムアクション、標
準アクション、グローバルアクションを [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] セクショ
ンに簡単に移行できます。また、その過程で適切なモバイルアクションが追加され、カスタムボタンと標
準ボタンが移行されます。
Lightning Experience 設定コンバータの JavaScript ボタンの機能強化
JavaScript ボタンをより円滑に変換できるように、Lightning Experience 設定コンバータが更新されました。サ
ポートされるオブジェクト数が増え、設定インターフェースが簡易化され、詳細ページリンクはボタンで
はなくリンクに変換されます。
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準備状況レポートを Lightning Experience へのガイドにする
準備状況チェックを実行して、評価する機能について Lightning Experience の最新情報を入手できます。Winter

'19 の特徴として、Lightning Experience 設定コンバータと Visualforce レポートへの直接リンクなどが挙げられま
す。また、ページレイアウトと [私のドメイン] に参照項目数に関する新しいセクションが追加されました。
さらに、ROI に関する情報が更新されました。
Lightning 利用状況アプリケーションでのブラウザごとのページパフォーマンスやその他の新しい総計値の
表示
Lightning 利用状況アプリケーションでより多くの総計値 (ブラウザごとのページパフォーマンスなど) を表示
できるようになりました。また、Lightning 利用状況アプリケーションオブジェクトを使用してレポートを
生成することもできます。

新規 Lightning Experience ユーザ用の歓迎メッセージのロールアウト
初めて Lightning Experience にログインするユーザには、すばやく利用を開始するための有益なリソースが提供
されます。コンテンツをカスタマイズして、ユーザが必要なリソースに対象を絞って紹介できます。
対象:この機能は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
時期: 歓迎情報を無効化またはカスタマイズする機能は、2018 年 8 月 16 日に使用できるようになりました。歓
迎メッセージは、2018 年 8 月末に Lightning Experience に初めてログインするユーザに表示されます。
対象ユーザ: 歓迎メッセージは、Lightning Experience が有効になっているユーザにのみ、最初のログイン時に表
示されます。
理由: ユーザが短時間で準備して、Lightning Experience のすべての生産性の利点を得られるようにします。ユー
ザは、いつでも任意のページのヘルプメニューから [Lightning Experience にようこそ] を選択して、有益なリ
ソースにアクセスすることもできます。
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ユーザが初めて Lightning Experience にログインするときに表示される歓迎メッセージと、Salesforce Classic から
Lightning Experience に自動的に切り替わるときに表示される歓迎メッセージは異なります。カスタムコンテンツ
を使用する場合、両方の歓迎メッセージ種別が更新されます。歓迎メッセージのコンテンツを個別にカスタマ
イズするには、パラメータを使用します。
方法: Lightning Experience の [設定] から、[クイック検索] ボックスに「オンボーディング」と入力し、[オンボー
ディング & アシスタンス] を選択します。[Lightning Experience の歓迎メッセージ] セクションを見つけます。
歓迎メッセージが有効になっていて、Salesforce によって作成されたデフォルトのリソースが表示されていま
す。カスタム歓迎メッセージを表示するには、更新する前に CSP 信頼済みサイトを作成します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience の歓迎メッセージ (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)

ユーザが Salesforce Classic に戻る理由の把握
ソースに移動してユーザが Lightning Experience を採用しない理由を明らかにします。ユーザが Salesforce Classic に
再度切り替えるときにフォームでユーザにフィードバックの入力を求めます。その回答を使用して、生産性機
能に関する情報をユーザに提供したり、組織のカスタマイズを調整したりします。
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対象:この機能は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition の Lightning Experience に適用されます。Chatter が有効になっている必要があります。
対象: フィードバックフォームは、2018 年 8 月後半に使用できるようになりました。
理由: フィードバックフォームは、ユーザが Salesforce Classic に切り替えるときに表示されます。デフォルトの
フィードバック質問をそのまま使用するか、独自の質問を作成します。フォームの表示頻度と、フィードバッ
クを保存する公開 Chatter グループを選択します。
ユーザが書き込んだ理由は、選択した公開 Chatter グループに投稿されます。フィードバックは、公開グループ
で共有される形式でユーザに通知されます。公開グループでは、誰もが会話に貢献でき、他のよくある質問を
参照できます。ユーザによるフィードバックの入力は、Salesforce Classic に戻る前に求められることはありませ
ん。

方法: Lightning Experience の [設定] から、[クイック検索] ボックスに「オンボーディング」と入力し、[オンボー
ディング & アシスタンス] を選択します。[Salesforce Classic に切り替えるユーザのフィードバックフォーム] で
機能を有効にします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Salesforce Classic に切り替えるユーザのフィードバックフォーム (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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ユーザが Lightning Experience を使用し続けるようにするための方法
組織で Lightning Experience を採用する準備が整っていますか? Salesforce Classic に切り替える機能を削除して、
Lightning Experience 権限を持つすべてのユーザが新しいインターフェースを使用し続けるようにします。
対象: この機能は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の
Lightning Experience に適用されます。
方法: Lightning Experience の [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Lightning」と入力し、[Lightning Experience]

を選択します。Lightning Experience 移行アシスタントの [ユーザを設定] タブで、[Lightning Experience でのみ
Lightning Experience ユーザを保持] をオンにします。この機能がリリースされた後に作成された新しい組織の
場合、この設定はデフォルトにオンになり、スイッチャが削除されます。既存の組織の場合、この機能はデ
フォルトでオフになります。
両方のインターフェースにアクセスする必要があるユーザがいる場合、代わりに [Salesforce Classic に切り替え
るオプションを非表示] 権限を使用します。組織にカスタムプロファイルが含まれない場合は、この設定を使
用できません。代わりに [Salesforce Classic に切り替えるオプションを非表示] 権限を使用します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience を唯一の環境にする (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 への移行時に簡単に移行できるアクションおよびボタン
(ベータ)
すべての Salesforce Classic アクションおよびボタンを Lightning Experience に移行する時間がありませんか? 最新の
Lightning Experience 設定コンバータ機能では、わかりやすい簡単なウィザードでこの作業を行うことができま
す。作業するオブジェクトとページレイアウトを選択すれば、Salesforce によって負荷の高い移行が行われま
す。Summer '18 で正式リリースされた Lightning Experience 設定コンバータが強化されました。ページレイアウト
の [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションのカスタムアクション、標準アクション、
グローバルアクションを [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] セクションに簡単に移行で
きます。また、その過程で適切なモバイルアクションが追加され、カスタムボタンと標準ボタンが移行されま
す。

重要:  Lightning Experience 設定コンバータのアクションおよびボタン機能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。自身
の独自の決定権でこの機能を使用し、現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて購入を
ご決定ください。Salesforce 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しませ
ん。また、いかなる時点でもこの機能を終了できるものとします。この機能は、評価目的のみで、本番
での使用を目的にしたものではありません。この機能は、そのままの状態で提供され、サポートされて
おらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任も負
いません。すべての制約、Salesforce の権利の保留、本サービスに関する義務、および関連する Salesforce 以
外のアプリケーションならびにコンテンツの条件は、この機能の使用に等しく適用されます。アクショ
ンおよびボタンについてのフィードバックと提案は、Lightning Exp Configuration Converter Trailblazer Community

からお寄せください。
対象: この機能は、すべてのエディションの Lightning Experience で使用できます。
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対象ユーザ: このツールを使用するには、「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」ユーザ権限を持っている必要があります。
方法: Lightning Experience 設定コンバータは、Salesforce の外部にあるスタンドアロンツールです。まず Sandbox 組
織または開発者組織で実行してから、変更を本番組織に移行することをお勧めします。使用を開始するには、
https://lightning-configuration.salesforce.com/ にアクセスし、組織のログイン情報でログインします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience 設定コンバータ (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)

Lightning Experience 設定コンバータの JavaScript ボタンの機能強化
JavaScript ボタンをより円滑に変換できるように、Lightning Experience 設定コンバータが更新されました。サポー
トされるオブジェクト数が増え、設定インターフェースが簡易化され、詳細ページリンクはボタンではなくリ
ンクに変換されます。
対象: この機能は、すべてのエディションの Lightning Experience で使用できます。
対象ユーザ: Lightning Experience 設定コンバータの JavaScript ボタン機能を使用するには、「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」ユーザ権限を持ち、組織に [私のドメイン] がリリースされて
いる必要があります。
理由: 取引先、納入商品、ケース、取引先責任者、行動、リード、商談、注文、個人取引先オブジェクト、お
よびすべてのカスタムオブジェクトがサポートされます。更新された [設定] インターフェースで、スキャンす
るオブジェクトを選択します。
詳細ページリンクは、ボタンの代わりにリンクとして変換されるようになりました。
方法: Lightning Experience 設定コンバータは、Salesforce の外部にあるスタンドアロンツールです。まず Sandbox 組
織または開発者組織で実行してから、変更を本番組織に移行することをお勧めします。使用を開始するには、
https://lightning-configuration.salesforce.com/ にアクセスし、組織のログイン情報でログインします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience 設定コンバータ (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)

準備状況レポートを Lightning Experience へのガイドにする
準備状況チェックを実行して、評価する機能について Lightning Experience の最新情報を入手できます。Winter '19

の特徴として、Lightning Experience 設定コンバータと Visualforce レポートへの直接リンクなどが挙げられます。
また、ページレイアウトと [私のドメイン] に参照項目数に関する新しいセクションが追加されました。さら
に、ROI に関する情報が更新されました。
対象: この機能は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の
Lightning Experience、Salesforce Classic、SalesforceA に適用されます。
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方法: [設定] から準備状況チェックを実行します。[移行アシスタント] タイルの [使用を開始する]をクリックし
ます。[準備状況をチェック] タブで、[準備状況をチェック] をクリックします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience 準備状況のチェック (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)

Lightning 利用状況アプリケーションでのブラウザごとのページパフォーマンス
やその他の新しい総計値の表示
Lightning 利用状況アプリケーションでより多くの総計値 (ブラウザごとのページパフォーマンスなど) を表示で
きるようになりました。また、Lightning 利用状況アプリケーションオブジェクトを使用してレポートを生成す
ることもできます。
対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

の Lightning Experience に適用されます。Lightning 利用状況アプリケーションは、Sandbox 組織では使用できませ
ん。
方法: 関連データを表示するタブを選択します。利用状況データは時間と共に増えていかないと表示されない
ため、アプリケーションの初回起動には一部のグラフにデータが入力されていません。
• 切り替えが発生した上位 10 件のページを表示するには、[Classic への切り替え数]をクリックして、[ページ]

ペインまでスクロールします。

• ブラウザごとのページパフォーマンスを表示するには、[ブラウザ]をクリックします。[パフォーマンス] ペ
インには、過去 3 か月と過去 7 日のブラウザごとのページの読み込み時間が表示されます。
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ページの読み込み時間 (体験ページ時間 (EPT)) は、ユーザがページで意味のある操作をできるようになるま
でのページの読み込み時間を表す基準です。EPT は、「critical-path」または「time-to-interaction」に相当しま
す。EPT は多くのパラメータ (ネットワーク速度、ハードウェアパフォーマンス、ページの複雑さ、コンポー
ネントの数など) の影響を受けます。ページの複雑さは、サーバまたはデータベースへの要求数や、ダウン
ロードデータ量です。通常、複雑なページでは EPT 値が高くなります (読み込み時間が長くなる)。

• Lightning Experience の最多参照ページのパフォーマンスを表示するには、[ページ] をクリックします。[パ
フォーマンス] ペインには、最多参照ページの読み込み時間や、過去 30 日の選択したページの読み込み時
間が表示されます。初めて Lightning 利用状況アプリケーションを起動する場合、[単一ページパフォーマン
ス] ペインには、現在の日付のデータが表示されます。その他の日付のデータは、日数が増えていくにつれ
て表示されます。
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• カスタムレポートを作成するには、Lightning 利用状況アプリケーションオブジェクトを使用します。『SOAP

API 開発者ガイド』にある「標準オブジェクト」の LightningExitByPageMetrics、
LightningToggleMetrics、LightningUsageByAppTypeMetrics、
LightningUsageByBrowserMetrics、LightningUsageByFlexiPageMetrics、
LightningUsageByPageMetrics を参照してください。

表示密度設定を使用したビューの変更
2 つの新しい Lightning Experience 表示密度設定により、ページレイアウトを変更せずに、データの表示方法をよ
り詳細に制御できます。いずれかの設定をデフォルトとして選択しますが、ユーザはいつでもユーザプロファ
イルメニューから独自の表示密度を選択できます。
対象:この機能は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。密度の変更は、コミュニティまたは Salesforce モ
バイルアプリケーションには適用されません。
理由: [コンパクト] 設定は、項目の左側に表示ラベルがあって、ページの要素間のスペースが狭くなっており、
ページに表示される項目が 30% 増えます。
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[カンファタブル] は、項目の上に表示ラベルがあって、ページ要素間のスペースが広くなっています。これ
は、以前のバージョンの Lightning Experience に似ています。
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どちらの設定にも、W3C の WCAG 2.0 AA (Web アクセシビリティの業界標準) の色のコントラスト要件を超える暗
いテキストの色が含まれます。既存の組織では、デフォルトとして [カンファタブル] が設定されます。Winter

'19 のリリース後に作成された新しい組織は、デフォルトで [コンパクト] に設定される可能性があります。
Salesforce は、今後のリリースで引き続き環境を改善し、より多くのページ要素に拡大していきます。
方法: Lightning Experience の [設定] から、[クイック検索] ボックスに「密度設定」と入力し、[密度設定] を選択し
ます。ユーザがプロファイルメニューから変更しない限り、組織のデフォルト設定が適用されます。ユーザの
表示密度設定は上書きできません。
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Salesforce により、アプリケーション内ヘルプですべての Lightning Experience ユーザに新しい設定が通知されま
す。

関連トピック:

ユーザインターフェースの密度の変更
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience の表示のパーソナライズ (リリースプレビューの時点で内容が刷新された
り、使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でのプロファイルおよび個人設定の検索 (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: ユーザインターフェースの設定 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不
能になる可能性があります)

コピーして貼り付ける手間を省くクイックテキストの導入
コンテンツをコピーして貼り付けることは、時間のかかる面倒な作業です。クイックテキストを使用すれば、
すばやく簡単に定義済みのメッセージをメール、ToDo、行動、チャットなどに挿入できます。クイックテキス
トを使いやすくするために、より多くの方法でクイックテキストを挿入できるようになりました。キーボード
ショートカット、リッチテキストエディタ (メールパブリッシャーなど) のツールバーのボタン、サポートされ
ているテキスト項目の横にあるポップアップボタンを使用します。
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対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

フォルダでのマクロとクイックテキストの共有および整理
ワンクリック — ボタン 1 つでメールにクイックテキストを挿入
ToDo と行動でのクイックテキストの使用
ナレッジ記事でのクイックテキストの使用
ボタンを使用したチャットへのクイックテキストの挿入
ポップアップボタンによりクイックテキストを常に意識

複数のリード、ケース、カスタムオブジェクトへの新規所有者の一
括割り当て
[所有者の変更] ページレベルボタンを使用して、最大 200 件の選択したリード、ケース、カスタムオブジェク
トに新規所有者を割り当てます。標準テーブルモードのリストビューや関連リスト、または [関連リストのク
イックリンク] でページレベルのアクションメニューのボタンにアクセスできます。
対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

の Lightning Experience に適用されます。この機能は、Lightning コミュニティで使用できます。
方法: 最大 200 レコードを選択し、ページレベルのアクションメニューの [所有者の変更] をクリックします。

ページレイアウトに応じて、ページレベルのアクションメニューの をクリックして [所有者の変更] をク
リックします。
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[所有者の変更] ダイアログボックスで、新規所有者名を入力し、必要に応じて [メール通知の送信]を選択して
[送信] をクリックします。所有者を変更するには、選択したレコードの「編集」権限が必要です。

リストビュー検索による必要なデータの迅速な検索
新しい検索バーを使用して、リストビューの項目データを検索し、必要なレコードをすばやく見つけます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、および Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: リストビューの検索バーは、[リストビューコントロール] アイコンの横に表示されます。クエリを入力
して使用を開始します。生産性を向上させるために、g+f のキーボードショートカットを使用して検索バーを
選択します。また、Lightning アプリケーションビルダーで検索バーをリストビューコンポーネントに追加する
こともできます。

メモ: 特定の項目は検索できません。それらの項目は、代わりに絞り込んだり、並び替えたりします。検
索バーは、特定の列が表示されていなくても、リストの全レコードの該当するすべての項目を対象に機
能します。[最近参照したデータ] リストの検索では、結果は最近参照した順序で表示されません。

リストビューの共有による簡単なコラボレーション
チームと共有したいと考えている素晴らしい一連の検索条件が含まれているリストビューや、一部のユーザに
のみアクセスを許可したいと考えているリストビューはありませんか? リストビューを組織のユーザグループ
と共有して、コラボレーションを新たなレベルに引き上げます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、および Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: 公開リストビューを共有するには、「公開リストビューの管理」権限が必要です。カスタムリス
トビューを共有するには、「リストビューの作成およびカスタマイズ」権限が必要です。
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方法: [リストビューコントロール] メニューから [共有設定] を選択して、リストビューを共有します。そこか
ら、組織のロールを検索して、リストビューを共有するグループを見つけることができます。

バックグラウンドユーティリティ項目を使用した Lightning アプリケー
ションへの機能の追加
バックグラウンドユーティリティ項目は、ユーティリティバーに表示されるエントリなしで実行されます。こ
れは、ユーザの画面が乱雑になることなく目立たずに Lightning アプリケーションに機能を追加する方法です。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。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 アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
理由: 標準ナビゲーションおよびコンソールナビゲーションアプリケーションで、非表示でコードを実行する
バックグラウンドユーティリティ項目を作成および追加できます。
バックグラウンドユーティリティ項目を使用すれば、次のような操作を実行できます。
• カスタムキーボードショートカットを追加する
• サービスエージェントまたは営業担当が顧客とのやりとりに時間を費やす方法についてのデータをキャプ

チャする
• コンソールタブの制限を適用する
• チャット通知などのイベントをリスンしてユーザに通知する
方法: lightning:backgroundUtilityItem インターフェースを実装して、カスタムコンポーネントをバッ
クグラウンドユーティリティ項目として使用します。
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Optimizer を使用した Salesforce 実装の改善
Salesforce Optimizer を実行して、会社が特定の Salesforce 機能をどのように使用しているかを判断し、会社の実装
を改善できる方法を特定します。[Record Pages (レコードページ)] セクションに [Disable Debug Mode (デバッグモー
ドを無効化)] および [Details (詳細)] タブが追加され、人気の Success リソースが更新されました。
対象: この機能は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の
Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「オプティマイザ」と入力し、[オプティマイザ] を選択します。
[レポート実行]を選択します。オプティマイザを毎月継続して実行し、進行状況を監視してレポートの機能強
化を最大限に活用します。

Lightning Experience で簡単に複数選択リストを使用
Lightning Experience でレコードを編集するときに、複数選択リストが Salesforce Classic と同様に動作するようにな
りました。
対象: この機能は、すべてのエディションの Lightning Experience に適用されます。
理由: 以前は、Lightning Experience での複数選択リストの値の選択は、新しい値を選択したときに古い値が選択
解除されていたため面倒でした。新しい設計では、古い値が 2 つ目のリストで保持されます。
方法: 更新するレコードに移動します。レコード編集ページで、複数選択リスト型を使用する項目にはデュエ
ル選択リスト (デュアルリストボックスとも呼ばれる) が表示されるようになりました。複数選択リストで使用
できるいくつかのマウスとキーボードのショートカットを次に示します。
• 1 つの値を選択するには、その値をクリックするか、キーボードの上矢印または下矢印キーを使用します。
• 値を選択解除するには、Cmd キーを押しながらクリックします。
• 複数の値を選択するには、1 つの値をクリックし、後続の値を Cmd キーを押しながらクリックします。
• メモ:  Windows のキーボードでは、Cmd の代わりに Ctrl を使用します。

選択内容を保持するには、右矢印をクリックして選択内容を 2 つ目のリストに移動してから、レコードを保存
する必要があります。2 つ目のリストから値を選択して左矢印をクリックすると、その値が破棄され、保存さ
れなくなります。

77

Optimizer を使用した Salesforce 実装の改善Salesforce Winter '19 リリースノート



Lightning コンソールアプリケーション: カスタマイズ可能なタブ、カ
スタマイズ可能なナビゲーション項目、追加 API、Visualforce の上書
き
カスタマイズ可能なタブタイトル、タブアイコン、ナビゲーション項目で独自のコンソールを作成します。
Lightning コンソール JavaScript API でコンソール URL を生成して開き、ナビゲーション項目を設定できます。コン
ソールアプリケーションでの Visualforce の上書きのサポートにより、Salesforce Classic で Visualforce の上書きを利
用できます。

メモ: Lightning コンソールアプリケーションは、まだ Salesforce Classic コンソールアプリケーションと完全
に同じ機能を使用できるわけではありません。たとえば、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。

このセクションの内容:

すべてのタブを閉じるキーボードショートカットで白紙の状態から開始
覚えられないほど多くのタブがありますか? ワークスペースをすばやく簡単にクリーンアップする方法をお
探しですか? Shift+w キーボードショートカットを使用して、固定されていないすべてのタブを一度に閉じる
ことができます。
Lightning コンソールでの外部オブジェクトのサポート
外部オブジェクトは、組織外に保存されているデータに対応付けられます。外部オブジェクトのタブタイ
トルは、その名前項目に基づきます。
コンソールアプリケーションの Visualforce の上書き
Salesforce Classic ですでに使用している Visualforce コードを Lightning コンソールアプリケーションで利用でき
ます。新規、編集、表示、タブ、リスト、コピーに対する Visualforce の上書きが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。
デフォルトでナビゲーション項目はワークステーションタブで開かない
ナビゲーション項目は、Ctrl キーまたは Cmd キーを押しながらクリックして開く場合を除き、ワークスペー
スタブでは開かなくなりました。ナビゲーション項目にアクセスするには、ナビゲーションバー自体をク
リックします。この変更により、すべてのナビゲーション項目を開いたときの動作が一貫します。以前は、
一部のナビゲーション項目はワークスペースタブで開き、その他はタブなしで開いていました。
Lightning コンソール JavaScript API でコンソール URL を生成してナビゲーション項目を設定
Lightning コンソール JavaScript API に generateConsoleUrl()、openConsoleUrl()、
setSelectedNavigationItem()メソッドが新規追加され、Salesforce コンソールインテグレーションツー
ルキット JavaScript API とのいくつかのギャップが埋まりました。
ナビゲーション項目のパーソナライズによるワークフローの合理化
ナビゲーションバーの項目を追加および再配置して、上位の移動先にすばやくアクセスします。
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カスタマイズ可能なワークスペースタブのタイルとアイコンを使用した直観的なワークスペースの作成
ワークスペースタブのタイルとアイコンをカスタマイズして、完全に独自のワークスペースを作成します。
繰り返しアクセスするワークスペースタブがありますか? 一意のタイトルとアイコンを指定すれば一目で見
つけることができます。固定タブのアイコンをカスタマイズすることもできます。

関連トピック:

Salesforce コンソール API

バックグラウンドユーティリティ項目を使用した Lightning アプリケーションへの機能の追加
Salesforce Classic コンソールアプリケーションから Lightning Experience への直接切り換え
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)

すべてのタブを閉じるキーボードショートカットで白紙の状態から開始
覚えられないほど多くのタブがありますか? ワークスペースをすばやく簡単にクリーンアップする方法をお探
しですか? Shift+w キーボードショートカットを使用して、固定されていないすべてのタブを一度に閉じること
ができます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。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 アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。

Lightning コンソールでの外部オブジェクトのサポート
外部オブジェクトは、組織外に保存されているデータに対応付けられます。外部オブジェクトのタブタイトル
は、その名前項目に基づきます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。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 アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。

コンソールアプリケーションの Visualforce の上書き
Salesforce Classic ですでに使用している Visualforce コードを Lightning コンソールアプリケーションで利用できま
す。新規、編集、表示、タブ、リスト、コピーに対する Visualforce の上書きが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。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。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 アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
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デフォルトでナビゲーション項目はワークステーションタブで開かない
ナビゲーション項目は、Ctrl キーまたは Cmd キーを押しながらクリックして開く場合を除き、ワークスペース
タブでは開かなくなりました。ナビゲーション項目にアクセスするには、ナビゲーションバー自体をクリック
します。この変更により、すべてのナビゲーション項目を開いたときの動作が一貫します。以前は、一部のナ
ビゲーション項目はワークスペースタブで開き、その他はタブなしで開いていました。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。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 アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
理由: 最初のアニメーションは以前のナビゲーション動作を示し、2 番目は新しい動作を示しています。[ホー
ム] ページはワークスペースタブでは開かなくなっています。
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Lightning コンソール JavaScript API でコンソール URL を生成してナビゲーショ
ン項目を設定
Lightning コンソール JavaScript API に generateConsoleUrl()、openConsoleUrl()、
setSelectedNavigationItem() メソッドが新規追加され、Salesforce コンソールインテグレーションツール
キット JavaScript API とのいくつかのギャップが埋まりました。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。特定の製品の Salesforce Platform ユーザライセンスを所有
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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 アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。

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

ナビゲーション項目のパーソナライズによるワークフローの合理化
ナビゲーションバーの項目を追加および再配置して、上位の移動先にすばやくアクセスします。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。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 アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
方法: ナビゲーションバーで [編集] をクリックして開始します。ナビゲーション項目をドラッグして並び替え
るか、項目が表示されていない場合は [さらに項目を追加] をクリックします。

82

Lightning コンソールアプリケーション: カスタマイズ可
能なタブ、カスタマイズ可能なナビゲーション項目、追

加 API、Visualforce の上書き

Salesforce Winter '19 リリースノート

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.216.0.api_console.meta/api_console/sforce_api_console_lightning_generateConsoleUrl.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.216.0.api_console.meta/api_console/sforce_api_console_lightning_generateConsoleUrl.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.216.0.api_console.meta/api_console/sforce_api_console_lightning_openConsoleUrl.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.216.0.api_console.meta/api_console/sforce_api_console_lightning_openConsoleUrl.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.216.0.api_console.meta/api_console/sforce_api_console_lightning_setSelectedNavigationItem.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.216.0.api_console.meta/api_console/sforce_api_console_lightning_setSelectedNavigationItem.htm


カスタマイズ可能なワークスペースタブのタイルとアイコンを使用した直観的
なワークスペースの作成
ワークスペースタブのタイルとアイコンをカスタマイズして、完全に独自のワークスペースを作成します。繰
り返しアクセスするワークスペースタブがありますか? 一意のタイトルとアイコンを指定すれば一目で見つけ
ることができます。固定タブのアイコンをカスタマイズすることもできます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。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 アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
方法: ワークスペースタブのドロップダウンメニューを開き、[タブのカスタマイズ] をクリックします。そこ
から、タブの名前とアイコンを変更できます。

Salesforce アンケート: 必要なデータを収集するためのより詳細な制
御
Salesforce アンケートでは、新しい質問種別や関連情報を表示するためのオプションが追加され、参加者の環境
が改善されています。

このセクションの内容:

新しい質問種別を使用した特殊なデータの収集
3 つの新しい質問種別 (CSAT、スライダ、選択リスト) を利用して、参加者からデータを収集します。CSAT の
質問では、参加者はオプションのリストから顧客満足度スコアを選択できます。スライダの質問では、参
加者はスライドスケールで値を選択できます。選択リストの質問では、参加者はオプションの定義済みリ
ストから値を選択できます。
アンケートページへの複数の質問の追加
1 つのページに複数の質問を追加して、参加者がアンケート間をすばやく移動できるようにします。
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アンケートへの招待の状況と回答の表示
アンケートへの招待のレコードでアンケートへの招待に関連する有益な情報を表示できるようになりまし
た。参加者がアンケートを開いたり、開始したり、完了したりしたかどうかを確認します。参加者がアン
ケートを完了したら、[アンケートへの招待] 関連リストから直接回答を確認します。これらの改善により、
複雑なレポートを構築したり、API にアクセスしたりせずにコンテキストのアンケートデータを取得できま
す。
必須ではなくなった取引先責任者のアンケート回答時の認証
参加者は、組織の取引先責任者レコードに関連付けられていれば、ログインしなくてもアンケートに回答
できるようになりました。この変更は、参加者が Salesforce アカウントでログインする必要があるアンケー
トに適用されます。
質問のプロパティメニューの新しいホーム
質問のプロパティメニューがアンケートページの右下隅から各アンケートの質問の右上隅に移動しました。
サポートされなくなった有効なアンケートの編集
以前は、アンケート作成者は参加者に送信した後でもアンケートを変更することができました。このよう
な変更が原因で、参加者のデータの不整合や使いやすさの問題がたびたび発生していました。参加者やデー
タサイエンティストのストレスを軽減するために、有効なアンケートの編集はサポートされなくなりまし
た。
Financial Services Cloud の Salesforce アンケートを使用した銀行の顧客のデータ収集
Salesforce アンケートが Financial Services Cloud で使用できるようになりました。ユーザは、銀行および金融サー
ビスの顧客からインサイトを収集する素晴らしいアンケートを作成できます。Financial Services Cloud ユーザ
は、ユーザに割り当てることができる 5 つの Survey Creator ライセンスを自動的に取得します。
アンケートの一時停止と再開
参加者は、アンケートを一時停止し、後で停止時点まで戻って完了できます。

新しい質問種別を使用した特殊なデータの収集
3 つの新しい質問種別 (CSAT、スライダ、選択リスト) を利用して、参加者からデータを収集します。CSAT の質
問では、参加者はオプションのリストから顧客満足度スコアを選択できます。スライダの質問では、参加者は
スライドスケールで値を選択できます。選択リストの質問では、参加者はオプションの定義済みリストから値
を選択できます。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Developer Edition、
Unlimited Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
方法: アンケートビルダーで、ページを追加して [質問を追加] をクリックします。リストからこれらの質問種
別のいずれかを選択します。

アンケートページへの複数の質問の追加
1 つのページに複数の質問を追加して、参加者がアンケート間をすばやく移動できるようにします。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Developer Edition、
Unlimited Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
対象ユーザ: Survey Creator ライセンスを割り当てられているユーザのみがアンケートを作成できます。
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方法: アンケートビルダーで、ページを追加します。[質問を追加] をクリックし、任意の数の質問をそのペー
ジに追加します。

アンケートへの招待の状況と回答の表示
アンケートへの招待のレコードでアンケートへの招待に関連する有益な情報を表示できるようになりました。
参加者がアンケートを開いたり、開始したり、完了したりしたかどうかを確認します。参加者がアンケートを
完了したら、[アンケートへの招待] 関連リストから直接回答を確認します。これらの改善により、複雑なレ
ポートを構築したり、API にアクセスしたりせずにコンテキストのアンケートデータを取得できます。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Developer Edition、
Unlimited Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
方法: アンケートレコードページで、[関連] をクリックして、アンケートの招待を表示します。

• アンケートの状況を表示するには、アンケートへの招待の名前をクリックします。回答の状況は、[詳細]

ページにリストされます。
• 参加者のアンケートへの回答を表示するには、招待の横にある  > [回答を表示]をクリックします。
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必須ではなくなった取引先責任者のアンケート回答時の認証
参加者は、組織の取引先責任者レコードに関連付けられていれば、ログインしなくてもアンケートに回答でき
るようになりました。この変更は、参加者が Salesforce アカウントでログインする必要があるアンケートに適用
されます。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Developer Edition、
Unlimited Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。

質問のプロパティメニューの新しいホーム
質問のプロパティメニューがアンケートページの右下隅から各アンケートの質問の右上隅に移動しました。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Developer Edition、
Unlimited Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
方法: 質問をアンケートページに追加する場合、質問の横にある をクリックして、そのプロパティを変更
します。

サポートされなくなった有効なアンケートの編集
以前は、アンケート作成者は参加者に送信した後でもアンケートを変更することができました。このような変
更が原因で、参加者のデータの不整合や使いやすさの問題がたびたび発生していました。参加者やデータサイ
エンティストのストレスを軽減するために、有効なアンケートの編集はサポートされなくなりました。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Developer Edition、
Unlimited Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。

Financial Services Cloud の Salesforce アンケートを使用した銀行の顧客のデータ
収集
Salesforce アンケートが Financial Services Cloud で使用できるようになりました。ユーザは、銀行および金融サービ
スの顧客からインサイトを収集する素晴らしいアンケートを作成できます。Financial Services Cloud ユーザは、
ユーザに割り当てることができる 5 つの Survey Creator ライセンスを自動的に取得します。
対象: この変更は、Salesforce の Financial Services Cloud を使用しているすべてのユーザに適用されます。
対象ユーザ: Survey Creator ライセンスを割り当てられているユーザのみがアンケートを作成できます。
方法: Financial Services Cloud の Salesforce アンケートを設定するには、Salesforce ヘルプを参照してください。Salesforce

アンケートがどのように顧客に役立つのかについての詳細は、Financial Services Cloud リリースノートを参照して
ください。

アンケートの一時停止と再開
参加者は、アンケートを一時停止し、後で停止時点まで戻って完了できます。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Developer Edition、
Unlimited Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
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方法:アンケートを作成する場合、参加者がアンケートに回答する前に認証する必要があることを確認します。
アンケートの一時停止は、認証が必要なアンケートでのみサポートされています。

検索: 関連する結果をリアルタイムで取得、より多くの方法で結果を
絞り込み、検索
操作しているオブジェクトが検索結果内ですぐに見つかります。より多くの方法と場所で検索結果を絞り込み
ます。新しいオブジェクトを検索できます。

このセクションの内容:

より関連性の高い検索結果をすぐに取得
操作しているオブジェクトが検索結果ですぐに優先されるようになりました。つまり、新しいユーザや、
ロールを変更しているユーザは、検索時に何が最も重要かを確認するために操作の履歴を構築する必要は
ありません。以前は、ある程度の時間をかけてオブジェクトの操作が蓄積され、そのオブジェクトが検索
結果内で優先されていました。グローバル検索を使用すると、ユーザが開いた、作成した、または更新し
たオブジェクトがすぐに見つかるようになりました。
より多くの場所で検索および結果の絞り込み
検索で得られる結果が多すぎませんか? 検索条件やさらにカスタマイズ可能な検索結果ページを使用して、
目的の結果をすばやく見つけてください。リスト内を検索することもできます。
数値範囲での検索結果の絞り込み
数値が重要な場合、検索条件を使用して検索結果をフレーム化します。特定の金額範囲または確率範囲に
入っている商談に的を絞ります。大きなプレゼンテーションを探す場合は、ファイルをサイズで絞り込む
こともできます。
グローバル検索を使用したメッセージングセッションの検索
メッセージングセッションが Lightning Experience の検索可能なオブジェクトになりました。LiveMessage を使
用するサポートエージェントはグローバル検索を使用してメッセージセッションを名前で見つけることが
できます。

より関連性の高い検索結果をすぐに取得
操作しているオブジェクトが検索結果ですぐに優先されるようになりました。つまり、新しいユーザや、ロー
ルを変更しているユーザは、検索時に何が最も重要かを確認するために操作の履歴を構築する必要はありませ
ん。以前は、ある程度の時間をかけてオブジェクトの操作が蓄積され、そのオブジェクトが検索結果内で優先
されていました。グローバル検索を使用すると、ユーザが開いた、作成した、または更新したオブジェクトが
すぐに見つかるようになりました。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience に適用されます。

より多くの場所で検索および結果の絞り込み
検索で得られる結果が多すぎませんか? 検索条件やさらにカスタマイズ可能な検索結果ページを使用して、目
的の結果をすばやく見つけてください。リスト内を検索することもできます。
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対象: 検索の機能強化はさまざまな機能およびさまざまなエディションで利用できます。詳細は、以下のリン
クされたトピックを参照してください。
方法: 新しい検索オプションと絞り込みオプションをナレッジ、コミュニティ、ToDo、リスト、および他のオ
ブジェクトで確認してください。
最も関連性の高いナレッジデータを見つけるためのグローバル検索のカスタマイズ

Lightning Knowledge 項目が検索結果や検索条件オプションに含まれるようにグローバル検索を設定します。
この更新は Lightning Experience に適用されるため、ナレッジサイドバー、[ナレッジ] タブ、[記事] タブ、[記
事の管理] の Salesforce ナレッジ項目は検索結果や検索条件のカスタマイズで使用できません。検索条件を設
定しても、グローバル検索の Lightning Knowledge の高度な検索条件は変更されません。

コミュニティでの検索結果の絞り込み
コミュニティおよびポータルユーザは、検索を絞り込むことができます。コミュニティのユーザは、取引
先、ナレッジ記事、ケース、取引先責任者、ダッシュボード、ファイル、リード、商談、人、ToDo のオブ
ジェクトの検索結果を絞り込むことができるようになりました。

リストビュー検索による必要なデータの迅速な検索
新しい検索バーを使用して、リストビューの項目データを検索し、必要なレコードをすばやく見つけます。

数値範囲での検索結果の絞り込み
数値が重要な場合、検索条件を使用して検索結果をフレーム化します。特定の金額範囲または確率範囲に
入っている商談に的を絞ります。大きなプレゼンテーションを探す場合は、ファイルをサイズで絞り込む
こともできます。

グローバル検索結果を ToDo の件名により絞り込み
営業担当は検索結果を絞り込んで、特定の件名を持つ ToDo を見つけることができます。定義済みの件名を
使用している場合、その件名で絞り込むことで、グループ化作業を容易にすることができます。たとえば、
展示会後に活動リストを作成する場合、営業担当は ToDo 内で「展示会」を検索した後、定義済みの件名内
の定義済みの件名「活動」で絞り込みます。また、この絞り込みは、活動の検索結果レイアウト内の必須
の [件名] 項目に基づくため、追加の設定は必要ありません。件名は検索結果ページに常に表示されるため、
いつでも絞り込むことができます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience での検索結果の絞り込みおよび並び替え (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)

数値範囲での検索結果の絞り込み
数値が重要な場合、検索条件を使用して検索結果をフレーム化します。特定の金額範囲または確率範囲に入っ
ている商談に的を絞ります。大きなプレゼンテーションを探す場合は、ファイルをサイズで絞り込むこともで
きます。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience に適用されます。
理由: たとえば、数値範囲の検索条件を使用して、見込みのある商談のリストを作成し、それらの商談をフォ
ローアップします。検索結果ページのサイドバーで[商談]をクリックし、使用可能な検索条件を確認します。
対象の範囲を入力し、虫眼鏡アイコンをクリックします。
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方法: [設定] から、オブジェクトマネージャで、各オブジェクトの [検索レイアウト] に移動します。ユーザが
絞り込む項目を [検索結果] レイアウトに追加します。暗号化された項目を絞り込むことはできません。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience での検索結果の絞り込みおよび並び替え (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)

グローバル検索を使用したメッセージングセッションの検索
メッセージングセッションが Lightning Experience の検索可能なオブジェクトになりました。LiveMessage を使用す
るサポートエージェントはグローバル検索を使用してメッセージセッションを名前で見つけることができま
す。
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対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

(Service Cloud 付属) の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience のオブジェクトで検索可能な項目 (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)

タイムアウトした後の保存されていないテキストの復元
無効な時間が長すぎたときや接続が失われたときに Lightning Experience セッションが中断されることがありま
す。以前は、どのようにセッションが終了しても、同じタイムアウトメッセージが表示されていましたが、そ
れぞれの状況に応じたメッセージがポップアップされ、保存されていないテキストの復元方法が表示されるよ
うになりました。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience および Salesforce アプリケーションに適用されま
す。
理由:セッションが中断された場合、ページに戻って保存されていないテキスト (Chatter 投稿など) をコピーし、
ログイン中に失われないようにします。

使用するにはすぐにページを更新する必要がある更新が転送される場合があります。以前は、ページの更新が
自動的に行われ、処理中の Chatter 投稿が失われることがありました。今回のリリースで、ページが更新される
前に、ページに戻って未保存のテキストをコピーできるようになりました。

90

タイムアウトした後の保存されていないテキストの復元Salesforce Winter '19 リリースノート

https://help.salesforce.com/articleView?id=search_refine.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=search_refine.htm&language=ja


18 か月後に削除される項目履歴管理データ
Salesforce では、最大 18 か月の項目履歴データの保持が保証されています。データの高可用性を確保し、顧客
の急増するデータニーズに対応するために、これまで 18 か月の保持ポリシーが適用されていませんでした。
Winter '19 リリース以降、18 か月を超えて項目履歴が保持されなくなります。項目履歴の保持期間を延長するに
は、項目監査履歴アドオンを購入します。
対象: このポリシーは、2011 年 6 月以降に作成され、項目監査履歴アドオンを購入していないすべての組織に
適用されます。

メモ: 組織が 2011 年 6 月より前に作成されているか、項目監査履歴アドオンを購入している場合、Salesforce

では 18 か月の制限を超えて項目履歴が保持されます。
方法: Winter '19 リリース後、実施するための 6 か月の猶予期間があります。
• この猶予期間は、Spring '19 リリースで終了します。
• 項目履歴データへのアクセスを保証するには、項目監査履歴アドオンを購入します。項目監査履歴を使用

すると、アーカイブ済みの項目履歴データを、データがアーカイブされた時点から最長 10 年保持するポリ
シーを定義できます。項目監査履歴を購入するには、Salesforce カスタマーサポートにお問い合わせくださ
い。

• queryAll()  API を使用して、猶予期間中に削除された項目履歴を取得し、独自のバックアップを作成しま
す。getDelete()  API を使用して、18 か月の制限の後に Salesforce によって削除されたデータを取得するこ
とはできません。

• 猶予期間中の項目履歴の取得についてサポートが必要な場合は、Salesforce カスタマーサポートにお問い合
わせください。

猶予期間が経過すると、18 か月より前の項目履歴を取得できなくなります。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 項目履歴管理
Salesforce ヘルプ: 項目監査履歴
開発者ガイド: queryAll() API

IE9 および IE10 のサポート終了
Internet Explorer (IE) 9 および 10 のサポートは 2019 年 4 月 5 日をもって終了します。Chrome、Firefox、Safari、Edge、
IE 11 などのサポート対象ブラウザに移行することをお勧めします。2019 年 4 月 5 日以降も、IE9 および IE10 を使
用して Salesforce Classic と Salesforce タブ + Visualforce コミュニティにアクセスできます。ただし、これらのブラウ
ザで発生する問題に対して Salesforce からサポートが提供されることはなくなります。
対象: この変更は、すべてのエディションの Salesforce Classic および Salesforce タブ + Visualforce コミュニティに適
用されます。
理由: これらのブラウザのバージョンは古く、2016 年 1 月 12 日の時点で Microsoft の重要なセキュリティ更新を
受信できなくなっています。この変更により、システム管理者とユーザはセキュリティが強化されたサポート
対象のブラウザを確実に使用してデータにアクセスするようになります。
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Cisco Spark から Cisco Webex Teams への名称変更
Cisco Webex Teams™ for Salesforce は、新しい Cisco Webex (旧称 Cisco Spark) ブランドを反映しています。アプリケー
ションとヘルプでこの新しい名前とアイコンを探してください。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: この機能は、「Cisco Webex Teams の会話」または「Cisco Webex ミーティング」権限 (旧称「Cisco Spark

の会話」および「WebEx ミーティング」権限) を持つ Salesforce システム管理者および Salesforce ユーザが使用で
きます。
理由: Cisco Spark は Cisco Webex Teams (1) および (2) に変更され、Cisco WebEx は Cisco Webex ミーティングに変更され

ました。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Cisco WebEx for Salesforce (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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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。
Winter '19 の Lightning Experience で使用できない機能と新機能
Lightning Experience の新機能と機能強化に関する次のトピックを参照して、ビジネスに不可欠な機能がこの
リリースで制限されたり、使用できなくなったりしていないか確認してください。

このリリースの 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
表示密度設定を使用したビューの変更
コピーして貼り付ける手間を省くクイックテキストの導入
複数のリード、ケース、カスタムオブジェクトへの新規所有者の一括割り当て
リストビュー検索による必要なデータの迅速な検索
リストビューの共有による簡単なコラボレーション
バックグラウンドユーティリティ項目を使用した Lightning アプリケーションへの機能の追加
Optimizer を使用した Salesforce 実装の改善
Lightning Experience で簡単に複数選択リストを使用
Lightning コンソールアプリケーション: カスタマイズ可能なタブ、カスタマイズ可能なナビゲーション項目、追
加 API、Visualforce の上書き
タイムアウトした後の保存されていないテキストの復元
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18 か月後に削除される項目履歴管理データ
Cisco Spark から Cisco Webex Teams への名称変更
Lightning Experience の採用: 新しい Salesforce の認知および採用の手段の増加
新規 Lightning Experience ユーザ用の歓迎メッセージのロールアウト
ユーザが Salesforce Classic に戻る理由の把握
ユーザが Lightning Experience を使用し続けるようにするための方法
Lightning Experience への移行時に簡単に移行できるアクションおよびボタン (ベータ)

Lightning Experience 設定コンバータの JavaScript ボタンの機能強化
準備状況レポートを Lightning Experience へのガイドにする
Lightning 利用状況アプリケーションでのブラウザごとのページパフォーマンスやその他の新しい総計値の表示
Salesforce アンケート
新しい質問種別を使用した特殊なデータの収集
アンケートページへの複数の質問の追加
アンケートへの招待の状況と回答の表示
必須ではなくなった取引先責任者のアンケート回答時の認証
質問のプロパティメニューの新しいホーム
サポートされなくなった有効なアンケートの編集
Financial Services Cloud の Salesforce アンケートを使用した銀行の顧客のデータ収集
アンケートの一時停止と再開
検索
より関連性の高い検索結果をすぐに取得
より多くの場所で検索および結果の絞り込み
数値範囲での検索結果の絞り込み
グローバル検索を使用したメッセージングセッションの検索

Lightning Essentials
アプリケーション内 Trailhead バッジによる学習成果の祝福
Salesforce から離れることなく Essentials サブスクリプションを管理
Sales Essentials

カスタム項目の迅速な作成
トライアルデータの迅速な削除
メールと活動の同期
Service Essentials

ヘルプセンターで顧客が自己解決できるようにする
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Service Essentials での CTI の使用

セールス
Sales Cloud Einstein

Einstein 売上予測: カスタム項目による売上予測モデルの最適化
Einstein 活動キャプチャ: Einstein メールインサイトのさらなる活用、推奨接続への接続
Einstein の準備状況評価: Sandbox での準備状況評価の実行
Einstein リードスコアリング: Einstein リードスコアリングダッシュボードの更新
中核的なセールス機能
コラボレーション売上予測: テリトリー売上予測 (正式リリース)、売上予測の共有 (正式リリース)、機能強化さ
れた売上予測ページ
エンタープライズテリトリー管理: テリトリー別の売上予測 (正式リリース)

取引先: Lightning Experience で複数の取引先チームメンバーをより迅速に追加
キャンペーン: Pardot と Salesforce のキャンペーンメンバーの同期、キャンペーン関連リストの検索条件の迅速な
調整
リード: reCAPTCHA を使用しないリードを却下
商談: 前の商談所有者の編集権限の保持
中核的なセールス機能のその他の変更
生産性機能
Inbox: カスタム Einstein メールインサイトによる関連性の高い提案
メール環境: リストメールおよびアクションの添付ファイル、不達通知、メール追跡、クイックテキスト
メールテンプレート: プライバシーと差し込み項目の改善、テンプレートの添付ファイル、Classic テンプレート
の使用環境の改善
Lightning Dialer: 録音およびコールブリッジ
Einstein 活動キャプチャ: Einstein メールインサイトの改善、推奨接続
活動: クイックアクションの ToDo アラーム、クイックテキスト、活動タイムラインの検索条件の改善
Kanban: 最近参照したデータの可用性、Kanban ビューの検索
カレンダー: 一連の行動、ToDo 条件の追加
Sales Console: カスタマイズされたナビゲーション項目、マクロとクイックテキストの改善
Lightning Data: 一致の選択、使いやすくなった表示ラベル
自動一致が適切でない場合の一致の選択
状況の表示ラベル [該当なし] の変更
一致の信頼性スコアの表示ラベルの変更
住所項目の表示ラベルの変更
Google とのインテグレーション

95

このリリースの Lightning Experience の機能Salesforce Winter '19 リリースノート



Lightning Sync for Google: API によってトリガされた更新の同期、柔軟な同期オプション
Microsoft® とのインテグレーション
Outlook インテグレーション: Office Store での結合されたアドイン、Inbox 機能の正式リリース、テキストショー
トカット
Lightning Sync for Microsoft® Exchange: 一連の行動、API によってトリガされた更新の同期
Salesforce for Outlook: 製品の可用性とバージョン
Salesforce CPQ と Salesforce Billing

Salesforce CPQ: サブスクリプション種別と価格設定オプションの追加、全体に対する割合の商品の価格方式の改
善、Lightning でのデータ入力の削減
Salesforce Billing: 支払ゲートウェイと収益調整の機能強化、複数の請求トランザクションの管理の簡素化、注文
商品の容易なキャンセル
Pardot

Lightning Experience の Pardot を使用して 1 つのプラットフォーム上で営業とマーケティングを連携 (正式リリー
ス)

Salesforce に同期されているオプトアウトされたプロスペクトを容易にオプトイン

サービス
設定フロー: サービスを次のレベルへ
Einstein ボット
自動起動フローによるボットの大幅強化 — コーディング不要
簡単により深く Einstein ボットセッションを分析
スロットから名前変更された変数を使用してさまざまな方法でボットの質問要素を定義
すべてのボットバージョンで統合インテントセットを使用してボットをより容易にトレーニング
データローダで顧客の入力を追加してインテントをすばやく構築
Einstein Intent セットで顧客をよりすばやく理解 — Einstein ボットでリテラル一致をサポート
チャネル
LiveMessage: テキストメッセージと Facebook Messenger のサポートの正式リリース
ヘルプセンター: 簡単なセルフサービス
CTI: Service Essentials でのコールセンター、より柔軟なソフトフォン
Live Agent: Lightning Experience の設定オプションの追加、チャットのスキルベースのルーティングのサポート (ベー
タ)、クイックテキストをすばやく追加する方法
Snap-in チャット: カスタム表示ラベル、コミュニティ用のスニペット設定ファイル、複数のタブをまたがる
チャット
モバイルアプリケーション用 Snap-in: ネイティブアプリケーションでの Einstein ボットの使用
ソーシャルカスタマーサービス: YouTube、絵文字、クイックテキスト、パブリッククラウド
フィールドサービス
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サービスの Lightning フローを使用した次のステップへの従業員の誘導
他の言語でのサービスレポートの生成
逐次化された製品項目の移送 (ベータ)

サービスレポートリガの作成
署名済みサービスレポートの迅速な検索
サービス予定と作業指示の自動的な共有
ロケーションおよび製品項目の関連製品移送の表示
Android でのユーザプロファイル画像の保存
Field Service 管理パッケージ: コミュニティディスパッチャ、ガントチャートのカラーパレット、ディスパッチャ
コンソールのカスタムアクション
ケース管理
サービスコンソール: フォルダによる生産性の向上、ナビゲーション項目のカスタマイズ、Lightning Experience

のスイッチャ
サービスの Lightning フロー: エージェントが予定通りに業務を進めるために役立つ新しい名前と新機能
ケース: Lightning Experience でのコンパクトフィードの機能強化と Visualforce テンプレート
オムニチャネル: スキルベースのルーティングの改善とチャット監視
エージェントの生産性: フォルダと共有、ボタン
ナレッジ
Service Essentials への Lightning Knowledge の追加
ケース項目とデータカテゴリの対応付けによる検索結果の改善
一括アクションを使用した記事リストビューの作業効率の向上
リッチテキスト項目へのアンカーリンクの挿入による閲覧者のサポート
アクション、ボタン、リンクを使用した記事のカスタマイズ (ベータ)

さまざまなレコードの記事バージョンへの参照項目の追加
ケースの [記事] 関連リストでできる操作の増加
最も関連性の高いナレッジデータを見つけるためのグローバル検索のカスタマイズ
言語の取りこぼしのない、翻訳のある記事のインポート
Lightning Knowledge に移行できる項目の増加 (コミュニティトピックおよび記事検索データ) (ベータ)

メールの便利なリンクを使用した記事の翻訳の迅速化と、ページに均等に並んで表示される列
Salesforce アプリケーションからの記事のスマートリンクへのアクセス
Lightning Knowledge から直接記事コンテンツをメールに挿入
ナレッジ記事でのクイックテキストの使用

分析
レポートとダッシュボード
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レポート: Einstein データインサイト (正式リリース)、高度な実行ページの改善 (ベータ)、データへのドリルダウ
ン、Lightning Experience レポートビルダーを使用した結合レポートの編集 (ベータ)

ダッシュボード: 検索条件値の増加、ソースレポートとしての結合レポート、カスタム軸範囲と小数部の精度
登録およびフォルダ: 拡張された登録オプション、クイック検索、フォルダの機能強化
レポートとダッシュボードのその他の機能強化
Einstein Analytics

Analytics オンボーディングおよび使用開始: アプリケーション内動画、歓迎メッセージ、アプリケーションナビ
ゲーション
Analytics アプリケーション構築: スマートテンプレート、カスタム地図、ウィジェットアクション
Analytics 事前作成済みアプリケーション: 多数の Analytics アプリケーションテンプレート、新しいテンプレート
ピッカー
Analytics データインテグレーション: 「複製」から「データ同期」への名前変更、新しい Amazon S3 コネクタ、
インサイトへのパスの高速化、レシピのナビゲーションの強化、共有継承の強化
Einstein Discovery: Einstein Analytics への統合

コミュニティ
コミュニティのドキュメント: Winter リリースの多くの新しいコンテンツ
Lightning コミュニティ
Lightning コミュニティテンプレートを最新のテンプレートに更新
セルフサービスヘルプセンターの作成と顧客による簡単な検索
Community Cloud 向け CMS について (ベータ)

廃止へと向かっている Koa および Kokua

利用者ターゲティングの機能強化の使用
サイトおよびページ全体のエクスポートと同様にテーマをエクスポート
テーマの機能強化とオプションの追加
大部分のページの URL の編集
入力時のヘッドマークアップの検証
コミュニティビルダーでの Lightning コンポーネント
コミュニティでの検索結果の絞り込み
フィードでのディスカッションのやりとり
ゲストユーザによるフローへのアクセスの許可
コミュニティのスレッドの削除のブロック
モバイルデバイスでのリッチパブリッシャーアプリケーションの使用
ユーザがレコードにトピックを追加できるようにする
リストビューからのトピックの活用
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元のコンテンツへのトピックの追加 (ベータ)

より詳細な関連リストの表示
コミュニティメンバーへの提案アクションとオファー (パイロット)

コミュニティユーザへの Salesforce IoT データの表示
ユーザプロファイルコンポーネントのアクションのカスタマイズ
コミュニティで使用できる Snap-in チャット機能の増加
Lightning コミュニティからの Field Service 派遣を許可
コミュニティの新しいグローバルアクションによる時間の節約
レコード詳細ページの編集中に項目の連動関係を表示
リストビューの検索および共有と [キャンペーン] 関連リストの絞り込み
コミュニティエンゲージメント
レコグニションバッジによるメンバーの関与の維持 (正式リリース)

ユーザプロファイルでのレコグニションバッジの表示
新しい [バッジを付与] ボタンを使用したレコグニションバッジの授与
回答ありおよび回答なしの質問レポートを使用してコミュニティの活動を確認
Lightning コミュニティのファイル
必要に応じたファイル項目の変更
ファイルをアップロードするときのカスタム項目の入力
公開リンクを使用したフォルダの共有
Partner Central

パートナーリレーションを使用した多層流通チャネルでのデータ共有の促進 (パイロット)

ブランド情報の管理と共有、および共通のブランドが設定されたメールテンプレートへの追加 (正式リリース)

外部の代理管理者によるチームの管理 (正式リリース)

パートナーへの組織レベルの一意のユーザ名の要求
入力規則の無視と予算の柔軟性の向上
コミュニティユーザ表示の制御 (ベータ)

共有とセキュリティ
ゲストユーザのレコードアクセス制限によるサイトとコミュニティのセキュリティの向上
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 (正式リリース)

新しいコンテンツセキュリティポリシーを使用したコミュニティの保護の強化
Google IP Anonymizer を使用したコミュニティのプライバシーの強化
サイトおよびコミュニティでのクリックジャック保護を使用した安全な iframe

メール、電話番号または選択した任意の識別子によるユーザのログイン
訪問者のメールまたは電話によるコミュニティへの参加
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ID 検証のためのワンタイムパスワードメールテンプレートのカスタマイズ
外部認証プロバイダを介したコミュニティへのログインアクセス権を内部ユーザに付与
内部コミュニティユーザに対する異なるログインポリシーの設定 (正式リリース)

操作性およびパフォーマンスの改善
デフォルト値が選択されなくなった連動選択リスト
ゲストユーザがレコードページにアクセスするときのログインページへのリダイレクト
必要に応じて使用できる URL クエリパラメータのサポートによりページ応答を迅速化
コミュニティコンテンツ配信ネットワークを使用したページの読み込み時間の短縮 (正式リリース)

コミュニティのその他の変更
Lightning External Apps および Lightning External Apps Plus ライセンスを使用したカスタムデジタル体験の作成
1 つのワークスペースでのすべてのコミュニティコンテンツ機能の検索
フィードの時間の表示場所の最適化
データプライバシーレコードへのアクセス権の大規模コミュニティユーザへの付与
複数のリード、ケース、カスタムオブジェクトへの新規所有者の一括割り当て
すべての標準プロファイルからの「カスタマーユーザの管理」権限の削除

Chatter
ドラフトとしての Chatter 投稿の保存
Chatter パブリッシャーでのカーソルのフォーカスの変更

Files
公開リンクを使用したフォルダ内の複数のファイルの共有
ファイルエンゲージメントカードを使用したファイル統計の追跡
ファイルのその他の変更
すべての新規ライブラリでのフォルダの有効化

Financial Services Cloud
アクションプランを使用したカスタマーエンゲージメントプロセスの一貫性とコンプライアンスの確保
Salesforce アンケートを使用した顧客インサイトの収集
商業銀行を使用したより明確な顧客の全体像の把握
Einstein ボットによる顧客同士の助け合い
積み上げ集計の機能強化
Financial Services Cloud の新しいオブジェクト
新しい Financial Services Cloud オブジェクト項目
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カスタマイズ
Einstein 次善アクション: 戦略を使用した提案アクションとオファー (パイロット)

Einstein 予測ビルダーを使用したビジネスの将来の予測 (ベータ)

Lightning アプリケーションビルダー
標準およびカスタムユーザ権限に基づくコンポーネントの表示の設定
Lightning アプリケーションビルダーを使用した管理アプリケーションの編集
Lightning Experience ユーザへの提案アクションとオファー (パイロット)

メールアプリケーションペインのテキストショートカットコンポーネントの追加
アプリケーション作成ウィザードと Lightning アプリケーションビルダーの更新された表示ラベル
コンポーネントの表示ルールのフォーム要素の表示ラベルの改善
IoT Insights の Lightning コンポーネントを使用したユーザへの Salesforce IoT データの表示
自動的にページに追加されなくなった Lightning コンポーネント
Lightning フロー
組織単位の制限の緩和による自動化可能なビジネスプロセス数の増加
新しい使用量ベースのエンタイトルメントを使用したプロセスとフローの監視
プロセスおよびフロー設計: 新しい標準の画面コンポーネント、カスタム画面コンポーネントの検証
フローの配布: 推奨フロー、Einstein ボットのフロー、CI/CD サポート
プロセスとフローのテストカバー率の追跡
データ保護とプライバシー
個人オブジェクトを使用した重複するデータプライバシー設定レコードの管理
データプライバシーレコードへのアクセス権の大規模コミュニティユーザへの付与
複数のレコード間の同意に関する個人設定の検出
AppExchange

推奨 AppExchange ソリューションによるビジネスに最適なソリューションの検索
検索条件を使用した AppExchange 検索結果の絞り込み
一般設定
項目の参照を編集前に確認 (パイロット)

新しい [設定] ページでのインポートおよびインテグレーション製品の検索
すべての Salesforce 環境でのキューに割り当てられた承認申請の表示
Command とクリックを使用した macOS での複数のページレイアウト割り当ての選択
Lightning Experience での和暦カレンダーの有効化
外部サービススキーマでの PATCH の使用
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セキュリティと ID
認証と ID

電話番号、メール、または選択した任意の識別子による外部ユーザのログイン
訪問者のメールまたは電話によるコミュニティへのサインアップ
カスタマイズされた背景画像を使用したログインページの装飾
Salesforce の定型 ID 検証メールのカスタマイズ
SMS で ID を検証するためのアドオンライセンスの購入
外部認証プロバイダを介したコミュニティへのログインアクセス権を内部ユーザに付与
Mulesoft アクセス管理での OpenID Connect 認証の有効化
OAuth 2.0 エンドポイントとの接続アプリケーションインテグレーションの合理化 (ベータ)

Lightning Experience のアプリケーションランチャーのアクセシビリティの向上
SCIM 2.0 での REST API を使用したユーザ ID の管理
SAML シングルログアウト時に閉じるユーザセッションの識別
UserInfo エンドポイント、ID URL レスポンス、および ID トークンでの JSON 準拠の値の取得
Salesforce および Community ユーザの異なるポリシーの設定 (正式リリース)

Salesforce Shield

Shield Platform Encryption: 暗号化項目の増加と API サポートの強化、新しいキャッシュのみの鍵サービス
イベントモニタリング: 改善されたトランザクションポリシーウィザード、より正確になった Lightning エラー
情報
その他のセキュリティの変更
プラットフォームインテグレーションユーザの追跡
セッションセキュリティポリシーを使用した共有アクセスの管理
AES をサポートするようにサーバ暗号化スイートを更新
インスタンスのない [私のドメイン] URL からの除外

Salesforce IoT
IoT Insights を使用した Salesforce のあらゆる場所での Salesforce IoT データの表示
Salesforce IoT 内からのイベントメッセージの簡単な送信
Event Viewer を使用したイベントメッセージの受信の検証
検証と有効化の機能が強化されたコンテキストの作成および管理
拡張された活動ログによるトラブルシューティングデータの増加

開発
Lightning コンポーネント: 柔軟性が高くなった CSP の有効化、読み込み時間の短縮とセキュリティの向上のため
の設定
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Apex

VS Code 向け Salesforce 拡張機能: 任意の組織での開発およびライブデバッグシミュレーション、新しい Apex テス
トビュー
Salesforce CLI の進化
Dev Hub: Developer Edition とトライアル組織で使用可能に
スクラッチ組織: 機能およびサポートされるメタデータ型の追加
Visualforce

Lightning Experience での項目セットの作成と編集
新しい Visualforce アクセス総計値項目
Visualforce ページでのサードパーティ画像の安全な取得と表示
iframe を使用した信頼されないサードパーティコンテンツの隔離によるセキュリティの向上
大文字と小文字を区別しなくなった URL リダイレクトパラメータ
メタデータ
より多くのチャネルのメタデータカバー率状況、既知の問題、サンプルスクラッチ組織定義の取得
REST を使用したリリース
新しい変更セットコンポーネント
メタデータ API

API

新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト
SOSL

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

Lightning クイックアクションおよび Salesforce Classic パブリッシャーの JavaScript API

Salesforce コンソール API

Open CTI API

カスタムメタデータ型
高度な数式項目でのカスタムメタデータ型の参照
Apex でのカスタムメタデータ型のインスタンス化
Sandbox

Full Sandbox テストへのアセットファイルの追加
パッケージ化
ロック解除済みパッケージのパッチバージョン番号のサポート
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ロック解除済みパッケージの正確な連動関係情報
ロック解除済みパッケージ内でより多くのメタデータコンポーネントを物理削除
ロック解除済みパッケージ内の廃止されたメタデータの移行を有効化
インストールキーで保護されたロック解除済みパッケージのインストール時に情報をロックダウン
インスタンスのない [私のドメイン] URL のベストプラクティスの採用
エンタープライズメッセージング
大規模プラットフォームイベントによるイベントベースのアプリケーションの機能強化 (パイロット)

Lightning コンポーネントでのストリーミングイベントの受信
変更データキャプチャを使用した外部データの最新の状態の維持 (開発者プレビュー)

ドキュメントコンテンツ
動画を見る (英語のみ)

『Salesforce Engage Implementation Guide (Salesforce Engage 実装ガイド)』について

Winter '19 の Lightning Experience で使用できない機能と新機能
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。Salesforce ヘルプにおける、使用できない機能と
制限事項の完全なリストはまもなく更新されます。

このセクションの内容:

セールス機能: Lightning Experience の考慮事項
生産性の機能: Lightning Experience の考慮事項

セールス機能: Lightning Experience の考慮事項
ここでは、Lightning Experience で営業チームに発生する可能性がある問題について説明します。

取引先
所有者の変更

• 取引先の所有者が変更されても、取引先チームは変更されません。
• 取引先所有者が変更されても、新しい所有者に移行された商談の商談チームは変更されません。
• 既存の取引先所有者によって所有されている完了商談を移行するオプションは使用できません。
• 既存の取引先所有者によって所有されているケースを移行するオプションは使用できません。
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取引先チーム
次のタスクを完了するには、Salesforce Classic に切り替えます。
• 取引先チームメンバーのページレイアウトを作成または編集する。
• パートナーユーザをチームに追加する。

Lightning Experience で使用できない機能
• [住所(請求先)を住所(納入先)へコピー] リンク

生産性の機能: Lightning Experience の考慮事項
Lightning Experience で Salesforce 生産性ツールを使用するときに発生する可能性がある問題について説明します。
新しいユーザインターフェースでは、一部の Salesforce 機能を使用できません。また、一部の機能は Salesforce

Classic と同等ではありません。

活動: 行動とカレンダー
一連の行動 (ベータ) と定期的な行動

メモ:  Lightning Experience の一連の行動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。一連の行動はお客様各自の裁
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しません。ま
た、いかなる時点でもこの機能を終了できるものとします。この機能は、評価目的のみで、本番での
使用を目的にしたものではありません。この機能は、そのままの状態で提供され、サポートされてお
らず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任も
負いません。すべての制約、Salesforce の権利の保留、本サービスに関する義務、および関連する Salesforce

以外のアプリケーションならびにコンテンツの条件は、この機能の使用に等しく適用されます。
繰り返される行動の名前と動作は、作成場所によって異なります。Lightning Experience では、一連の行動と
呼ばれます。Salesforce Classic では、定期的な行動と呼ばれます。
• プラットフォームの暗号化 (確定的暗号化など) は、一連の行動ではサポートされていません。Lightning

Experience および Salesforce アプリケーションの単一の行動と、Salesforce Classic のすべての行動は暗号化さ
れます。

• 一連の行動を作成、編集、削除した直後に変更が表示されない場合、更新ボタンをクリックします。
• 一連の行動の最初の行動のみに添付ファイルが表示されます。
• 一連の行動の各行動は、他の行動と重複できません。
• Lightning Experience で一連の行動を作成し、Salesforce Classic から編集する場合、一連の行動全体のみを編

集できます。Lightning Experience でのみ編集することをお勧めします。
• 一連の行動の開始日は編集できません。代わりに、一連の行動を削除してから新しい開始日で再作成し

ます。
• 一連の行動の次の項目以外の項目を編集する場合、一連の行動パターン内で繰り返される行動のみに更

新された項目値が表示されます。一連の行動と過去の行動の例外には、元の一連の行動の項目値が表示
されます。
– 終日行動のチェックボックス
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– 開始時刻または終了時刻
– 繰り返しパターン
– 繰り返しの開始日または終了日

• 組織で行動の所要時間の制限を有効にしている場合、継続時間が 24 時間を超える行動は作成できませ
ん。

• 1 つの一連の行動は、一連の行動の所要時間を超えない範囲で 24 時間～ 14 日間継続できます。
• 1 年以上継続する一連の行動の場合、スケジュールされた日付が現在のカレンダー日付から最大 1 年と

14 日離れた行動を表示できます。
• 一連の行動を削除すると、一連の行動のまだ開始されていない行動が削除されます。一連の行動の例外

はすべて削除されます。
• 単一の行動を削除するには、削除する行動を開きます。次に、その行動の日付、時刻、または場所を変

更します。変更内容を保存します。その後、再度行動を開き、行動を削除します。
• レコードがマージされるか、被招集者のリードの取引が開始された場合、元のレコードは一連の行動に

保持されます。マージされた取引先責任者または取引が開始されたリードのメールアドレスが同じであ
れば、問題は発生しません。

• 一連の行動のカスタム項目にデータを入力できますが、保存することはできません。
• クイックアクションでは、一連の行動はサポートされていません。

Lightning Essentials: アプリケーション内 Trailhead バッジ、サブス
クリプション管理、セールスとサービスの改善

アプリケーション内 Trailhead バッジ機能、改善された設定フロー、新しいサブスクリプションページを使用し
て、アプリケーション内で成果を祝い、設定を行い、Salesforce Essentials に登録できます。Sales Essentials で改善
された設定フローを使用して、より多くのタスクに取り組みます。Service Essentials でセルフサービスヘルプセ
ンターを作成し、CTI を使用してエージェントがコンピュータのソフトフォンから電話を発信できるようにし
ます。

このセクションの内容:

アプリケーション内 Trailhead バッジによる学習成果の祝福
おめでとうございます。チームがアプリケーション内 Trailhead バッジ機能を使用して、Essentials について学
習したときにバッジを獲得できるようになりました。たとえば、設定アシスタントを完了すると、Trailhead

プロファイルに新しいバッジが表示されます。
Salesforce から離れることなく Essentials サブスクリプションを管理
Salesforce サブスクリプションの新しいハブ、[サブスクリプションの管理] ページが導入されました。Salesforce

から離れることなく、サブスクリプション情報を表示および更新できます。サブスクリプションをキャン
セルする場合 (そうならないことを願っていますが)、ページから直接その要求を送信できます。
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Sales Cloud Lightning Essentials: 設定の改善、進行状況のバッジ
サンプルデータの削除フローとカスタム項目の追加フローの改善により、今までよりも短い時間で設定し、
開始できます。途中の段階でアプリケーション内 Trailhead バッジを使用してチームの勝利を祝います。こ
れらの変更は Lightning Experience にのみ適用されます。
Service Cloud Lightning Essentials: セルフサービス用のヘルプセンター、CTI の使用可能状態
問題を顧客が自己解決できるセルフサービスヘルプセンターを作成して管理します。コールセンターを作
成し、ユーザが自分のコンピュータからソフトフォンを使用して電話をかけることができるようにします。

アプリケーション内 Trailhead バッジによる学習成果の祝福
おめでとうございます。チームがアプリケーション内 Trailhead バッジ機能を使用して、Essentials について学習
したときにバッジを獲得できるようになりました。たとえば、設定アシスタントを完了すると、Trailhead プロ
ファイルに新しいバッジが表示されます。

Salesforce から離れることなく Essentials サブスクリプションを管理
Salesforce サブスクリプションの新しいハブ、[サブスクリプションの管理] ページが導入されました。Salesforce

から離れることなく、サブスクリプション情報を表示および更新できます。サブスクリプションをキャンセル
する場合 (そうならないことを願っていますが)、ページから直接その要求を送信できます。
対象: [サブスクリプションの管理] ページは、Essentials Edition の Lightning Experience で使用できます。
方法: [設定] から、[サブスクリプションの管理] をクリックします。

Sales Cloud Lightning Essentials: 設定の改善、進行状況のバッジ
サンプルデータの削除フローとカスタム項目の追加フローの改善により、今までよりも短い時間で設定し、開
始できます。途中の段階でアプリケーション内 Trailhead バッジを使用してチームの勝利を祝います。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:

カスタム項目の迅速な作成
機能強化された設定フローを使用して、カスタム項目をすばやく設定します。カスタム項目を使用して、
レコード、レポート、ダッシュボードをビジネスに合わせます。カスタム項目を追加することで、営業担
当は次の商談成立に必要なすべての情報を確認できます。また、追加された詳細情報により、レポートと
ダッシュボードで、ビジネスに関するより絞り込まれたインサイトを得ることができます。
トライアルデータの迅速な削除
データを自分のデータのみにします。サンプルデータは学習中は便利ですが、アプリケーションの使用準
備ができた後は、実際のデータを混乱させる可能性があります。製品の学習に役立つように含められたト
ライアルデータが、ボタンをクリックするだけで削除されます。
メールと活動の同期
Einstein 活動キャプチャの新しい設定フローを使用して、作業をよりスマートに実行します。メールと活動
を容易に同期できるため、アプリケーションを切り替える必要がなくなります。
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カスタム項目の迅速な作成
機能強化された設定フローを使用して、カスタム項目をすばやく設定します。カスタム項目を使用して、レ
コード、レポート、ダッシュボードをビジネスに合わせます。カスタム項目を追加することで、営業担当は次
の商談成立に必要なすべての情報を確認できます。また、追加された詳細情報により、レポートとダッシュ
ボードで、ビジネスに関するより絞り込まれたインサイトを得ることができます。
対象: この変更は、Essentials Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: [カスタム項目の作成] を選択します。ここで、カスタマイズするオブジェクトの選択を求められます。

トライアルデータの迅速な削除
データを自分のデータのみにします。サンプルデータは学習中は便利ですが、アプリケーションの使用準備が
できた後は、実際のデータを混乱させる可能性があります。製品の学習に役立つように含められたトライアル
データが、ボタンをクリックするだけで削除されます。
対象: この変更は、Essentials Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: Essentials のトライアルが終了したら、サンプルデータを削除するように求められます。[サンプルデータ
を削除] をクリックします。

メールと活動の同期
Einstein 活動キャプチャの新しい設定フローを使用して、作業をよりスマートに実行します。メールと活動を容
易に同期できるため、アプリケーションを切り替える必要がなくなります。
対象: この変更は、Essentials Edition の Lightning Experience に適用されます。
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方法: をクリックして [設定] に移動します。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Einstein 活動キャプ
チャ」と入力し、[設定] を選択します (1)。ページの下部までスクロールし、機能をオンにします (2)。

Service Cloud Lightning Essentials: セルフサービス用のヘルプセンター、
CTI の使用可能状態
問題を顧客が自己解決できるセルフサービスヘルプセンターを作成して管理します。コールセンターを作成
し、ユーザが自分のコンピュータからソフトフォンを使用して電話をかけることができるようにします。

このセクションの内容:

ヘルプセンターで顧客が自己解決できるようにする
会社のセルフサービスヘルプセンターを作成し、顧客が問い合わせる前に記事を参照して自分の問題の答
えを見つけることができるようにします。人の介入を必要とする厄介な問題のために、問い合わせボタン
を含めることができます。問い合わせボタンによって Salesforce にケースが作成されるため、チームの誰か
が問題を調べることができます。[設定] の新しい [ヘルプセンター] ページからヘルプセンターを管理しま
す。
Service Essentials での CTI の使用
ユーザが自分のコンピュータからソフトフォンを使用して電話をかけることができるようにします。Apex

がサポートされないため、Open CTI 実装で RunApex メソッドを呼び出すことはできません。

ヘルプセンターで顧客が自己解決できるようにする
会社のセルフサービスヘルプセンターを作成し、顧客が問い合わせる前に記事を参照して自分の問題の答えを
見つけることができるようにします。人の介入を必要とする厄介な問題のために、問い合わせボタンを含める
ことができます。問い合わせボタンによって Salesforce にケースが作成されるため、チームの誰かが問題を調べ
ることができます。[設定] の新しい [ヘルプセンター] ページからヘルプセンターを管理します。
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対象: これは、Essentials Edition の Lightning Experience の新機能です。[ヘルプセンター] 設定ページは、Essentials

Edition で使用できます。ヘルプセンターテンプレートと設定フローは、Essentials Edition、Enterprise Edition、
Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition (Service Cloud 付属) で使用できます。
方法: [設定] で [ヘルプセンター] ページに移動して、[新規] をクリックしてガイド付き設定フローを起動しま
す。

Service Essentials での CTI の使用
ユーザが自分のコンピュータからソフトフォンを使用して電話をかけることができるようにします。Apex がサ
ポートされないため、Open CTI 実装で RunApex メソッドを呼び出すことはできません。

110

Service Cloud Lightning Essentials: セルフサービス用のヘ
ルプセンター、CTI の使用可能状態

Salesforce Winter '19 リリースノート



対象: この変更は Essentials Edition に適用されます。
対象ユーザ: コールセンターを作成するには、「コールセンターの管理」権限が必要です。

Salesforce Einstein: 売上予測のカスタム項目、ボットの自動化フ
ロー、より迅速なデータの視覚化、強化された画像検出

Einstein 売上予測、活動キャプチャ、ボット、Analytics の改善と新機能により、よりすばやく柔軟に設定し、簡
単にインサイトを取得できます。ビジネスマシンに詰め込まれた機能を見てみましょう。

セールス
Einstein 売上予測: カスタム項目による売上予測モデルの最適化
Einstein がカスタム商談項目を使用して、より正確な売上予測を提供するようになりました。商談成立に関連し
ない商談項目がある場合、新しい設定ウィザードでは、特定のカスタム商談項目を無視できます。
Einstein 活動キャプチャ: Einstein メールインサイトのさらなる活用、推奨接続への接続
ビジネスに適合するようにメールインサイトをカスタマイズします。営業担当はインサイトからアクションを
実行し、そこでフィードバックを残すことができます。さらに、見込み客とつながっている同僚を確認し、新
しいビジネスを見つけます。
Einstein の準備状況評価: Sandbox での準備状況評価の実行
Sandbox で Einstein の準備状況評価を実行すると、どの Sales Cloud Einstein 機能を Sandbox で有効化できるかがわか
ります。Sandbox 環境は、Sales Cloud Einstein 機能がアーキテクチャ、ワークフロー、Lightning コンポーネントで
どのように動作するかをテストするのに最適です。Sandbox 環境のデータは制限されているので、Sandbox での
動作に基づいて Einstein モデルのパフォーマンスを評価することはお勧めしません。代わりに、必要量の履歴
データがある本番組織でモデルを評価してください。
Einstein インサイト: モバイルデバイスからの取引先と商談のインサイトへのアクセス (ベータ)

外出時に Einstein インサイトを使用できるようになりました。営業担当は、重要な更新で最新情報を常に把握
し、インサイトから関連レコードの編集やメールの送信といったアクションを直接実行できます。

サービス
自動起動フローによるボットの大幅強化 — コーディング不要
自動化プロセスを Einstein ボットに取り込みます。自動起動フローをボットのダイアログから呼び出します。
チャットの会話内でケースを開いたり、コンテンツを更新したり、ジャーニーをトリガしたりします。
簡単により深く Einstein ボットセッションを分析
セッションログには、特定のセッションのボットの詳細が記録されます。ボットを構築する場合は、このログ
を使用してステップを確認します。ボットの稼働を開始する前に、操作設計をデバッグするのにイベント追跡
が役立ちます。
スロットから名前変更された変数を使用してさまざまな方法でボットの質問要素を定義
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Einstein ボットでのデータの収集、管理、保存をより柔軟に行うため、スロットが変数に名前変更され、関連付
けられたエンティティが必要ではなくなりました。心配はいりません。現在のボットを更新する必要はありま
せん。既存のボットについては、この変更が自動で処理されます。新しいボットでは、ユーザは若干異なるプ
ロセスを使用して、顧客データを収集する質問要素を作成します。
すべてのボットバージョンで統合インテントセットを使用してボットをより容易にトレーニング
すべての Einstein ボットバージョンが 1 つのボットインテントを共有するようになりました。顧客の入力を追加
するには、以前は、ボットバージョンごとにインテントを更新する必要がありました。統合インテントを使用
した場合、各ボットバージョンが統合インテントセットから学習するようになりました。現在複数のボット
バージョンがある場合、Salesforce がそれらをスタンドアロンボットに移行しました。新しいバージョンは 1 つ
のインテントセットを共有します。
データローダで顧客の入力を追加してインテントをすばやく構築
ダイアログインテントを使用して顧客の要望は何かを把握する場合、効果的なインテントモデルを構築するた
めに少なくとも 150 件の入力が必要です。顧客のこのすべての入力を手動で追加することは厄介であり、時間
がかかります。顧客の入力をよりすばやく追加する 1 つの方法は、データローダを使用することです。
Einstein Intent セットで顧客をよりすばやく理解 — Einstein ボットでリテラル一致をサポート
顧客が支援を求めるさまざまな方法をすべて特定するには努力が必要です。ダイアログインテントに追加され
るすべてのバリエーションを理解することがボットに期待されます。リテラル一致では、Einstein ボットは、顧
客がチャットで入力した内容の完全一致を検索します。ダイアログインテントで顧客の正確な入力が見つかる
と、ボットは対応するダイアログを起動します。

分析
Einstein Discovery: Einstein Analytics への統合
Einstein Discovery が Einstein Analytics に完全に統合されました。Analytics データセットからストーリーを作成し、ス
トーリーの操作、インサイトの調査、データの視覚化、および予測の検出を、使い慣れた Einstein Analytics イン
ターフェース内からすべて行います。統計的基礎およびパフォーマンスを明らかにする総計値を調べることで
モデルを強化し、新しいモデルマネージャを使用して、Salesforce にリリースした目標とモデルを管理する方法
を確認します。
対話形式のクエリを使用したデータ視覚化の迅速化 (正式リリース)

1、2 語入力して提案されたデータクエリをクリックし、グラフまたはテーブルに回答をすぐに表示します。対
話形式の探索はこのように簡単で、今回正式リリースされました。さらに、コンテキスト内クエリヘルプや、
日付検索条件の追加オプションなどの機能強化もあります。
データセット編集ページからの操作の増加
データセット編集ページで、すべてのデータセットツールを 1 か所で起動できるようになりました。使用可能
なツールが増え、そのすべてが簡単にアクセスできるページ上部に表示されます。レシピの開始、Einstein

Discovery でのストーリーの作成、レンズでのデータの探索をすべてデータセット編集ページから行います。
CSV ファイルからレンズ、レシピ、またはストーリーへの迅速なデータ移動
何もない状態から、外部データをアップロードし、探索や準備を開始してインサイトを取得するまでに必要な
クリック数が少なくなりました。アップロードの進行状況を追跡できます。データセットの編集ページにアク
セスし、そこから Einstein Discovery でレシピやストーリーを開始したり、データを探索したりできます。
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カスタマイズ
Einstein 次善アクション: 戦略を使用した提案アクションとオファー (パイロット)

Salesforce の内部および外部のビジネスルール、予測モデル、およびデータを統合し、適切な提案を、適切なタ
イミングで、適切なユーザに提供します。特定の条件下でのみ関連を持つ提案はないでしょうか。たとえば、
アップグレードや割引などです。または、サービスエージェントが顧客をサポートする方法が複数あり、最も
適切なアクションにエージェントを誘導したいと考えていませんか。その場合は、Einstein 次善アクションの使
用を検討してください。
Einstein 予測ビルダーを使用したビジネスの将来の予測 (ベータ)

今回のメンテナンスリリースでは Einstein 予測ビルダーのベータプログラムが継続されます。Einstein Analytics Plus

または Einstein 予測を購入すると、Einstein 予測ビルダーを無料で入手できます。

セールス: 売上予測、メールインテグレーション、Salesforce CPQ、
Pardot の機能強化

Einstein 売上予測のカスタム項目により Salesforce がさらにインテリジェントになります。テリトリーベースの目
標と売上予測を使用して、営業パフォーマンスを測定します。Microsoft®および Google とのインテグレーション
を使用して世界ナンバーワンの CRM をメールとカレンダーに拡張します。CPQ エバーグリーンサブスクリプ
ションを使用して、顧客との定期的なリレーションを構築します。さらに、Lightning Experience で Pardot を使用
して、よりスマートなマーケティングオートメーションを実現します。

このセクションの内容:

Sales Cloud Einstein: 売上予測のカスタム商談項目、改善されたメールインサイト、準備状況評価の Sandbox サ
ポート
Einstein 売上予測モデルでカスタム商談項目を使用して、より正確な売上予測を参照します。Einstein 活動キャ
プチャユーザは、Einstein メールインサイトへのいくつかのアップグレードを利用できます。また、Sandbox

で Einstein の準備状況評価を実行できます。
中核的なセールス機能: テリトリー売上予測、改善された取引先チーム管理、キャンペーンの機能強化
テリトリー別に売上を予測します。複数の取引先チームメンバーを同時に追加します。Pardot と Salesforce の
キャンペーンメンバーの同期を維持します。また、スパム送信者が偽のリードを送信することを阻止しま
す。Lightning Experience で商談チームをより容易に管理します。さらに、リストビューおよびレポートのテ
リトリー検索条件を取得します。
生産性機能: 不達メールアドレスアラート、メール追跡オプション、通話記録
無効なメールアドレスのためにメールが到達しなかった場合、不達警告が表示されます。メールが開封さ
れたかどうかと、いつ開封されたかを把握します。トレーニングおよび品質管理の目的で Lightning Dialer に
よる通話を記録します。
Lightning Data: 一致の選択、使いやすくなった表示ラベル
営業担当は Lightning Data レコードと自分の取引先またはリードとの間で一致を制御できるようになりまし
た。また、一部の表示ラベルの変更により、Lightning Data が使いやすくなりました。
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Google とのインテグレーション: メール作成時の生産性の向上、API によってトリガされた変更の同期
営業担当は Salesforce の商談を Gmail™と Google カレンダーで直接作業できます。API を介して行動を作成また
は編集するように Salesforce をカスタマイズしている場合、その変更が営業担当のカレンダーに同期するよ
うになりました。プレミアム環境にアップグレードするためのオプションが Lightning for Gmail に含まれま
す。これには、メール作成時に営業担当の生産性を高めるための一連の機能が含まれます。
Microsoft® とのインテグレーション: Inbox 機能を備えた Outlook インテグレーションの正式リリース、一連の
行動の同期、Salesforce for Outlook の可用性の変更
Inbox を備えた Outlook インテグレーションが正式にリリースされ、Outlook インテグレーションと Salesforce

Inbox の最高の機能が 1 つのソリューションにまとめられました。Lightning Sync の改善によって、営業担当
のより多くの行動が同期されるようになります。Salesforce for Outlook を一切設定していない場合や、営業担
当が Salesforce for Outlook を通常使用していない場合、サービスは提供されなくなります。ただし、Salesforce

の最新製品である Outlook インテグレーション (旧称 Lightning for Outlook) と Lightning Sync のサービスはいつで
も提供できる状態です。Connect for Office は 2019 年前半に廃止されます。
Salesforce CPQ および Salesforce Billing: サブスクリプションオプションと価格戦略の追加、請求処理と支払ゲー
トウェイの機能強化
無期限のサブスクリプションを作成し、使用量に基づいて商品価格を設定します。Lightning で注文項目を
自動入力して時間を節約します。ゲートウェイ応答を追跡したり、新規注文および注文キャンセル全体で
請求トランザクションを統合したりするための拡張機能を探索します。
Pardot: Lightning Experience、より簡単になったオプトイン、Engagement プログラムの変換、キャンペーンメン
バーの同期、その他
Lightning Experience の Pardot が正式リリースされました。新しい設定により、同期されたプロスペクトを容
易にオプトインできます。Engagement Studio では、プロスペクトの再エントリを許可するようにプログラム
を容易に変換できます。また、統計用の日付検索条件が提供されます。プロスペクトをキャンペーンメン
バーとして Salesforce に同期します。また、商品に関するいくつかのダッシュボードがきれいに整理されて
います。最新バージョンの Lightning Design System の導入により、Pardot に軽微な UI の変更が発生します。

Sales Cloud Einstein: 売上予測のカスタム商談項目、改善されたメール
インサイト、準備状況評価の Sandbox サポート
Einstein 売上予測モデルでカスタム商談項目を使用して、より正確な売上予測を参照します。Einstein 活動キャ
プチャユーザは、Einstein メールインサイトへのいくつかのアップグレードを利用できます。また、Sandbox で
Einstein の準備状況評価を実行できます。

このセクションの内容:

Einstein 売上予測: カスタム項目による売上予測モデルの最適化
Einstein がカスタム商談項目を使用して、より正確な売上予測を提供するようになりました。商談成立に関
連しない商談項目がある場合、新しい設定ウィザードでは、特定のカスタム商談項目を無視できます。
Einstein 活動キャプチャ: Einstein メールインサイトのさらなる活用、推奨接続への接続
ビジネスに適合するようにメールインサイトをカスタマイズします。営業担当はインサイトからアクショ
ンを実行し、そこでフィードバックを残すことができます。さらに、見込み客とつながっている同僚を確
認し、新しいビジネスを見つけます。
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Einstein の準備状況評価: Sandbox での準備状況評価の実行
Sandbox で Einstein の準備状況評価を実行すると、どの Sales Cloud Einstein 機能を Sandbox で有効化できるかが
わかります。Sandbox 環境は、Sales Cloud Einstein 機能がアーキテクチャ、ワークフロー、Lightning コンポーネ
ントでどのように動作するかをテストするのに最適です。Sandbox 環境のデータは制限されているので、
Sandbox での動作に基づいて Einstein モデルのパフォーマンスを評価することはお勧めしません。代わりに、
必要量の履歴データがある本番組織でモデルを評価してください。
Einstein リードスコアリング: 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、スコアのあるリードのみが結果に含まれるように
なりました。以前は、スコアのないリードが含まれていました。ダッシュボードをアップグレードして最
も正確なデータを取得してください。
Einstein インサイト: モバイルデバイスからの取引先と商談のインサイトへのアクセス (ベータ)

外出時に Einstein インサイトを使用できるようになりました。営業担当は、重要な更新で最新情報を常に把
握し、インサイトから関連レコードの編集やメールの送信といったアクションを直接実行できます。

Einstein 売上予測: カスタム項目による売上予測モデルの最適化
Einstein がカスタム商談項目を使用して、より正確な売上予測を提供するようになりました。商談成立に関連し
ない商談項目がある場合、新しい設定ウィザードでは、特定のカスタム商談項目を無視できます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience と Salesforce

Classic に適用されます。
対象ユーザ: Einstein 売上予測は、Sales Cloud Einstein ライセンスを有する営業マネージャが使用できます。
理由: Einstein は売上予測に影響する項目のみを使用するため、売上予測に影響しないカスタム項目が売上予測
モデルで使用されることはありません。売上予測に関連しないが、売上予測に影響する可能性があるカスタム
項目がある場合、その項目を売上予測モデルから除外できます。
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商談成立の可能性に影響しないことがわかっている場合にのみ項目を無視します。影響を及ぼす項目を誤って
無視してしまうと、Einstein の売上予測の精度が低下します。不明な場合は、すべての商談項目を含めてくださ
い。
Einstein 売上予測で無視される項目は、Einstein 商談スコアリングでも無視されます。
方法: 関連カスタム項目は売上予測の計算で自動的に使用されます。予測モデルで特定の項目を使用しないよ
うにするには、[設定] で [Einstein 売上予測] ページに移動し、[予測を最適化] セクションで [設定] をクリックし
ます。

関連トピック:

Salesforce Einstein: 売上予測のカスタム項目、ボットの自動化フロー、より迅速なデータの視覚化、強化され
た画像検出
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Einstein 活動キャプチャ: Einstein メールインサイトのさらなる活用、推奨接続
への接続
ビジネスに適合するようにメールインサイトをカスタマイズします。営業担当はインサイトからアクションを
実行し、そこでフィードバックを残すことができます。さらに、見込み客とつながっている同僚を確認し、新
しいビジネスを見つけます。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition の Lightning Experience に
適用されます。
理由: この機能強化の詳細は、営業の生産性セクションで Einstein 活動キャプチャのメインエントリを参照して
ください。

関連トピック:

Salesforce Einstein: 売上予測のカスタム項目、ボットの自動化フロー、より迅速なデータの視覚化、強化され
た画像検出

Einstein の準備状況評価: Sandbox での準備状況評価の実行
Sandbox で Einstein の準備状況評価を実行すると、どの Sales Cloud Einstein 機能を Sandbox で有効化できるかがわか
ります。Sandbox 環境は、Sales Cloud Einstein 機能がアーキテクチャ、ワークフロー、Lightning コンポーネントで
どのように動作するかをテストするのに最適です。Sandbox 環境のデータは制限されているので、Sandbox での
動作に基づいて Einstein モデルのパフォーマンスを評価することはお勧めしません。代わりに、必要量の履歴
データがある本番組織でモデルを評価してください。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されま
す。
対象ユーザ: この機能は、「アプリケーションのカスタマイズ」権限を持つユーザが使用できます。
方法: [設定] の [準備状況評価] から、本番または Sandbox のどちらで評価を実行するか選択します。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Sales Cloud Einstein の準備状況評価の実行 (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: 売上予測のカスタム項目、ボットの自動化フロー、より迅速なデータの視覚化、強化され
た画像検出

Einstein リードスコアリング: 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、スコアのあるリードのみが結果に含まれるようになり
ました。以前は、スコアのないリードが含まれていました。ダッシュボードをアップグレードして最も正確な
データを取得してください。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されま
す。
対象ユーザ: Einstein リードスコアリングダッシュボードを更新するには、「Analytics の使用」権限とアプリケー
ションへのマネージャアクセス権が必要です。
方法:

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
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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。

Einstein インサイト: モバイルデバイスからの取引先と商談のインサイトへのア
クセス (ベータ)
外出時に Einstein インサイトを使用できるようになりました。営業担当は、重要な更新で最新情報を常に把握
し、インサイトから関連レコードの編集やメールの送信といったアクションを直接実行できます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Salesforce for Android と Salesforce

for iOS に適用されます。

メモ:  Einstein インサイト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。自身の独自の決定権でこの機能を使用し、現在正
式にリリースされている製品および機能に基づいて購入をご決定ください。Salesforce 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しません。また、いかなる時点でもこの機能を終了で
きるものとします。この機能は、評価目的のみで、本番での使用を目的にしたものではありません。こ
の機能は、そのままの状態で提供され、サポートされておらず、ここから生じる、またはこれに関連す
る被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任も負いません。すべての制約、Salesforce の権利の保
留、本サービスに関する義務、および関連する Salesforce 以外のアプリケーションならびにコンテンツの
条件は、この機能の使用に等しく適用されます。

時期: 取引先インサイトと商談インサイトは、Salesforce for Android および Salesforce for iOS のバージョン 17.0 リリー
スで参照できます。Einstein インサイトをモバイルで使用するには、最新バージョンをダウンロードしてくださ
い。

理由: インサイトにアクセスするには、左側のナビゲーションで をタップします。
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営業担当は、成立の可能性が高い商談についての予測、フォローアップのアラーム、商談に関する重要な瞬間
が発生したことを示す通知を確認できます。
また、レコードページからインサイトを確認することもできます。インサイトの変更は、デスクトップとモバ
イルの間で自動的に同期されます。
方法: [設定] の [Einstein 商談インサイト] ページまたは [Einstein 取引先インサイトページ] ページで機能を有効にし
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。メールアクションはニュースベースの取引先インサイトから使用できません。

メモ: インサイトの初期バッチが表示されるまで最大 24 時間かかかります。Einstein インサイトコンポー
ネントが表示されていて、24 時間が経過しても空の場合は、商談または取引先に使用可能なインサイト
がありません。

関連トピック:

Salesforce Einstein: 売上予測のカスタム項目、ボットの自動化フロー、より迅速なデータの視覚化、強化され
た画像検出

中核的なセールス機能: テリトリー売上予測、改善された取引先チー
ム管理、キャンペーンの機能強化
テリトリー別に売上を予測します。複数の取引先チームメンバーを同時に追加します。Pardot と Salesforce の
キャンペーンメンバーの同期を維持します。また、スパム送信者が偽のリードを送信することを阻止します。
Lightning Experience で商談チームをより容易に管理します。さらに、リストビューおよびレポートのテリトリー
検索条件を取得します。
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このセクションの内容:

コラボレーション売上予測: テリトリー売上予測 (正式リリース)、売上予測の共有 (正式リリース)、機能強
化された売上予測ページ
テリトリー別に売上を予測します。売上予測を同僚と共有します。売上予測ページでより多くの情報を取
得し、改善されたナビゲーションを使用できます。
エンタープライズテリトリー管理: テリトリー別の売上予測 (正式リリース)

テリトリー売上予測では、予想される商談収益を営業テリトリー間で比較するスナップショットがチーム
に提供されます。今月、最も多くの商談を成立させたテリトリーをテリトリー売上予測で確認できます。
取引先: Lightning Experience で複数の取引先チームメンバーをより迅速に追加
取引先チームメンバーを 1 人ずつ時間をかけて追加する時代がついに終わりました。営業担当は複数の取
引先チームメンバーを同時に追加できるようになったため、To-Do リストのそれ以外の業務により多くの時
間をかけることができます。また、営業担当には、編集を許可されたチームメンバー項目のみが表示され
ます。
キャンペーン: Pardot と Salesforce のキャンペーンメンバーの同期、キャンペーン関連リストの検索条件の迅
速な調整
接続された Pardot および Salesforce キャンペーンのメンバーリストの同期を維持し、キャンペーン関連リス
トの検索条件を一時的に容易に変更します。
リード: reCAPTCHA を使用しないリードを却下
スパム送信者が偽のリードを送信することを阻止します。reCAPTCHA 検証を使用しない Web-to-リードから
生成されたリードを却下します。
商談: 前の商談所有者の編集権限の保持
Lightning Experience で商談を新しい所有者に移行する場合、前の商談チームも一緒に保持するように選択で
きるようになりました。また、切り換えた後も前の所有者の参照・更新アクセス権を保持するように選択
することもできます。
中核的なセールス機能のその他の変更
[設定] から LinkedIn Sales Navigator AppExchange パッケージをインストールします。テリトリーの商談をすばや
く表示し、そのレポートを作成します。Lightning Experience でテリトリーをより容易に管理します。

コラボレーション売上予測: テリトリー売上予測 (正式リリース)、売上予測の
共有 (正式リリース)、機能強化された売上予測ページ
テリトリー別に売上を予測します。売上予測を同僚と共有します。売上予測ページでより多くの情報を取得
し、改善されたナビゲーションを使用できます。

このセクションの内容:

テリトリー別の売上予測 (正式リリース)

テリトリー売上予測では、予想される商談収益を営業テリトリー間で比較するスナップショットがチーム
に提供されます。今月、最も多くの商談を成立させたテリトリーをテリトリー売上予測で確認できます。
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売上予測の共有 (正式リリース)

あなたの売上予測を参照、調整し、売上予測に関するレポートを作成する必要があるすべての人が、それ
を確実にできるようにします。
売上予測ページの機能強化
売上予測ページにタイムスタンプ、ブレッドクラムなど、ナビゲーションを改善する機能が含まれるよう
になりました。

テリトリー別の売上予測 (正式リリース)

テリトリー売上予測では、予想される商談収益を営業テリトリー間で比較するスナップショットがチームに提
供されます。今月、最も多くの商談を成立させたテリトリーをテリトリー売上予測で確認できます。
対象: この変更は、Developer Edition と Performance Edition、および Sales Cloud が付属する Enterprise Edition と Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: 営業チームがエンタープライズテリトリー管理を使用している場合、商談収益をテリトリー別お
よびロール別に予測できます。
理由: テリトリー売上予測を有効にした場合、ユーザは次のことができます。
• 各商談に割り当てられたテリトリーに基づいて、商談収益売上予測の積み上げ集計を参照する。
• ユーザに割り当てられているテリトリーの商談収益売上予測を参照する。
• 商談所有者がテリトリーに割り当てられているかどうかに関係なく、テリトリー売上予測に含まれる商談

を参照する。
• 子テリトリーの売上予測にドリルダウンする。
• テリトリーに売上予測マネージャがいない場合、テリトリーの各営業担当の売上予測にドリルダウンする。

テリトリー売上予測 (1) は、他の売上予測種別のようにユーザロール階層に基づくのではなく、テリトリー階
層 (2) に基づきます。ユーザは、[表示設定] の [売上予測種別] の下にある [テリトリー別商談収益] (3) を選択し
て、ロールベースの売上予測からテリトリー売上予測に切り替えます。
方法:
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テリトリー売上予測を営業チームが使用できるようにするには、[設定] で [テリトリー別商談収益] 売上予測種
別を追加します (4)。

Summer '18 以降の変更
• 調整および調整メモがサポートされます。
• ユーザは、関連付けられたテリトリーごとに売上予測を参照できます。
• ユーザはテリトリー名またはテリトリーの売上予測マネージャ名で検索でき、別のテリトリーの売上予測

に移動できます。
• ユーザはブレッドクラムを使用して、テリトリーの売上予測に戻ることができます。
• 売上予測ページおよび [設定] で、新しい売上予測種別は、有効なテリトリーモデルの名前ではなく、[テリ

トリー別商談収益] として表示されます。
Chatter REST API では、テリトリー売上予測がサポートされます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Territory Forecasts (テリトリー売上予測) (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: Enable and Set Up Territory Forecasts (テリトリー売上予測の有効化および設定) (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: Assign Forecast Managers to Territories (テリトリーへの売上予測マネージャの割り当て) (リリース
プレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

売上予測の共有 (正式リリース)

あなたの売上予測を参照、調整し、売上予測に関するレポートを作成する必要があるすべての人が、それを確
実にできるようにします。
対象: この変更は、Professional Edition、Performance Edition、および Developer Edition と、Sales Cloud が付属する Enterprise

Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: ロールベースの売上予測階層内の売上予測マネージャは、自分の売上予測ページを会社内のすべ
ての Salesforce ユーザと共有できます。
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理由: 次に例を示します。David は自分の売上予測を、営業担当の関係者である Jennifer と共有できます。David

は休暇に出かけるときに、David に代わって業務を行う同僚の Meryl と共有します。

売上予測ページで、共有ボタンをクリックします (1)。

共有相手の同僚 (2) とアクセスレベル ([参照のみ] または [表示および編集]) を選択します。[表示および編集] の
アクセス権を持つユーザは調整を行うことができます。共有した売上予測を [売上予測を共有] ポップアップで
管理します。ここで、  (3) をクリックして、売上予測の共有を停止できます。
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共有している売上予測を表示するには、売上予測ページで [私の共有売上予測] リスト (4) から同僚を選択しま
す。
方法: コラボレーション売上予測が設定されている場合、追加の設定なしに共有できます。

Summer '18 以降の変更
• 売上予測ページで売上予測の共有にアクセスします。売上予測の共有が API に制限されなくなりました。
• 売上予測を共有する場合、同僚が売上予測を調整できるようにするか、同僚に売り上げ予測を表示するだ

けにするかを指定します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Share Forecasts and Manage Shared Forecasts (売上予測の共有および共有した売上予測の管理) (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)

売上予測ページの機能強化
売上予測ページにタイムスタンプ、ブレッドクラムなど、ナビゲーションを改善する機能が含まれるようにな
りました。
対象: この変更は、Professional Edition、Performance Edition、および Developer Edition と、Sales Cloud が付属する Enterprise

Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
理由:
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• ブレッドクラムは、表示されているビューが売上予測階層内のどの場所にあるかを示すことで、コンテキ
ストを提供します (1)。ブレッドクラムをクリックすると、関連するページに切り替わります。

• ヘッダーには、選択した売上予測種別が表示されます (2)。これを調べるのに [表示設定] を確認する必要は
ありません。

• 新しい検索機能を使用して、売上予測を容易に見つけることができます (3)。テリトリー売上予測を有効に
している場合、検索項目に 3 文字以上を入力すると、結果にユーザとテリトリーの両方の名前が含まれま
す。

• [共有] ボタンを使用すると、ロールベースの売上予測階層内の売上予測マネージャは自分の売上予測ペー
ジを利害関係者と共有できます (4)。

• タイムスタンプは、ページが更新された日付と時刻を示します (5)。進行中のデータ更新は示されません。
• 下位テリトリーおよび子テリトリーの積み上げ集計を除き、ゼロのみを含む行は表示されません。つまり、

意味のあるデータを見つけるためにグリッド全体をスクロールする必要はありません。すべての値がゼロ
の行を表示するには、[表示設定] で [すべての値が 0 の行を表示] を選択します (6)。

方法: コラボレーション売上予測が設定されている場合、追加の設定なしに以上の機能強化を利用できます。

関連トピック:

テリトリー別の売上予測 (正式リリース)

売上予測の共有 (正式リリース)

エンタープライズテリトリー管理: テリトリー別の売上予測 (正式リリース)
テリトリー売上予測では、予想される商談収益を営業テリトリー間で比較するスナップショットがチームに提
供されます。今月、最も多くの商談を成立させたテリトリーをテリトリー売上予測で確認できます。
対象: この変更は、Developer Edition と Performance Edition、および Sales Cloud が付属する Enterprise Edition と Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

テリトリー別の売上予測 (正式リリース)
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取引先: Lightning Experience で複数の取引先チームメンバーをより迅速に追加
取引先チームメンバーを 1 人ずつ時間をかけて追加する時代がついに終わりました。営業担当は複数の取引先
チームメンバーを同時に追加できるようになったため、To-Do リストのそれ以外の業務により多くの時間をか
けることができます。また、営業担当には、編集を許可されたチームメンバー項目のみが表示されます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に
適用されます。
方法: 取引先チームを有効にしている場合、追加の設定なしにこの更新が適用されます。営業担当がチームメ
ンバーを追加する場合、取引先の [取引先チーム] 関連リストで [チームメンバーの追加]をクリックします。次
に、新しいすべての取引先チームメンバーの利用可能な項目を入力して、[保存] をクリックします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 取引先チームメンバーの追加 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能
になる可能性があります)

キャンペーン: Pardot と Salesforce のキャンペーンメンバーの同期、キャンペー
ン関連リストの検索条件の迅速な調整
接続された Pardot および Salesforce キャンペーンのメンバーリストの同期を維持し、キャンペーン関連リストの
検索条件を一時的に容易に変更します。

このセクションの内容:

キャンペーン: Pardot と Salesforce のキャンペーンメンバーの同期の維持
マーケティングチームが Pardot と Salesforce キャンペーンを接続する場合、どちらのシステムを使用してキャ
ンペーンメンバーを追加するかについて躊躇する必要はありません。Salesforce キャンペーンに追加された
メンバーは Pardot 内の接続されたレコードに表示されます。その逆も同様です。
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クイック検索条件を使用した [キャンペーン] 関連リストへのドリルダウン
クイック検索条件を使用すると、[キャンペーン] 関連リストの検索条件セットを簡単に調整できます。ク
イック検索条件は、保存されず、現在のセッション中のみ存続し、共有できないという点で通常のリスト
ビュー検索条件とは異なります。クイック検索条件を使用して、コミットメントなしでリストビューを簡
単に絞り込むことができます。

キャンペーン: Pardot と Salesforce のキャンペーンメンバーの同期の維持
マーケティングチームが Pardot と Salesforce キャンペーンを接続する場合、どちらのシステムを使用してキャン
ペーンメンバーを追加するかについて躊躇する必要はありません。Salesforce キャンペーンに追加されたメン
バーは Pardot 内の接続されたレコードに表示されます。その逆も同様です。
対象: この変更は、Pardot アカウントが接続されている Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、
Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。

関連トピック:

プロスペクトから Salesforce キャンペーンメンバーの作成

クイック検索条件を使用した [キャンペーン] 関連リストへのドリルダウン
クイック検索条件を使用すると、[キャンペーン] 関連リストの検索条件セットを簡単に調整できます。クイッ
ク検索条件は、保存されず、現在のセッション中のみ存続し、共有できないという点で通常のリストビュー検
索条件とは異なります。クイック検索条件を使用して、コミットメントなしでリストビューを簡単に絞り込む
ことができます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、および Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。

方法:キャンペーンメンバーおよびキャンペーンインフルエンスの [キャンペーン] 関連リストで、 をクリッ
クしてクイック検索条件を追加します。
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リード: reCAPTCHA を使用しないリードを却下
スパム送信者が偽のリードを送信することを阻止します。reCAPTCHA 検証を使用しない Web-to-リードから生成
されたリードを却下します。
対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および
Developer Edition の Salesforce Classic と Lightning Experience に適用されます。
方法: [設定] で [Web-to-リード設定] ページに移動し、[reCAPTCHA 確認が必要] 設定を探します。この設定を有効
にすると、[Web-to-リードフォームの作成] ページの [HTML に reCAPTCHA を含める] 設定が有効になります。次
に、Web サイトの HTML に reCAPTCHA コードが含まれていることを確認します。

新しい組織では、[reCAPTCHA 確認が必要] がデフォルトで有効になっています。
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メモ: 組織で reCAPTCHA がすでに使用されている場合は、[reCAPTCHA 確認が必要]を手動で有効にします。
この設定を有効にしたら、Web サイトのコードに reCAPTCHA 検証コードが含まれていることを確認するこ
とが重要です。HTML コードを再生成し、Web サイトで HTML コードを更新することが必要になる場合があ
ります。Web サイトに reCAPTCHA コードが含まれていない場合、リードは送信できません。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 営業チームの Web サイトからのリードの生成 (リリースプレビューの時点で内容が刷新さ
れたり、使用不能になる可能性があります)

商談: 前の商談所有者の編集権限の保持

エディション

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

Lightning Experience で商談を新しい所有者に移行する場合、前の商談チームも一
緒に保持するように選択できるようになりました。また、切り換えた後も前の
所有者の参照・更新アクセス権を保持するように選択することもできます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise

Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、および Developer Edition の Lightning

Experience と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。
方法:

[商談チームをそのまま使用する]を選択すると、[前の所有者の編集権限を保持]

オプションを使用できるようになります。

中核的なセールス機能のその他の変更
[設定] から LinkedIn Sales Navigator AppExchange パッケージをインストールします。テリトリーの商談をすばやく
表示し、そのレポートを作成します。Lightning Experience でテリトリーをより容易に管理します。
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このセクションの内容:

LinkedIn Sales Navigator のインテグレーション
今までよりも短い時間で営業担当の LinkedIn Sales Navigator を設定します。新しい LinkedIn Sales Navigator 設定
ページでは、AppExchange にアクセスしなくても LinkedIn Sales Navigator 設定ページからパッケージをインス
トールできます。その後、新しい設定ページの手順に従ってプロセス全体を完了できます。
商談リストビューをテリトリーで絞り込み
エンタープライズテリトリー管理ユーザは、[私のテリトリー] および [私のテリトリーチーム] 条件を使用し
て、自分のテリトリーに割り当てられた商談を簡単に見つけることができます。
商談レポートをテリトリーで絞り込み
エンタープライズテリトリー管理ユーザは、[私のテリトリー] および [私のテリトリーチーム] 条件を使用し
て、自分のテリトリーに割り当てられた商談に関するレポートを簡単に作成できます。
Lightning Experience で取引先の更新時にテリトリーの割り当てをトリガ
ユーザは取引先編集ページで [保存時にこの取引先をテリトリールールに照らして評価する] を選択するの
に Salesforce Classic に切り替える必要がなくなりました。このチェックボックスをオンにすると、取引先の更
新および保存時に Salesforce で割り当てルールが実行されます。これにより、テリトリー割り当てを最新の
状態に保つことができます。
役員ニュース記事の廃止
ニュースコンポーネントとニュースアプリケーションに、特定のレコードと関連付けられている会社に勤
務する役員に関する記事が含まれなくなりました。これまでも役員に関するニュースはほとんどなかった
ため、特に不自由になることはありません。

LinkedIn Sales Navigator のインテグレーション
今までよりも短い時間で営業担当の LinkedIn Sales Navigator を設定します。新しい LinkedIn Sales Navigator 設定ペー
ジでは、AppExchange にアクセスしなくても LinkedIn Sales Navigator 設定ページからパッケージをインストールで
きます。その後、新しい設定ページの手順に従ってプロセス全体を完了できます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance

Edition、および Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: LinkedIn を介して Sales Navigator シートライセンスを別途購入します。
方法: [設定] の [LinkedIn Sales Navigator] ページで LinkedIn Sales Navigator をインストールします。

インストールが完了したら、[設定] ページに表示される手順を実行し、Salesforce を Sales Navigator に接続して、
私のドメインを有効にして、Sales Navigator を使用するように Lightning レコードページをカスタマイズします。
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商談リストビューをテリトリーで絞り込み
エンタープライズテリトリー管理ユーザは、[私のテリトリー] および [私のテリトリーチーム] 条件を使用し
て、自分のテリトリーに割り当てられた商談を簡単に見つけることができます。
対象: この変更は、Developer Edition と Performance Edition、および Sales Cloud が付属する Enterprise Edition と Unlimited

Edition の 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。
方法:
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商談リストビューを作成するときに、テリトリー条件を選択します。

関連トピック:

外出先でのテリトリーの商談の検索

商談レポートをテリトリーで絞り込み
エンタープライズテリトリー管理ユーザは、[私のテリトリー] および [私のテリトリーチーム] 条件を使用し
て、自分のテリトリーに割り当てられた商談に関するレポートを簡単に作成できます。
対象: この変更は、Developer Edition および Performance Edition と、Sales Cloud が付属する Enterprise Edition および
Unlimited Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
方法:

商談レポートを作成または実行するときに、テリトリー条件を選択します。

Lightning Experience で取引先の更新時にテリトリーの割り当てをトリガ
ユーザは取引先編集ページで [保存時にこの取引先をテリトリールールに照らして評価する] を選択するのに
Salesforce Classic に切り替える必要がなくなりました。このチェックボックスをオンにすると、取引先の更新お
よび保存時に Salesforce で割り当てルールが実行されます。これにより、テリトリー割り当てを最新の状態に保
つことができます。
対象: この変更は、Developer Edition と Performance Edition、および Sales Cloud が付属する Enterprise Edition と Unlimited

Edition の 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。
方法:
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このチェックボックスを取引先レイアウトプロパティに追加した場合、ユーザが Lightning Experience で取引先
を編集するときにこのチェックボックスを使用できます。

関連トピック:

外出先でのテリトリー取引先割り当ての管理

役員ニュース記事の廃止
ニュースコンポーネントとニュースアプリケーションに、特定のレコードと関連付けられている会社に勤務す
る役員に関する記事が含まれなくなりました。これまでも役員に関するニュースはほとんどなかったため、特
に不自由になることはありません。
対象: この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および
Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: ニュース (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)

生産性機能: 不達メールアドレスアラート、メール追跡オプション、
通話記録
無効なメールアドレスのためにメールが到達しなかった場合、不達警告が表示されます。メールが開封された
かどうかと、いつ開封されたかを把握します。トレーニングおよび品質管理の目的で Lightning Dialer による通
話を記録します。

このセクションの内容:

Inbox: カスタム Einstein メールインサイトによる関連性の高い提案
メールの内容の中で何を探すかを Einstein に指示することで、営業担当に最も関連性の高いメールインサイ
トを提供します。
メール環境: リストメールおよびアクションの添付ファイル、不達通知、メール追跡、クイックテキスト
グループへのリストメールで添付ファイルを使用したり、メールアクションに添付ファイルを追加したり
します。メールが到達していないことを把握し、追跡を使用して顧客へのメールの影響を確認します。ク
イックテキストを使用してメールの作成時間を節約します。また、メールのセキュリティが強化されてい
ます。
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メールテンプレート: プライバシーと差し込み項目の改善、テンプレートの添付ファイル、Classic テンプレー
トの使用環境の改善
メールテンプレートの公開準備ができるまで、メールテンプレートを非公開にしておくことができるよう
になりました。関連する差し込み項目のみが表示され、取引先責任者とリードに対して 1 つの差し込み項
目を使用します。テンプレートに添付ファイルを追加します。
Lightning Dialer: 録音およびコールブリッジ
Dialer で通話記録がサポートされるようになりました。営業担当は、コールブリッジ機能を使用して卓上電
話または携帯電話で Dialer コールを行うこともできます。
Einstein 活動キャプチャ: Einstein メールインサイトの改善、推奨接続
ビジネスに適合するようにメールインサイトをカスタマイズします。営業担当はインサイトからアクショ
ンを実行し、そこでフィードバックを残すことができます。さらに、見込み客とつながっている同僚を確
認し、新しいビジネスを見つけます。
活動: クイックアクションの ToDo アラーム、クイックテキスト、活動タイムラインの検索条件の改善
ToDo クイックアクションを設定するときにアラームを含めます。行動と ToDo でクイックテキストを使用で
きます。永続的な検索条件と、表示する活動種別のより詳細に制御によって活動タイムラインが改善され
ました。活動タイムラインにメール不達通知とメール追跡が表示されます。
Kanban: 最近参照したデータの可用性、Kanban ビューの検索
[最近参照したデータ] リストビューから Kanban ビューの機能を探索します。レコードを検索するために別
のビューに切り替える必要はありません。Kanban ビューで検索を使用できるようになりました。
カレンダー: 一連の行動、ToDo 条件の追加
営業担当は Lightning Experience および Salesforce アプリケーションから定期的な行動をスケジュールできます。
また、営業担当はより多くの条件を使用して、カレンダーに表示する ToDo をカスタマイズできます。ま
た、任意のユーザインターフェースから行動の参加者を変更できます。
Sales Console: カスタマイズされたナビゲーション項目、マクロとクイックテキストの改善
Sales Console で営業担当の生産性を高めるための多くの機能がロールアウトされます。営業担当はナビゲー
ション項目メニューをパーソナライズできるほか、マクロとクイックテキストを論理グループに整理でき
ます。Salesforce Classic コンソールアプリケーションを使用している営業担当は、Lightning Experience にすばや
く切り替えることができます (ユーザプロファイルメニューのリンクを探すだけです)。

Inbox: カスタム Einstein メールインサイトによる関連性の高い提案
メールの内容の中で何を探すかを Einstein に指示することで、営業担当に最も関連性の高いメールインサイト
を提供します。
対象: この機能は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で有料オプションで使用可能な、Salesforce Inbox モバイルアプリケーションの新機能です。Einstein 活動キャプ
チャの標準ユーザは、カスタム Einstein メールインサイトを使用できません。

関連トピック:

ビジネスに適合するように Einstein メールインサイトをカスタマイズ
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メール環境: リストメールおよびアクションの添付ファイル、不達通知、メー
ル追跡、クイックテキスト
グループへのリストメールで添付ファイルを使用したり、メールアクションに添付ファイルを追加したりしま
す。メールが到達していないことを把握し、追跡を使用して顧客へのメールの影響を確認します。クイックテ
キストを使用してメールの作成時間を節約します。また、メールのセキュリティが強化されています。

このセクションの内容:

メール不達からの戻り
取引先責任者、リード、個人取引先にメールが到達しなかった場合、営業担当はそのことを知る必要があ
ります。警告がない場合、営業担当は返ってこない返信を待つことになります。営業担当は無効なメール
アドレスを持つリード、取引先責任者、個人取引先と、配信されなかった特定のメールを把握できるよう
になりました。
顧客が会社からのメールを開封したかどうかをすばやく確認
活動タイムラインを一目見るだけで、営業担当が Salesforce を介して送信したメールを顧客がいつ開封した
のかを確認できます。
顧客が会社からのメールを開封した場合の追跡の無効化
営業担当が Salesforce を介して送信したメールをいつ開封したのかを追跡されることを望まない顧客の要求
に従います。
リストメールへの添付ファイルの追加
添付ファイルは、会社のメールマーケティング戦略の重要な部分になる可能性があります。人のグループ
へのリストメール内で添付ファイルを使用します。
メールとリストメールでクイックテキストを使用して営業担当の時間を節約
営業担当のメールに、類似する多くのコンテンツが含まれていませんか? そんな場合に耳より情報です。営
業担当は同じメッセージを何度も繰り返し入力するのではなく、メールおよびリストメールツールバーに
あるクイックテキストボタンを使用して「次の方法で連絡をください: メールと携帯電話」などの共通の表
現を入力できます。
再設計された DKIM 鍵によるメールセキュリティの改善
DomainKeys Identified Mail (DKIM) 鍵で潜在的なセキュリティ脆弱性に対応するため、鍵の作成方法が改善され
ました。公開鍵や非公開鍵を手動で操作する必要はなくなります。代わりに、Salesforce によって公開鍵を
含む TXT レコードが DNS に公開されます。鍵がサードパーティによって侵害されるリスクを軽減するため、
自動的な鍵の循環も追加されます。また、鍵の共有によってセキュリティ脆弱性が発生する可能性がある
ため、DKIM 鍵のインポート機能が削除されます。
SMTP 認証によるメールリレーの保護
メールリレーを設定する場合、Salesforce メールサーバとメールリレーホスト間の SMTP 認証を有効にできま
す。
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メール不達からの戻り
取引先責任者、リード、個人取引先にメールが到達しなかった場合、営業担当はそのことを知る必要がありま
す。警告がない場合、営業担当は返ってこない返信を待つことになります。営業担当は無効なメールアドレス
を持つリード、取引先責任者、個人取引先と、配信されなかった特定のメールを把握できるようになりまし
た。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: すべてのユーザが不達警告を参照できます。レコードの更新権限がユーザにある場合、ユーザは
取引先責任者のメールアドレスを更新して不達警告を削除できます。
理由: 不達警告は、リード、取引先責任者、および個人取引先レコードのメールアドレスの横に表示されます
(1)。

営業担当は不達警告を活動タイムラインでも参照できます (2)。
営業担当がメールアドレスの横にある警告をクリックすると、メールアドレスを更新するための適切な詳細
ページが表示されます。
方法: 不達管理を有効化するには、[設定] から [メール] をクリックし、[配信到達性] をクリックします。[不達
管理の有効化] を選択します。
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不達情報を表示するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「拡張メール」と入力し、[拡張メール]を選
択します。[有効化] をクリックします。

関連トピック:

活動タイムラインでのメール追跡および不達情報の表示
Salesforce ヘルプ: 拡張メールによるメール機能の強化 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: Enable Email Bounce Handling (メール不達処理の有効化) (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)

IdeaExchange: 不達メールアクティビティを不達としてマーク

顧客が会社からのメールを開封したかどうかをすばやく確認
活動タイムラインを一目見るだけで、営業担当が Salesforce を介して送信したメールを顧客がいつ開封したのか
を確認できます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: 以前は、会社からのメールを顧客がいつ開封したのかを確認するために、営業担当が HTML メール状況レ
ポートを実行していました。今後、追跡情報は活動タイムラインに表示されます。

営業担当者は、会社からのメールを顧客がいつ開封したのかを確認できます。
必要に応じて、[初回開封日] 項目と [最終開封日] 項目をメールページレイアウトに追加し、そこで情報を参
照することもできます。

メール追跡情報の収集と表示を行うには、拡張メールとメール追跡を有効にする必要があります。
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メモ:  Lightning Experience では、メール開封追跡は、Salesforce、Office 365、Gmail、メールリレーを介して送
信されたすべてのメールに適用されます。Lightning Experience で Einstein 活動キャプチャを使用するユーザ
によって送信されたメールの開封追跡は、活動タイムラインと HTML 状況レポートのどちらにも表示され
ません。
メール追跡はメール-to-ケースには適用されません。

関連トピック:

顧客が会社からのメールを開封した場合の追跡の無効化
活動タイムラインでのメール追跡および不達情報の表示
Salesforce ヘルプ: 顧客のデータプライバシー設定の保存 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、
使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: メールの開封追跡 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能
性があります)

Salesforce ヘルプ: 拡張メールの設定 (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)

IdeaExchange: 商談および取引先の HTML メールの状況の表示
IdeaExchange: Lightning での HTML メールの状況

顧客が会社からのメールを開封した場合の追跡の無効化
営業担当が Salesforce を介して送信したメールをいつ開封したのかを追跡されることを望まない顧客の要求に従
います。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
方法: 営業担当が取引先責任者、リード、個人取引先に送信したメールを追跡しているかどうかが活動タイム
ラインに表示されます。

会社からのメールをいつ開封したのかを追跡されることを望まない顧客の要求を記録するには、データ保護と
プライバシーを有効にします。
[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、[データ保護の詳細をレポート
で利用できるようにする] を選択します。
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Salesforce から送信された個々のメールは、[処理しない] および [追跡しない] 設定に従います。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: データ保護とプライバシー (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: 顧客のデータプライバシー設定の保存 (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: 特定の顧客による会社のメールの開封追跡を無効化 (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)

リストメールへの添付ファイルの追加
添付ファイルは、会社のメールマーケティング戦略の重要な部分になる可能性があります。人のグループへの
リストメール内で添付ファイルを使用します。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience に適用されます。
方法: リストメールを作成しているときに添付ファイルを追加します。
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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)

メールとリストメールでクイックテキストを使用して営業担当の時間を節約
営業担当のメールに、類似する多くのコンテンツが含まれていませんか? そんな場合に耳より情報です。営業
担当は同じメッセージを何度も繰り返し入力するのではなく、メールおよびリストメールツールバーにあるク
イックテキストボタンを使用して「次の方法で連絡をください: メールと携帯電話」などの共通の表現を入力
できます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

ワンクリック — ボタン 1 つでメールにクイックテキストを挿入
Salesforce ヘルプ: クイックテキストの設定と使用 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不
能になる可能性があります)

再設計された DKIM 鍵によるメールセキュリティの改善
DomainKeys Identified Mail (DKIM) 鍵で潜在的なセキュリティ脆弱性に対応するため、鍵の作成方法が改善されまし
た。公開鍵や非公開鍵を手動で操作する必要はなくなります。代わりに、Salesforce によって公開鍵を含む TXT

レコードが DNS に公開されます。鍵がサードパーティによって侵害されるリスクを軽減するため、自動的な鍵
の循環も追加されます。また、鍵の共有によってセキュリティ脆弱性が発生する可能性があるため、DKIM 鍵
のインポート機能が削除されます。
対象: この変更は、すべてのエディションの 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。
方法: この重要な更新を有効にして、セキュリティを強化し、DKIM 鍵の作成と管理を容易にします。[設定] か
ら、[クイック検索] ボックスに「重要な更新」と入力します。次に、[重要な更新]を選択します。[メールセキュ
リティが強化されるように再設計された DomainKeys Identified Mail (DKIM) 鍵機能の有効化] で、[有効化] をクリッ
クします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Setting Up More Secure DKIM Keys (より安全な DKIM 鍵の設定) (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)

SMTP 認証によるメールリレーの保護
メールリレーを設定する場合、Salesforce メールサーバとメールリレーホスト間の SMTP 認証を有効にできます。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Salesforce Classic と Lightning Experience に適用されます。
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方法:  [設定] の [メールリレー] でメールリレーを作成し、SMTP 認証設定を有効にします。
SMTP 認証を有効にする前に、この機能を Sandbox 組織でテストして、使用するメールリレーでこの機能が期待
どおりに動作することを確認します。一部のメールサービスでは、メールリレーの SMTP 認証がサポートされ
ません。

メールテンプレート: プライバシーと差し込み項目の改善、テンプレートの添
付ファイル、Classic テンプレートの使用環境の改善
メールテンプレートの公開準備ができるまで、メールテンプレートを非公開にしておくことができるようにな
りました。関連する差し込み項目のみが表示され、取引先責任者とリードに対して 1 つの差し込み項目を使用
します。テンプレートに添付ファイルを追加します。

このセクションの内容:

メールテンプレートのプライバシーを営業担当が管理
営業担当はメールテンプレートの公開準備ができるまで、メールテンプレートを非公開にしておくことが
できるようになりました。以前は、すべての Lightning メールテンプレートが公開になっていました。
関連する差し込み項目のみをメールテンプレートに表示
メールテンプレートを作成する場合、使用できない差し込み項目が表示されるのは望ましくありません。
これに悩まされることがなくなりました。
差し込み項目ピッカーでリードと取引先責任者に焦点を絞る
営業担当がメール受信者の差し込み項目を指定した場合、取引先責任者とリードの対応する項目のみが差
し込み項目に表示されるようになりました。取引先責任者とリード用の個別のテンプレートを作成する必
要はありません。
Lightning Experience の新しい方法で Salesforce Classic メールテンプレートの管理
営業担当はメールまたはリストメールの作成中に Salesforce Classic メールテンプレートに容易にアクセスでき
ますが、メールテンプレートのホームには Lightning メールテンプレートのみが表示されます。営業担当が、
保存またはブックマークした URL を使用して Salesforce Classic メールテンプレートにアクセスした場合、[設
定] の [Classic メールテンプレート] を使用してテンプレートのプレビューと編集を行うように通知されます。
Salesforce Classic メールテンプレートの挿入後に添付ファイルを使用
Salesforce Classic メールテンプレートを Lightning Experience メールに挿入できることは既に知られています。今
後は、既存のコンテンツを使用してメールに添付ファイルも追加できるようになりました。テキスト、カ
スタム HTML、およびレターヘッドのメールテンプレートの場合、営業担当は [ファイル] から添付ファイル
を追加できます。
Lightning メールテンプレートへの添付ファイルの追加
会社のマーケティング資料をメールテンプレートの一部とすることができるようになりました。メールテ
ンプレートに添付ファイルを追加することで、営業担当は、顧客にメールを送信するときに重要なパンフ
レットを含めることを覚えておくことについて心配する必要はありません。また、添付ファイルに最新の
コンテンツを常に確実に含めることができます。
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メールテンプレートのプライバシーを営業担当が管理
営業担当はメールテンプレートの公開準備ができるまで、メールテンプレートを非公開にしておくことができ
るようになりました。以前は、すべての Lightning メールテンプレートが公開になっていました。
対象:この変更は、Personal Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: 「公開 Lightning メールテンプレートを管理」権限を持つユーザは公開メールテンプレートを作成
できます。この権限のないユーザは非公開メールテンプレートのみを作成できます。
方法: すべてのユーザが自分の非公開メールテンプレートと、所有しているすべての公開メールテンプレート
を編集できます。営業担当がメールテンプレートを開く、挿入する、または保存するときに、公開フォルダま
たは非公開フォルダを選択できます。

公開メールテンプレートをユーザが作成できるようにするには、ユーザに「公開 Lightning メールテンプレート
を管理」ユーザ権限を付与します。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力します。次
に、[権限セット]を選択し、標準権限セットの 1 つをクリックして、[システム権限]をクリックします。[編集]

をクリックし、[公開 Lightning メールテンプレートを管理] を選択して、[保存] をクリックします。
「すべてのデータの編集」権限を持つシステム管理者とユーザが非公開メールテンプレートの URL を持ってい
る場合、他のユーザの非公開フォルダにあるテンプレートを参照、編集、コピー、削除することができます。
非公開メールテンプレートのコピーを保存すると、システム管理者の非公開フォルダに保存されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Manage Public and Private Email Templates in Lightning Experience (Lightning Experience での公開および
非公開メールテンプレートの管理) (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: Select Who Can Manage Public Email Templates in Lightning Experience (Lightning Experience で公開メー
ルテンプレートを管理できるユーザの選択) (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)

関連する差し込み項目のみをメールテンプレートに表示
メールテンプレートを作成する場合、使用できない差し込み項目が表示されるのは望ましくありません。これ
に悩まされることがなくなりました。
対象:この変更は、Personal Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
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方法: メールテンプレートを作成または編集するときに、関連エンティティ種別を選択します。

関連エンティティ種別を選択すると、そのエンティティの差し込み項目がメールテンプレートコンポーザに表
示されます。
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関連エンティティ種別を選択しない場合、メールテンプレートコンポーザに追加の差し込み項目は表示されま
せん。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でのテンプレートの作成 (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)

差し込み項目ピッカーでリードと取引先責任者に焦点を絞る
営業担当がメール受信者の差し込み項目を指定した場合、取引先責任者とリードの対応する項目のみが差し込
み項目に表示されるようになりました。取引先責任者とリード用の個別のテンプレートを作成する必要はあり
ません。
対象:この変更は、Personal Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: メールテンプレートでの差し込み項目の使用 (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

Lightning Experience の新しい方法で Salesforce Classic メールテンプレートの管理
営業担当はメールまたはリストメールの作成中に Salesforce Classic メールテンプレートに容易にアクセスできま
すが、メールテンプレートのホームには Lightning メールテンプレートのみが表示されます。営業担当が、保存
またはブックマークした URL を使用して Salesforce Classic メールテンプレートにアクセスした場合、[設定] の
[Classic メールテンプレート] を使用してテンプレートのプレビューと編集を行うように通知されます。
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対象:この変更は、Personal Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience での Classic メールテンプレートの使用 (リリースプレビューの時点で内容
が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce Classic メールテンプレートの挿入後に添付ファイルを使用
Salesforce Classic メールテンプレートを Lightning Experience メールに挿入できることは既に知られています。今後
は、既存のコンテンツを使用してメールに添付ファイルも追加できるようになりました。テキスト、カスタム
HTML、およびレターヘッドのメールテンプレートの場合、営業担当は [ファイル] から添付ファイルを追加でき
ます。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience に適用されます。

メモ:  Salesforce Classic Visualforce メールテンプレートを Lightning Experience メールに挿入する場合、添付ファ
イルを追加できません。

方法: Salesforce Classic メールテンプレートを挿入します。

営業担当はメールに添付ファイルを追加できます。

147

生産性機能: 不達メールアドレスアラート、メール追跡
オプション、通話記録

Salesforce Winter '19 リリースノート

https://help.salesforce.com/articleView?id=classic_templates_in_lightning.xml&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=classic_templates_in_lightning.xml&language=ja


Salesforce Classic メールテンプレートに含まれている添付ファイルを変更するには、[設定] で [Classic メールテン
プレート] に移動します。
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関連トピック:

Lightning Experience での Visualforce メールテンプレートの使用
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience での Classic メールテンプレートの使用 (リリースプレビューの時点で内容
が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

Lightning メールテンプレートへの添付ファイルの追加
会社のマーケティング資料をメールテンプレートの一部とすることができるようになりました。メールテンプ
レートに添付ファイルを追加することで、営業担当は、顧客にメールを送信するときに重要なパンフレットを
含めることを覚えておくことについて心配する必要はありません。また、添付ファイルに最新のコンテンツを
常に確実に含めることができます。
対象:この変更は、Personal Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience で作成されたメールテンプレートに適用されます。
方法: メールテンプレートを編集するときに、[関連] タブをクリックして、ファイルをアップロードします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でのテンプレートの作成 (リリースプレビューの時点で内容が刷新された
り、使用不能になる可能性があります)

Lightning Dialer: 録音およびコールブリッジ
Dialer で通話記録がサポートされるようになりました。営業担当は、コールブリッジ機能を使用して卓上電話
または携帯電話で Dialer コールを行うこともできます。

メモ: 現時点では、米国とカナダへの発信電話のみがサポートされています。

このセクションの内容:

Dialer コールの録音
通話を後で参照する必要がありますか? 営業担当は、Lightning Dialer で行った通話を録音できるようになりま
した。営業担当は通話記録を使用して、重要な会話を聞き直したり、営業テクニックを改善したりできま
す。
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会社電話での Dialer コール
営業担当は卓上電話または携帯電話を使用して Lightning Dialer コールを行うことができます。コールブリッ
ジ機能を使用して、Lightning Dialer を使用するすべてのメリットと、個別のビジネス回線を使用する利便性
を得ることができます。別個のビジネス回線を使用することは、特に営業担当がインターネット接続の弱
い地域で Lightning Dialer を使用する場合に役立ちます。コールブリッジを有効にした場合、営業担当の Dialer

番号への着信電話も、指定された電話番号に転送されます (受信ライセンスがある場合)。

Dialer コールの録音
通話を後で参照する必要がありますか? 営業担当は、Lightning Dialer で行った通話を録音できるようになりまし
た。営業担当は通話記録を使用して、重要な会話を聞き直したり、営業テクニックを改善したりできます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

の Lightning Experience に適用されます。
理由: 重要な通話を通話パネルから直接録音します。録音の開始と一時停止を容易に行うことができ、通話パ
ネルの上部には通話が録音されているかどうかが示されます。

営業担当は、個人設定の [記録の設定] ページで、デフォルトで通話を録音するように選択できます。
通話記録は Salesforce にファイルとして保存されます。1 時間の記録で約 15 MB のストレージ容量が使用され、
記録には Salesforce の他のファイルと同じ共有ルールが適用されます。システム管理者は [設定] の [レコード管
理] ページから通話記録を削除できます。
法律で義務付けられている場合、ユーザは通話受信者に通話監視について通知し、通話受信者から要請されれ
ば監視を中止する必要があります。

150

生産性機能: 不達メールアドレスアラート、メール追跡
オプション、通話記録

Salesforce Winter '19 リリースノート



方法: 通話記録を有効にするには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Dialer 設定」と入力し、[Dialer

設定] を選択します。

会社電話での Dialer コール
営業担当は卓上電話または携帯電話を使用して Lightning Dialer コールを行うことができます。コールブリッジ
機能を使用して、Lightning Dialer を使用するすべてのメリットと、個別のビジネス回線を使用する利便性を得る
ことができます。別個のビジネス回線を使用することは、特に営業担当がインターネット接続の弱い地域で
Lightning Dialer を使用する場合に役立ちます。コールブリッジを有効にした場合、営業担当の Dialer 番号への着
信電話も、指定された電話番号に転送されます (受信ライセンスがある場合)。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

の Lightning Experience に適用されます。
理由: 営業担当の Lightning Dialer (またはローカルプレゼンス) 番号の表示を含め、営業担当は Lightning Dialer を使
用するすべてのメリットを引き続き得ることができます。営業担当は通話を記録したり、事前に録音したボイ
スメールメッセージを残したり、通話をマネージャに聞かせたりできます。ただし、マネージャはコールブ
リッジを使用して通話を監視することはできません。
営業担当は、個別の電話番号を個人設定の [Dialer 設定] で指定できます。

メモ: この機能を使用すると、通常の通話の 2 倍の時間が消費されます。1 つの回線で Dialer 番号が電話に
接続され、もう 1 つの回線が通話先に接続されるため、各通話が「ブリッジ」されて 1 つにまとめられま
す。

方法: コールブリッジアクセスを許可するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Dialer 設定」と入
力し、[Dialer 設定] を選択します。

Einstein 活動キャプチャ: Einstein メールインサイトの改善、推奨接続
ビジネスに適合するようにメールインサイトをカスタマイズします。営業担当はインサイトからアクションを
実行し、そこでフィードバックを残すことができます。さらに、見込み客とつながっている同僚を確認し、新
しいビジネスを見つけます。
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このセクションの内容:

ビジネスに適合するように Einstein メールインサイトをカスタマイズ
メールの内容の中で何を探すかを Einstein に指示することで、営業担当は最も関連性の高いメールインサイ
トを得ることができます。業界に固有の単語を特定することで、営業担当は最大の影響を及ぼすインサイ
トを得ることができます。
Einstein メールインサイトに対するアクション
営業担当が商談を前進させるのに役立つ推奨アクションがメールインサイトに含まれるようになりました。
Einstein メールインサイトに関するフィードバックを残す
個々のインサイトの関連性に関するフィードバックを残すことで、メールインサイトの正確性を高めます。
推奨接続を使用して適切な人にアクセス
ネットワーク内の重要なコネクションを表示して、営業担当が Einstein で新規ビジネスを発見できるように
します。これで、営業担当は、取引先責任者、リード、または個人取引先に接触したことがある同僚にメー
ルするか、その同僚のプロファイルを参照して、アドバイスを求めたり紹介を依頼したりできます。

ビジネスに適合するように Einstein メールインサイトをカスタマイズ
メールの内容の中で何を探すかを Einstein に指示することで、営業担当は最も関連性の高いメールインサイト
を得ることができます。業界に固有の単語を特定することで、営業担当は最大の影響を及ぼすインサイトを得
ることができます。
対象: この機能は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience の新機能で
す。この機能は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で有料オプションで使用可能な、Salesforce Inbox モバイルアプリケーションの新機能です。Einstein 活動キャプ
チャの標準ユーザは、カスタム Einstein メールインサイトを使用できません。
理由: たとえば、自動車業界の場合、メールに含まれる車、自動車、運転、レースなどの単語を探すようにメー
ルインサイトをカスタマイズできます。最大 10 個のインサイトを作成して有効化します。
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カスタムメールインサイトは標準メールインサイトと同様に活動タイムラインとメール詳細ページに表示され
ます。Inbox モバイルアプリケーションのユーザの場合、Inbox にカスタムメールインサイトが表示されます。

メモ: カスタムメールインサイトは、個人取引先には適用されません。

設定: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Einstein メールインサイト」と入力し、[Einstein メールイン
サイト] を選択します。[新規] をクリックします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Einstein メールインサイトの有効化 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用
不能になる可能性があります)
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Einstein メールインサイトに対するアクション
営業担当が商談を前進させるのに役立つ推奨アクションがメールインサイトに含まれるようになりました。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

の Lightning Experience に適用されます。
理由: 営業担当がメールのインサイトを取得したら (1)、展開されたインサイトからアクションを直接実行でき
ます (2)。

たとえば、営業担当が「スケジュール要求済み」インサイトから行動を作成するとします。行動の詳細には
メールからの情報が含まれます。営業担当の必要な操作は、日時を選択し、件名を追加して、行動を保存する
ことだけです。
使用可能なアクションは、インサイトの種別によって異なります。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Einstein メールインサイトの有効化 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用
不能になる可能性があります)
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Einstein メールインサイトに関するフィードバックを残す
個々のインサイトの関連性に関するフィードバックを残すことで、メールインサイトの正確性を高めます。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition の Lightning Experience に
適用されます。
方法: インサイトをクリックして展開します。次に、インサイトが正確であったかどうかを Salesforce に伝えま
す。この情報は将来のインサイトを向上する目的で機械学習モデルによって使用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Einstein メールインサイトの有効化 (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)

推奨接続を使用して適切な人にアクセス
ネットワーク内の重要なコネクションを表示して、営業担当が Einstein で新規ビジネスを発見できるようにし
ます。これで、営業担当は、取引先責任者、リード、または個人取引先に接触したことがある同僚にメールす
るか、その同僚のプロファイルを参照して、アドバイスを求めたり紹介を依頼したりできます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

の Lightning Experience に適用されます。
理由: [推奨接続] では、営業担当は、取引先責任者、リード、または個人取引先との最も強いコネクションを
持つ同僚を確認できます。同僚とその人物との間で多くのメールやミーティングがあったため、コネクション
が強い場合があります。
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コネクションの名前をクリックすると、詳細カードが表示されます。そこから、同僚のプロファイルに移動し
たり、人をフォローしたりできます。

方法: [推奨接続] Lightning コンポーネントを取引先責任者、リード、および個人取引先レコードページに追加し
ます。

活動: クイックアクションの ToDo アラーム、クイックテキスト、活動タイムラ
インの検索条件の改善
ToDo クイックアクションを設定するときにアラームを含めます。行動と ToDo でクイックテキストを使用でき
ます。永続的な検索条件と、表示する活動種別のより詳細に制御によって活動タイムラインが改善されまし
た。活動タイムラインにメール不達通知とメール追跡が表示されます。
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このセクションの内容:

ToDo クイックアクションにアラームを含める
営業担当が ToDo を絶対に忘れないようにする簡単な方法があります。ToDo クイックアクションを設定する
ときに、アラームを含めることができます。以前は、ユーザは ToDo を作成した後、アラームを設定するよ
うに ToDo を編集する必要がありました。クイックアクションを含む ToDo を作成すると、アクションによっ
てアラームが自動的に作成されるようになりました。
行動と ToDo でクイックテキストを使用して営業担当の時間を節約
営業担当に同様の多くの ToDo や行動がありませんか? そんな場合に耳より情報です。クイックテキストが
ToDo と行動でサポートされるようになりました。同じ内容を何度も繰り返し入力するのではなく、クイッ
クテキストを使用して「ミーティング場所の日時を確認」のような共通の説明を入力できるようになりま
した。
活動タイムラインの永続的な検索条件で時間を節約
営業担当は活動タイムラインで、好みの検索条件設定を保存できます。
活動タイムラインに表示する活動種別の選択
営業担当は不要な情報を減らし、活動タイムラインに表示する必要がある活動種別に集中できます。
活動タイムラインでのメール追跡および不達情報の表示
ユーザはメールが及ぼしている影響を知りたがっています。ユーザは不達とメール追跡の情報を活動タイ
ムラインで一目で確認できます。メールが開封されたかどうか、メールが開封されたのはいつか、あるい
はメールが追跡されていないかどうかが各メール活動に示されます。
グローバル検索結果を ToDo の件名により絞り込み
営業担当は検索結果を絞り込んで、特定の件名を持つ ToDo を見つけることができます。定義済みの件名を
使用している場合、その件名で絞り込むことで、グループ化作業を容易にすることができます。たとえば、
展示会後に活動リストを作成する場合、営業担当は ToDo 内で「展示会」を検索した後、定義済みの件名内
の定義済みの件名「活動」で絞り込みます。また、この絞り込みは、活動の検索結果レイアウト内の必須
の [件名] 項目に基づくため、追加の設定は必要ありません。件名は検索結果ページに常に表示されるため、
いつでも絞り込むことができます。

ToDo クイックアクションにアラームを含める
営業担当が ToDo を絶対に忘れないようにする簡単な方法があります。ToDo クイックアクションを設定すると
きに、アラームを含めることができます。以前は、ユーザは ToDo を作成した後、アラームを設定するように
ToDo を編集する必要がありました。クイックアクションを含む ToDo を作成すると、アクションによってアラー
ムが自動的に作成されるようになりました。
対象: この変更は、Contact Manager Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、
Unlimited Edition、Developer Edition、および Database.com Edition の Lightning Experience と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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方法: クイックアクションレイアウトに [アラーム設定] 項目を追加します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: クイックアクション (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可
能性があります)

ブログ記事: Pro Tip: Boost Productivity with Activity Actions in Lightning Experience (プロのヒント: Lightning Experience で
の活動アクションによる生産性の向上)

IdeaExchange: Lightning クイックアクションからの作成時に ToDo アラームの設定を許可
IdeaExchange: リードレコードの新規 ToDo のアラーム設定
IdeaExchange: Lightning クイックアクションバージョンでの破損した設定アラームボックス

行動と ToDo でクイックテキストを使用して営業担当の時間を節約
営業担当に同様の多くの ToDo や行動がありませんか? そんな場合に耳より情報です。クイックテキストが ToDo

と行動でサポートされるようになりました。同じ内容を何度も繰り返し入力するのではなく、クイックテキス
トを使用して「ミーティング場所の日時を確認」のような共通の説明を入力できるようになりました。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

ToDo と行動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設定と使用 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不
能になる可能性があります)

活動タイムラインの永続的な検索条件で時間を節約
営業担当は活動タイムラインで、好みの検索条件設定を保存できます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: 検索条件を開き、[適用して保存] をクリックします。
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活動タイムラインに表示する活動種別の選択
営業担当は不要な情報を減らし、活動タイムラインに表示する必要がある活動種別に集中できます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: 検索条件を開き、[すべての種別] をクリックします。次に、関心のない種別を選択解除します。

活動タイムラインでのメール追跡および不達情報の表示
ユーザはメールが及ぼしている影響を知りたがっています。ユーザは不達とメール追跡の情報を活動タイムラ
インで一目で確認できます。メールが開封されたかどうか、メールが開封されたのはいつか、あるいはメール
が追跡されていないかどうかが各メール活動に示されます。
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対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

メール不達からの戻り
顧客が会社からのメールを開封したかどうかをすばやく確認
IdeaExchange: 商談および取引先の HTML メールの状況の表示
IdeaExchange: Lightning での HTML メールの状況
IdeaExchange: 不達メールアクティビティを不達としてマーク

グローバル検索結果を ToDo の件名により絞り込み
営業担当は検索結果を絞り込んで、特定の件名を持つ ToDo を見つけることができます。定義済みの件名を使
用している場合、その件名で絞り込むことで、グループ化作業を容易にすることができます。たとえば、展示
会後に活動リストを作成する場合、営業担当は ToDo 内で「展示会」を検索した後、定義済みの件名内の定義
済みの件名「活動」で絞り込みます。また、この絞り込みは、活動の検索結果レイアウト内の必須の [件名] 項
目に基づくため、追加の設定は必要ありません。件名は検索結果ページに常に表示されるため、いつでも絞り
込むことができます。
対象: この変更は、Contact Manager Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、
Unlimited Edition、Developer Edition、Database.com Edition の Lightning Experience に適用されます。
理由: 検索結果ページのサイドバーで [ToDo] をクリックし、検索条件を使用して結果を絞り込みます。

メモ: ただし、ドロップダウンリストから「活動」を選択することはできません。代わりに「活動」と入
力してください。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience での検索結果の絞り込みおよび並び替え (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)

Kanban: 最近参照したデータの可用性、Kanban ビューの検索
[最近参照したデータ] リストビューから Kanban ビューの機能を探索します。レコードを検索するために別の
ビューに切り替える必要はありません。Kanban ビューで検索を使用できるようになりました。

このセクションの内容:

[最近参照したデータ] リストでの Kanban ビューの取得
ユーザは、ほぼすべてのオブジェクトの [最近参照したデータ] リストビューから Kanban ビューに切り替え
ることができます。
Kanban ビューでのレコードの検索
ユーザは Kanban ビュー内から、選択したリストビューを検索することで、必要なレコードにすばやく焦点
を絞ることができます。

[最近参照したデータ] リストでの Kanban ビューの取得
ユーザは、ほぼすべてのオブジェクトの [最近参照したデータ] リストビューから Kanban ビューに切り替えるこ
とができます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance

Edition、および Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: [最近参照したデータ] リストビュー (1) を選択し、[次の形式で表示] メニュー (2) から [Kanban] を選択しま
す。
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Kanban ビューでのレコードの検索
ユーザは Kanban ビュー内から、選択したリストビューを検索することで、必要なレコードにすばやく焦点を
絞ることができます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance

Edition、および Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: 検索ボックスに検索語を入力し、一致するレコードを表示します。

カレンダー: 一連の行動、ToDo 条件の追加
営業担当は Lightning Experience および Salesforce アプリケーションから定期的な行動をスケジュールできます。
また、営業担当はより多くの条件を使用して、カレンダーに表示する ToDo をカスタマイズできます。また、
任意のユーザインターフェースから行動の参加者を変更できます。

このセクションの内容:

一連の行動のスケジュール (ベータ)

毎日、毎週、毎月の行動など、繰り返される行動を営業担当が Lightning Experience および Salesforce アプリケー
ションからスケジュールできるようにします。
カレンダーに表示する ToDo のカスタマイズ
リストビューを使用して取引先、期日、作業種別のどの項目で ToDo を並び替えるかにかかわらず、営業担
当は ToDo のカレンダーを作成するときにリストビューを検索条件として適用できます。これにより、最も
重要な ToDo のみをカレンダーに追加することで、最も差し迫った ToDo に焦点を絞ることができます。ま
た、営業担当はさまざまな ToDo リストに基づいて複数のカレンダーを作成するときに、さまざまな色を使
用して ToDo を整理することで、重要事項を視覚的に表すことができます。
任意のユーザインターフェースからのミーティング参加者の追加と削除
被招集者 (Lightning Experience) と招待者 (Salesforce Classic) は同じデータにリンクしているため、これらの項目
の更新は簡単です。Lightning Experience および Salesforce アプリケーションから被招集者を操作するように営
業担当を設定した場合、営業担当は Salesforce Classic から招待者を編集するためのアクセス権を失わなくなり
ました。
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一連の行動のスケジュール (ベータ)

毎日、毎週、毎月の行動など、繰り返される行動を営業担当が Lightning Experience および Salesforce アプリケー
ションからスケジュールできるようにします。
対象: この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、および Developer Edition の Lightning Experience とすべてのバージョンのモバイルアプリケーションに適用
されます。

メモ: 一連の行動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。一連の行動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しません。また、いかなる時点でもこの機能を
終了できるものとします。この機能は、評価目的のみで、本番での使用を目的にしたものではありませ
ん。この機能は、そのままの状態で提供され、サポートされておらず、ここから生じる、またはこれに
関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任も負いません。すべての制約、Salesforce の権
利の保留、本サービスに関する義務、および関連する Salesforce 以外のアプリケーションならびにコンテ
ンツの条件は、この機能の使用に等しく適用されます。

方法: 一連の行動を営業担当がスケジュールできるようにするには、行動のページレイアウトで [繰り返し] を
追加します。
これで、営業担当は一連の行動をスケジュールするのに [繰り返し] を選択できます。
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関連トピック:

生産性の機能: Lightning Experience の考慮事項

カレンダーに表示する ToDo のカスタマイズ
リストビューを使用して取引先、期日、作業種別のどの項目で ToDo を並び替えるかにかかわらず、営業担当
は ToDo のカレンダーを作成するときにリストビューを検索条件として適用できます。これにより、最も重要
な ToDo のみをカレンダーに追加することで、最も差し迫った ToDo に焦点を絞ることができます。また、営業
担当はさまざまな ToDo リストに基づいて複数のカレンダーを作成するときに、さまざまな色を使用して ToDo

を整理することで、重要事項を視覚的に表すことができます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
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方法: 営業担当はカレンダービューから ToDo のカレンダーを作成する場合、条件のリストで ToDo リストビュー
を使用できます。営業担当が 1 つを選択すると、そのリストビューの ToDo のみが新しいカレンダーとして追
加されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience での ToDo 期日のカレンダーの作成 (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)

IdeaExchange: Salesforce カレンダーでの未完了の ToDo の表示

任意のユーザインターフェースからのミーティング参加者の追加と削除
被招集者 (Lightning Experience) と招待者 (Salesforce Classic) は同じデータにリンクしているため、これらの項目の更
新は簡単です。Lightning Experience および Salesforce アプリケーションから被招集者を操作するように営業担当を
設定した場合、営業担当は Salesforce Classic から招待者を編集するためのアクセス権を失わなくなりました。
対象: この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、および Developer Edition の Salesforce Classic に適用されます。
方法: 任意のユーザインターフェースから営業担当がミーティング参加者を更新できるようにするには、行動
のページレイアウトに被招集者項目を追加します。

関連トピック:

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たり、使用不能になる可能性がありま
す)

Sales Console: カスタマイズされたナビゲーション項目、マクロとクイックテ
キストの改善
Sales Console で営業担当の生産性を高めるための多くの機能がロールアウトされます。営業担当はナビゲーショ
ン項目メニューをパーソナライズできるほか、マクロとクイックテキストを論理グループに整理できます。
Salesforce Classic コンソールアプリケーションを使用している営業担当は、Lightning Experience にすばやく切り替
えることができます (ユーザプロファイルメニューのリンクを探すだけです)。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition (Sales Cloud 付属) の Lightning Experience に適用されます。

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。
[設定] から Salesforce Classic コンソールアプリケーションを Lightning Experience にアップグレードすることは
できません。Lightning Experience で使用を開始するには、Salesforce 提供の Sales Console アプリケーションを
カスタマイズします。

方法: Sales Console では次の新機能を使用できます。
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Lightning コンソールアプリケーション: カスタマイズ可能なタブ、カスタマイズ可能なナビゲーション項目、
追加 API、Visualforce の上書き

カスタマイズ可能なタブタイトル、タブアイコン、ナビゲーション項目で独自のコンソールを作成します。
Lightning コンソール JavaScript API でコンソール URL を生成して開き、ナビゲーション項目を設定できます。
コンソールアプリケーションでの Visualforce の上書きのサポートにより、Salesforce Classic で Visualforce の上書
きを利用できます。

生産性: フォルダと共有、ボタン
マクロとクイックテキストを整理して、探しているものを容易に見つけます。フォルダ全体を共有し、そ
のフォルダ内のすべてのマクロやクイックテキストに他のユーザがすばやく簡単にアクセスできるように
します。メール、行動、ToDo の新しいボタンによってテキストの挿入が容易になり、わかりやすくなりま
す。

Salesforce Classic コンソールアプリケーションから Lightning Experience への直接切り換え
Lightning Experience に Salesforce Classic コンソールアプリケーションから容易にアクセスできるようになりまし
た。ユーザプロファイルメニューで [Lightning Experience に切り替え] リンクをクリックするだけです。こ
のリンクはすべてのユーザの Salesforce Classic コンソールアプリケーションに自動的に表示されます。

表示密度設定を使用したビューの変更
営業担当は、2 つの Lightning Experience 表示密度設定を使用してデータの表示方法を制御できます。ページ
レイアウトを変更する必要もありません。営業担当がユーザプロファイルメニューからコンソールの密度
を変更するだけです。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience コンソールの制限事項 (リリースプレビューの時点で内容が刷新された
り、使用不能になる可能性があります)

Lightning Data: 一致の選択、使いやすくなった表示ラベル
営業担当は Lightning Data レコードと自分の取引先またはリードとの間で一致を制御できるようになりました。
また、一部の表示ラベルの変更により、Lightning Data が使いやすくなりました。

このセクションの内容:

自動一致が適切でない場合の一致の選択
一部の Lightning Data パッケージでは、設定されたしきい値を満たす最高の一致スコアを使用して一致が自
動的に選択されます。ただし、自動一致が最適な一致ではないことがあります。営業担当は自動一致を上
書きできるようになりました。営業担当は、しきい値に満たないスコアを持つ一致から選択することもで
きます。
状況の表示ラベル [該当なし] の変更
Lightning Data の一致の使い勝手を向上させるため、類似するレコードがないことを示す状況が [一致なし] に
変更されました。以前は、この状況の表示ラベルは [該当なし] でした。
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一致の信頼性スコアの表示ラベルの変更
Lightning Data の一致の使い勝手を向上させるため、表示ラベルの [一致の信頼性スコア] が [一致スコア] に置
き換えられました。このスコアは、Lightning Data レコードが Salesforce レコードにどの程度近似しているか
を示します。これは、自動一致および手動一致の向上に役立ちます。
住所項目の表示ラベルの変更
Lightning Data の項目を標準オブジェクトと一致させ、内部的な使い勝手を向上させるため、表示ラベルの
[都道府県] を [都道府県] に変更し、[郵便番号] を [郵便番号] に変更しました。

自動一致が適切でない場合の一致の選択
一部の Lightning Data パッケージでは、設定されたしきい値を満たす最高の一致スコアを使用して一致が自動的
に選択されます。ただし、自動一致が最適な一致ではないことがあります。営業担当は自動一致を上書きでき
るようになりました。営業担当は、しきい値に満たないスコアを持つ一致から選択することもできます。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition (Lightning Data

パッケージを使用して D&B Optimizer に基づいて取引先またはリードを更新している場合) の Lightning Experience

に適用されます。
理由: 1 つのレコードに対して複数の一致が Lightning Data によって検出されたとします。少なくとも 1 つの一致
のスコアが、設定された最小値を満たしています。最高の一致スコアを持つレコードが自動的に選択されま
す。この自動一致を上書きするため、営業担当は [他の一致] をクリックします。

最大 10 件の一致が表示されます。営業担当が一致を選択する上で一致スコアと他の関連情報が役立ちます。
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Lightning Data によって、最小一致スコアに満たない一致のみが検出されたとします。そのため、自動一致はあ
りません。代わりに、Salesforce レコードには [一致あり] の状況が設定されています。

一致を表示するには、[更新] をクリックします。

関連トピック:

一致の信頼性スコアの表示ラベルの変更
Salesforce ヘルプ: Test the Match Score Setting (一致スコアの設定のテスト) (リリースプレビューの時点で内容が刷
新されたり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: Check for New Data Matched to a Record in Lightning Experience (Lightning Experience のレコードに一致
する新しいデータがあるかどうかの確認) (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)

AppExchange: Lightning Data

状況の表示ラベル [該当なし] の変更
Lightning Data の一致の使い勝手を向上させるため、類似するレコードがないことを示す状況が [一致なし] に変
更されました。以前は、この状況の表示ラベルは [該当なし] でした。
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対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition (Lightning Data

パッケージを使用してレコードを更新している場合) の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されま
す。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: データ状況 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があ
ります)

一致の信頼性スコアの表示ラベルの変更
Lightning Data の一致の使い勝手を向上させるため、表示ラベルの [一致の信頼性スコア] が [一致スコア] に置き
換えられました。このスコアは、Lightning Data レコードが Salesforce レコードにどの程度近似しているかを示し
ます。これは、自動一致および手動一致の向上に役立ちます。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition (Lightning Data

パッケージを使用してレコードを更新している場合) の Lightning Experience に適用されます。
理由: 最小一致スコアの設定は、一致スコアをサポートするパッケージのルール設定に含まれます。

また、営業担当がレコードの一致候補から選択している場合、一致スコアが表示されるようになりました。
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関連トピック:

自動一致が適切でない場合の一致の選択
Salesforce ヘルプ: Test the Match Score Setting (一致スコアの設定のテスト) (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)

住所項目の表示ラベルの変更
Lightning Data の項目を標準オブジェクトと一致させ、内部的な使い勝手を向上させるため、表示ラベルの [都道
府県] を [都道府県] に変更し、[郵便番号] を [郵便番号] に変更しました。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition (Lightning Data

パッケージを使用してレコードをインポートしている場合) の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience で取引先としてインポートする会社の検出 (リリースプレビューの時点で
内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

Google とのインテグレーション: メール作成時の生産性の向上、API
によってトリガされた変更の同期
営業担当は Salesforce の商談を Gmail™ と Google カレンダーで直接作業できます。API を介して行動を作成または
編集するように Salesforce をカスタマイズしている場合、その変更が営業担当のカレンダーに同期するようにな
りました。プレミアム環境にアップグレードするためのオプションが Lightning for Gmail に含まれます。これに
は、メール作成時に営業担当の生産性を高めるための一連の機能が含まれます。
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このセクションの内容:

Lightning Sync for Google: API によってトリガされた更新の同期、柔軟な同期オプション
Lightning Sync の改善によって、営業担当のより多くの行動が Google アプリケーションと同期されるように
なります。たとえば、API を介して行動に加えられた変更および Salesforce Classic で作成された追加の行動が
同期されるようになりました。

Lightning Sync for Google: API によってトリガされた更新の同期、柔軟な同期オ
プション
Lightning Sync の改善によって、営業担当のより多くの行動が Google アプリケーションと同期されるようになり
ます。たとえば、API を介して行動に加えられた変更および Salesforce Classic で作成された追加の行動が同期され
るようになりました。

このセクションの内容:

イベント同期および編集オプションによる柔軟性の向上
Salesforce Classic から作業している営業担当が、双方向または Salesforce から Google 方向に同期するように設定
します。設定すると、営業担当は引き続き Salesforce Classic から行動を作成および編集できます。営業担当は
Salesforce Classic でこれらの追加の同期および編集オプションを使用して、ビジネスプロセスにとって最も適
切な環境で柔軟に作業を行うことができます。
API を介して行動に加えられた変更の同期
Salesforce と Google アプリケーション間でより多くのデータを同期します。API を介して行動を作成または編
集するように Salesforce をカスタマイズしている場合、その変更が営業担当のカレンダーに同期するように
なりました。

イベント同期および編集オプションによる柔軟性の向上
Salesforce Classic から作業している営業担当が、双方向または Salesforce から Google 方向に同期するように設定し
ます。設定すると、営業担当は引き続き Salesforce Classic から行動を作成および編集できます。営業担当は
Salesforce Classic でこれらの追加の同期および編集オプションを使用して、ビジネスプロセスにとって最も適切
な環境で柔軟に作業を行うことができます。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Salesforce Classic およびすべてのバージョンのモバイルアプリケーションに適用されます。
方法: 営業担当が双方向または Salesforce から Google 方向に同期するようにすでに設定されている場合、設定は
必要ありません。Salesforce Classic で作成および編集された行動は自動的に同期されます。営業担当の同期方向
を変更する必要がある場合、[設定] の Lightning Sync 設定から同期方向を調整します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Sync for Google を営業担当向けに定義 (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)
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API を介して行動に加えられた変更の同期
Salesforce と Google アプリケーション間でより多くのデータを同期します。API を介して行動を作成または編集
するように Salesforce をカスタマイズしている場合、その変更が営業担当のカレンダーに同期するようになりま
した。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の 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。
対象ユーザ: この変更の影響を受けるユーザは、行動を Salesforce から Google カレンダー™ 方向または双方向に
同期するように設定されたユーザです。
方法: Lightning Sync および行動の通常の制限が適用されます。また、被招集者 (Lightning Experience) または招待者
(Salesforce Classic) の変更が API を介して加えられた場合、同期はトリガされません。被招集者および招待者の変
更は、行動の他の同期項目に変更が加えられた場合に同期されます。
設定は必要ありません。API を介して加えられたサポートされる変更は、営業担当の既存の同期設定に基づい
て自動的に同期されます。

関連トピック:

SOAP API 開発者ガイド: Event

Salesforce ヘルプ: Lightning Sync を使用している場合の同期方法 (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

Microsoft® とのインテグレーション: Inbox 機能を備えた Outlook イン
テグレーションの正式リリース、一連の行動の同期、Salesforce for
Outlook の可用性の変更
Inbox を備えた Outlook インテグレーションが正式にリリースされ、Outlook インテグレーションと Salesforce Inbox

の最高の機能が 1 つのソリューションにまとめられました。Lightning Sync の改善によって、営業担当のより多
くの行動が同期されるようになります。Salesforce for Outlook を一切設定していない場合や、営業担当が Salesforce

for Outlook を通常使用していない場合、サービスは提供されなくなります。ただし、Salesforce の最新製品であ
る Outlook インテグレーション (旧称 Lightning for Outlook) と Lightning Sync のサービスはいつでも提供できる状態で
す。Connect for Office は 2019 年前半に廃止されます。

このセクションの内容:

Outlook インテグレーション: Office Store での結合されたアドイン、Inbox 機能の正式リリース、テキストショー
トカット
Lightning for Outlook と Salesforce Inbox を、結合された 1 つのアドインで使用できるようになりました。さら
に、Inbox のプレミアム環境が追加の機能と共に正式リリースされました。
Lightning Sync for Microsoft® Exchange: 一連の行動、API によってトリガされた更新の同期
Lightning Sync の改善によって、営業担当のより多くの行動が Microsoft アプリケーションと同期されるように
なります。たとえば、Lightning Experience と Salesforce アプリケーションで営業担当が作成した一連の行動が
同期されるようになりました。また、API を介して行動に加えられた変更も同期されます。
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Salesforce for Outlook: 製品の可用性とバージョン
製品の可用性とバージョンに関する最新ニュースを入手してください。
Connect for Office: 2019 年 2 月に廃止予定
Microsoft® Excel と Microsoft® Word のアドオン、および標準の差し込み印刷の廃止に向けた準備をしてくださ
い。営業担当がこれらの機能をまだ使用している場合は、製品の廃止に関する記事を参照して詳細を確認
してください。

Outlook インテグレーション: Office Store での結合されたアドイン、Inbox 機能
の正式リリース、テキストショートカット
Lightning for Outlook と Salesforce Inbox を、結合された 1 つのアドインで使用できるようになりました。さらに、
Inbox のプレミアム環境が追加の機能と共に正式リリースされました。

このセクションの内容:

Lightning for Outlook と Salesforce Inbox を 1 つのアドインに結合
Microsoft Store で Lightning for Outlook が Salesforce として掲載されるようになりました。営業担当が標準機能と
プレミアム Inbox 機能のどちらを使用するように設定されているかにかかわらず、この統合により営業担当
の Microsoft® Outlook® 内に Salesforce 環境がもたらされます。
Inbox を備えた Salesforce Outlook インテグレーションによる生産性の向上 (正式リリース)

Inbox を備えた Outlook インテグレーション (Summer '18 では Inbox for Outlook (ベータ) という名前) は Outlook イ
ンテグレーションと Salesforce Inbox の最高の機能を 1 つのソリューションにまとめます。
テキストショートカットによる時間の節約と一貫性の向上
同じ文章を何度も繰り返し書いたり、すべてのメールで決まったセリフを使用したりしていませんか? 時間
を節約し、最も多く使用する語句のショートカットを作成します。メールテンプレートを必要としない、
テキストの小さな部分でショートカットを使用します。

Lightning for Outlook と Salesforce Inbox を 1 つのアドインに結合
Microsoft Store で Lightning for Outlook が Salesforce として掲載されるようになりました。営業担当が標準機能とプレ
ミアム Inbox 機能のどちらを使用するように設定されているかにかかわらず、この統合により営業担当の Microsoft®

Outlook® 内に Salesforce 環境がもたらされます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、および Developer Edition の.Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
方法: Microsoft Store で入手できる Salesforce アドインは Lightning for Outlook アドインの更新であり、Inbox アドイン
を置き換える人気のアドインです。この 1 つのアドインで基本の Outlook インテグレーション機能が提供され
るほか、Inbox ライセンスを持つユーザには Inbox 機能を追加するオプションが提供されます。Lightning for Outlook

をすでに使用している場合は、すべての準備が整っています。インストール済みの Lightning for Outlook アドイ
ンを置き換える必要はありません。すべての Outlook インテグレーション設定は、Salesforce 設定の [Outlook イン
テグレーションおよび同期] ページにあります。
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Inbox を備えた Salesforce Outlook インテグレーションによる生産性の向上 (正式リリース)

Inbox を備えた Outlook インテグレーション (Summer '18 では Inbox for Outlook (ベータ) という名前) は Outlook インテ
グレーションと Salesforce Inbox の最高の機能を 1 つのソリューションにまとめます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、および Developer Edition の.Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
対象ユーザ: Outlook インテグレーション内で Inbox 機能を使用できるのは、Microsoft Outlook を実行する、Inbox ラ
イセンスを持つユーザです。
方法: Inbox 機能を実行するには Inbox ライセンスが必要です。Outlook インテグレーションを使用している場合
は、Salesforce の担当者に連絡して Inbox を購入してください。設定に応じて、アクセスが必要な各営業担当に
「Inbox (Einstein 活動キャプチャあり)」または「Inbox (Einstein 活動キャプチャなし)」権限セットを割り当てま
す。
Salesforce Inbox から、Inbox を備えた Outlook インテグレーションに移行するには、Microsoft Store で入手できる
Salesforce アドインで Salesforce Inbox アドインを置き換えるように各営業担当に指示してください。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Move Sales Reps to Outlook Integration with Inbox (Inbox を備えた Outlook インテグレーションへの営
業担当の移行) (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)

テキストショートカットによる時間の節約と一貫性の向上
同じ文章を何度も繰り返し書いたり、すべてのメールで決まったセリフを使用したりしていませんか? 時間を
節約し、最も多く使用する語句のショートカットを作成します。メールテンプレートを必要としない、テキス
トの小さな部分でショートカットを使用します。
対象:この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、および Developer Edition の.Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
対象ユーザ: テキストショートカットを使用できるのは、Inbox を備えた Outlook インテグレーションのユーザで
す。
理由: 書き出しから結びの挨拶まで、文章からパラグラフに至るまで、送信するすべてのメール内で統一する
あらゆる部分に対してテキストショートカットを使用します。
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方法: Inbox を備えた Outlook インテグレーションでデフォルトのメールアプリケーションペインを使用する場
合、Inbox ライセンスを持つユーザには、テキストショートカットコンポーネントが自動的に含まれます。メー
ルアプリケーションペインのカスタムバージョンを作成している場合、Lightning アプリケーションビルダーを
使用してテキストショートカットコンポーネントをペインに追加します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Outlook インテグレーションのカスタムペインの作成 (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)

Lightning Sync for Microsoft® Exchange: 一連の行動、API によってトリガされた
更新の同期
Lightning Sync の改善によって、営業担当のより多くの行動が Microsoft アプリケーションと同期されるようにな
ります。たとえば、Lightning Experience と Salesforce アプリケーションで営業担当が作成した一連の行動が同期さ
れるようになりました。また、API を介して行動に加えられた変更も同期されます。

このセクションの内容:

Microsoft® カレンダーと Salesforce 間での一連の行動の同期
一連の行動が Lightning Experience と Salesforce アプリケーションのベータ機能として使用できるようになった
ため、営業担当はカレンダー間で行動の同期を維持できます。営業担当は Salesforce カレンダーと Microsoft

カレンダーの両方から行動の作成、再スケジュール、キャンセルができます。
API を介して行動に加えられた変更の同期
Salesforce と Microsoft®アプリケーション間でより多くのデータを同期します。API を介して行動を作成または
編集するように Salesforce をカスタマイズしている場合、その変更が営業担当の Microsoft カレンダーに同期
するようになりました。
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イベント同期および編集オプションによる柔軟性の向上
Salesforce Classic から作業している営業担当が、双方向または Salesforce から Microsoft® Exchange 方向に同期する
ように設定します。設定すると、営業担当は引き続き Salesforce Classic から行動を作成および編集できます。
営業担当はこれらの追加の同期および編集オプションを使用して、ビジネスプロセスにとって最も適切な
環境で柔軟に作業を行うことができます。
[設定] の Lightning Sync ページを新しい名前に変更
Lightning for Outlook が Salesforce Outlook インテグレーションと呼ばれるようになったため、設定ページの名前
も変更しました。設定および他の Lightning Sync 設定を [Outlook インテグレーションおよび同期] 設定ページ
から更新します。

Microsoft® カレンダーと Salesforce 間での一連の行動の同期
一連の行動が Lightning Experience と Salesforce アプリケーションのベータ機能として使用できるようになったた
め、営業担当はカレンダー間で行動の同期を維持できます。営業担当は Salesforce カレンダーと Microsoft カレン
ダーの両方から行動の作成、再スケジュール、キャンセルができます。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の 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。
方法: 営業担当の同期設定から、一連の行動を同期するように営業担当を設定します。[行動検索条件] の下で、
[一連の行動の同期] を選択します。
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API を介して行動に加えられた変更の同期
Salesforce と Microsoft® アプリケーション間でより多くのデータを同期します。API を介して行動を作成または編
集するように Salesforce をカスタマイズしている場合、その変更が営業担当の Microsoft カレンダーに同期するよ
うになりました。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の 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。
対象ユーザ: この変更の影響を受けるユーザは、行動を Salesforce から Microsoft カレンダー方向または双方向に
同期するように設定されたユーザです。
方法: Lightning Sync および行動の通常の制限が適用されます。また、被招集者 (Lightning Experience) または招待者
(Salesforce Classic) の変更が API を介して加えられた場合、同期はトリガされません。被招集者および招待者の変
更は、行動の他の同期項目に変更が加えられた場合に同期されます。
設定は必要ありません。API を介して加えられたサポートされる変更は、営業担当の既存の同期設定に基づい
て自動的に同期されます。

関連トピック:

SOAP API 開発者ガイド: Event

Salesforce ヘルプ: Lightning Sync を使用している場合の同期方法 (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

イベント同期および編集オプションによる柔軟性の向上
Salesforce Classic から作業している営業担当が、双方向または Salesforce から Microsoft® Exchange 方向に同期するよ
うに設定します。設定すると、営業担当は引き続き Salesforce Classic から行動を作成および編集できます。営業
担当はこれらの追加の同期および編集オプションを使用して、ビジネスプロセスにとって最も適切な環境で柔
軟に作業を行うことができます。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Salesforce Classic およびすべてのバージョンのモバイルアプリケーションに適用されます。
方法: 営業担当が双方向または Salesforce から Exchange 方向に同期するようにすでに設定されている場合、設定
は必要ありません。Salesforce Classic で作成および編集された行動は自動的に同期されます。営業担当の同期方
向を変更する必要がある場合、[設定] の Lightning Sync 設定から同期方向を調整します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Sync for Google を営業担当向けに定義 (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)

[設定] の Lightning Sync ページを新しい名前に変更
Lightning for Outlook が Salesforce Outlook インテグレーションと呼ばれるようになったため、設定ページの名前も
変更しました。設定および他の Lightning Sync 設定を [Outlook インテグレーションおよび同期] 設定ページから更
新します。
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対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の
Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。

関連トピック:

Lightning for Outlook と Salesforce Inbox を 1 つのアドインに結合

Salesforce for Outlook: 製品の可用性とバージョン
製品の可用性とバージョンに関する最新ニュースを入手してください。

このセクションの内容:

新規のお客様は Salesforce for Outlook を使用不可
Salesforce for Outlook を一切設定していない場合や、営業担当が Salesforce for Outlook に通常ログインしていない
場合、サービスは組織に提供されなくなります。ご安心ください。従来よりも機能が優れている次世代製
品の Outlook インテグレーション (旧称 Lightning for Outlook) と Lightning Sync がすぐにサービスを提供できます。
また、これまでの経験を活かして、同製品では Microsoft とのインテグレーションが大幅に改善されていま
す。
予定されている Salesforce for Outlook のパッチはありません
現在、Winter '19 で Salesforce for Outlook の新しいバージョンをリリースする予定はありません。通常のユーザ
は Salesforce for Outlook v3.4.3 で引き続き作業でき、必要な場合は、そのクライアントを Salesforce for Outlook ダ
ウンロードページからダウンロードできます。ただし、拡張機能と容易なアップグレードを利用する準備
ができている場合は、次世代機能である Outlook インテグレーション (旧称 Lightning for Outlook) と Lightning Sync

に移行することをお勧めします。
以前のバージョンの機能の喪失についてのお知らせ
Microsoft® が Internet Explorer® 8、9、10 を廃止したときに、Salesforce for Outlook ではこれらのブラウザのサポー
トを終了しました。その結果、そのブラウザで動作するように構築されていた以前の Salesforce for Outlook

バージョンは一部のサイドパネル機能を失いました。Salesforce for Outlook で作業を継続するには、通常のユー
ザがいる組織は Salesforce for Outlook v3.4.3 にアップグレードすることができます。これは、引き続きサポート
されている Internet Explorer 11 で動作します。ただし、この機会に次世代機能である Outlook インテグレーショ
ン (旧称 Lightning for Outlook) と Lightning Sync に移行し、拡張機能と容易なアップグレードをユーザに提供す
ることをお勧めします。

新規のお客様は Salesforce for Outlook を使用不可
Salesforce for Outlook を一切設定していない場合や、営業担当が Salesforce for Outlook に通常ログインしていない場
合、サービスは組織に提供されなくなります。ご安心ください。従来よりも機能が優れている次世代製品の
Outlook インテグレーション (旧称 Lightning for Outlook) と Lightning Sync がすぐにサービスを提供できます。また、
これまでの経験を活かして、同製品では Microsoft とのインテグレーションが大幅に改善されています。
対象: この変更は、Group Edition、Contact Manager Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、
Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の 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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対象ユーザ: Winter '19 以降、Salesforce for Outlook を一切設定していない場合は、組織で使用できなくなります。
設定したけれども前回のリリース (Spring '18) でログインしたユーザがいない場合、組織内のどのユーザもこの
製品を使用できなくなります。Salesforce システム管理者は、以前に作成した Outlook 設定にアクセスしたり、
新しい Outlook 設定を作成したりできません。
前回のリリースで、ログインした Salesforce for Outlook ユーザが 1 人でもいる場合、組織内のすべてのユーザは
引き続きサービスを使用できます。すべてのユーザが最新のクライアントにログインまたはダウンロードでき
ます。システム管理者は、ユーザの追加や削除など、Outlook の設定を作成および編集できます。
理由: 営業担当は、Salesforce for Outlook と同じ作業を行うことができますが、次の点で Outlook インテグレーショ
ンと Lightning Sync の方が優れています。
• 管理プロセスが簡略化される。Salesforce for Outlook とは異なり、手動アップグレードは不要です。製品の更

新がロールアウトされると、年 3 回の Salesforce リリースと一緒に自動的に取得されます。
• ユーザが Salesforce Classic と Lightning Experience のどちらで作業していても使用可能。
• 最も革新的な機能 (各種ユーザのカスタムレイアウト、改善されたメール操作環境、設定の手間を省く営業

担当の同期環境のエンドツーエンド制御) が提供される。
方法: Salesforce for Outlook へのアクセス権があるかどうかを確認するには、システム管理者は [設定] で [Outlook 設
定] ページに移動できます。ユーザは個人設定で Salesforce for Outlook の [デスクトップアドオン] ページに移動で
きます。両方のページで、アクセス権のない顧客には、Salesforce for Outlook が使用できなくなったことを示す
お知らせが表示されます。[Outlook 設定] ページでは、Outlook インテグレーションと Lightning Sync の設定リソー
スがシステム管理者に提供されます。ここでこのリソースをリンクしました。探し回る必要はありません。

関連トピック:

Trailhead: Make the Move from Salesforce for Outlook (Salesforce for Outlook からの移行) (リリースプレビューの時点で
内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: Lightning for Outlook 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)

予定されている Salesforce for Outlook のパッチはありません
現在、Winter '19 で Salesforce for Outlook の新しいバージョンをリリースする予定はありません。通常のユーザは
Salesforce for Outlook v3.4.3 で引き続き作業でき、必要な場合は、そのクライアントを Salesforce for Outlook ダウン
ロードページからダウンロードできます。ただし、拡張機能と容易なアップグレードを利用する準備ができて
いる場合は、次世代機能である Outlook インテグレーション (旧称 Lightning for Outlook) と Lightning Sync に移行する
ことをお勧めします。
対象: この変更は、Group Edition、Contact Manager Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、
Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Salesforce Classic と Lightning Experience に適用されま
す。
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方法: リリースノートを定期的にチェックして、Winter '19 で新しいバージョンを利用できるかどうかを確認し
てください。

関連トピック:

Salesforce Trailblazer Community: Salesforce for Outlook リリースノート v3.4.3 (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:  Salesforce for Outlook からの移行について学ぶ (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)

以前のバージョンの機能の喪失についてのお知らせ
Microsoft® が Internet Explorer® 8、9、10 を廃止したときに、Salesforce for Outlook ではこれらのブラウザのサポートを
終了しました。その結果、そのブラウザで動作するように構築されていた以前の Salesforce for Outlook バージョ
ンは一部のサイドパネル機能を失いました。Salesforce for Outlook で作業を継続するには、通常のユーザがいる
組織は Salesforce for Outlook v3.4.3 にアップグレードすることができます。これは、引き続きサポートされている
Internet Explorer 11 で動作します。ただし、この機会に次世代機能である Outlook インテグレーション (旧称 Lightning

for Outlook) と Lightning Sync に移行し、拡張機能と容易なアップグレードをユーザに提供することをお勧めしま
す。
対象: この変更は、Group Edition、Contact Manager Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、
Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Salesforce Classic と Lightning Experience に適用されま
す。
方法: 古いバージョンの Salesforce for Outlook で作業していることを警告するメッセージがユーザのサイドパネル
に表示されます。このメッセージは、予期しない動作を回避するため Internet Explorer 11 にアップグレードする
ようにユーザを促します。

関連トピック:

Spring '17 リリースノート: 一部の Microsoft® アプリケーションのサポート終了
Salesforce ヘルプ: Salesforce for Outlook のシステム要件 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用
不能になる可能性があります)

Salesforce Trailblazer Community: Salesforce for Outlook リリースノート v3.4.3 (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:  Salesforce for Outlook からの移行について学ぶ (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: 2019 年 2 月に廃止予定
Microsoft® Excel と Microsoft® Word のアドオン、および標準の差し込み印刷の廃止に向けた準備をしてください。
営業担当がこれらの機能をまだ使用している場合は、製品の廃止に関する記事を参照して詳細を確認してくだ
さい。
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対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および
Developer Edition の Salesforce Classic に適用されます。

関連トピック:

ナレッジ記事: Connect for Office Excel Add-in Will Be Retired (Connect for Office Excel アドインの廃止)

ナレッジ記事: Connect for Office Word Add-in and Standard Mail Merge Will Be Retired (Connect for Office Word アドインと
標準差し込み印刷の廃止)

Salesforce CPQ および Salesforce Billing: サブスクリプションオプショ
ンと価格戦略の追加、請求処理と支払ゲートウェイの機能強化
無期限のサブスクリプションを作成し、使用量に基づいて商品価格を設定します。Lightning で注文項目を自動
入力して時間を節約します。ゲートウェイ応答を追跡したり、新規注文および注文キャンセル全体で請求トラ
ンザクションを統合したりするための拡張機能を探索します。

このセクションの内容:

Salesforce CPQ: サブスクリプション種別と価格設定オプションの追加、全体に対する割合の商品の価格方式
の改善、Lightning でのデータ入力の削減
顧客がサービスを無期限に受けることができるようにします。また、顧客の使用量に基づいて商品の価格
を設定し、バンドル全体に基づいて全体に対する割合の商品の価格を設定し、Lightning で注文項目を自動
入力してデータ入力を減らします。
Salesforce Billing: 支払ゲートウェイと収益調整の機能強化、複数の請求トランザクションの管理の簡素化、注
文商品の容易なキャンセル
ゲートウェイ応答を追跡し、失敗した支払を返金し、収益スケジュールの残高を変更します。請求トラン
ザクションを 1 つの請求書品目に統合し、キャンセル請求計画を作成します。

Salesforce CPQ: サブスクリプション種別と価格設定オプションの追加、全体に
対する割合の商品の価格方式の改善、Lightning でのデータ入力の削減
顧客がサービスを無期限に受けることができるようにします。また、顧客の使用量に基づいて商品の価格を設
定し、バンドル全体に基づいて全体に対する割合の商品の価格を設定し、Lightning で注文項目を自動入力して
データ入力を減らします。

メモ:  Salesforce CPQ は有料オプションです。価格設定については、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:

Salesforce CPQ Winter '19 の設定
新しい Salesforce CPQ パッケージをインストールしたら、新機能を設定してページレイアウトを更新します。
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終了日のないサブスクリプションの生成
Salesforce CPQ ユーザは、終了日のない (つまり、更新する必要がない) サブスクリプションを使用して契約を
作成できるようになりました。エバーグリーンサブスクリプションを使用すると、顧客は契約のサブスク
リプションがキャンセルされるまで無期限にサービスを受けることができます。
使用量に基づく商品の価格率の設定 (ベータ)

販売商品またはサービスのユーザ消費量に対する定義済みのレートに基づいて、サブスクリプション商品
の価格を設定します。使用量の単位を設定し、使用量に基づいて異なる価格レートを設定できます。
バンドル全体に基づく全体に対する割合の商品の価格設定
商品オプションの [全体に対する割合の範囲] 項目に [階層全体] の値が追加されました。これを選択すると、
全体に対する割合の商品の価格は、その商品が属するバンドル設定全体 (すべての親および子バンドルを含
む) に基づきます。この範囲で除外されるのは、設定内の他の全体に対する割合の商品のみです。
Lightning で事前入力される注文項目
Lightning の [注文の作成] アクションは、デフォルトの注文ヘッダー項目が事前入力されるようになりまし
た。この機能により Lightningでの手動の注文作成が合理化され、手動のデータ入力が削減されてデータの
精度を確保できます。
改善されたリッチテキストエディタの使用
Salesforce CPQ リッチテキストエディタは Lightning Experience と同じ HTML タグを使用するようになり、操作の
一貫性が高まりました。新しいリッチテキストエディタは、Summer '18 以前の Salesforce CPQ で使用されてい
たリッチテキストエディタとは異なる HTML タグをいくつか使用します。

Salesforce CPQ Winter '19 の設定
新しい Salesforce CPQ パッケージをインストールしたら、新機能を設定してページレイアウトを更新します。
対象: この変更は、Salesforce CPQ のすべてのエディションの Salesforce Classic および Lightning Experience に適用され
ます。
方法:

1. Salesforce CPQ 216 (Winter '19) のパッケージインストールリンクを受け取ったら、
https://help.salesforce.com/articleView?id=cpq_install_cpq_package.htm の手順に従います。

重要:  Salesforce CPQ 214.12.2 より前のバージョンからアップグレードする場合は、最初に 214.12.2 または
後続の 214 バージョンにアップグレードします。その後に目的の 216 バージョンにアップグレードしま
す。

2. インストール後、商品オプションの [全体に対する割合の範囲] 項目に次の選択リスト値を追加します。
• 表示ラベル: 階層全体
• API 参照名: Entire Hierarchy

終了日のないサブスクリプションの生成
Salesforce CPQ ユーザは、終了日のない (つまり、更新する必要がない) サブスクリプションを使用して契約を作
成できるようになりました。エバーグリーンサブスクリプションを使用すると、顧客は契約のサブスクリプ
ションがキャンセルされるまで無期限にサービスを受けることができます。
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対象: この変更は、Salesforce CPQ のすべてのエディションの Salesforce Classic および Lightning Experience に適用され
ます。
対象ユーザ: エバーグリーンサブスクリプションは Salesforce CPQ ユーザが使用できます。
方法: エバーグリーンサブスクリプションを有効にするには、まず Salesforce CPQ パッケージを設定する必要が
あります。
[サブスクリプションと更新] に移動し、[エバーグリーンサブスクリプションを有効化] を選択します。変更内
容を保存します。
既存の Salesforce CPQ ユーザの場合、新しい選択リスト値を商品の [サブスクリプション種別] 項目に手動で追加
します。
• エバーグリーン
• 再生可能/エバーグリーン
新しい Salesforce CPQ ユーザの場合、この選択リスト値は [サブスクリプション種別] 項目に自動的に追加されま
す。
エバーグリーンチェックボックスを契約ページレイアウトに追加するには、契約用のページレイアウトを見つ
けます。
• 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、[契約] 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「契約」と入力し、[ページ
レイアウト] を選択します。

CPQ 契約レイアウトの横にある [編集] をクリックします。トップパネルから、[クイック検索] ボックスに「エ
バーグリーン」と入力します。空のセクションに項目をドラッグし、変更を保存します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: エバーグリーンサブスクリプション
Salesforce ヘルプ: エバーグリーンサブスクリプションの設定
Salesforce ヘルプ: エバーグリーンサブスクリプションの見積および管理

使用量に基づく商品の価格率の設定 (ベータ)

販売商品またはサービスのユーザ消費量に対する定義済みのレートに基づいて、サブスクリプション商品の価
格を設定します。使用量の単位を設定し、使用量に基づいて異なる価格レートを設定できます。
対象: この変更は、Salesforce CPQ のすべてのエディションの Salesforce Classic および Lightning Experience に適用され
ます。

メモ: ベータ機能である使用量ベースの価格設定はプレビューであり、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」とはみなされません。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しません。また、いかなる時点でもこ
の機能を終了できるものとします。この機能は、評価目的のみで、本番での使用を目的にしたものでは
ありません。この機能は、そのままの状態で提供され、サポートされておらず、ここから生じる、また
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はこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任も負いません。すべての制約、
Salesforce の権利の保留、本サービスに関する義務、および関連する Salesforce 以外のアプリケーションなら
びにコンテンツの条件は、この機能の使用に等しく適用されます。使用量ベースの価格設定に関する
フィードバックや提案は、IdeaExchangeまたはTrailblazer Communityに投稿してください。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。

理由: 使用量ベースの価格設定では、営業担当が消費サービスの価格レートを設定できます。多くの場合、価
格設定は顧客との交渉、顧客の消費トレンドの調査、価格設定戦略チームとの議論に基づいて決定されます。
方法: 営業担当がレートプランに同意したら、Salesforce で消費スケジュールオブジェクトを使用してレートを
グループ化できます。

消費スケジュールは、すべてのレートの測定単位 (1) と評価方法 (2) を定義します。1 つの消費スケジュールを
複数の商品と関連付けたり、複数の消費スケジュールを複数の使用種別がある 1 つの商品と関連付けたりでき
ます。また、消費スケジュールは Salesforce Billing で商品の請求書を作成するために使用する請求サイクル (3) も
定義します。
すべての消費スケジュールには、消費レートが少なくとも 1 つ必要です。
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消費レートは、単位ベースの使用量の境界 (1) を設定し、その境界内に入っている商品の価格レート (2) を定義
します。価格方式 (3) は、その境界内の使用量の金額を定額と単位ごとのどちらで設定するかを指定します。
たとえば、電話のデータプランの消費スケジュールに、最初の 200 分は 1 分あたり $0.10、201 分目からは 1 分
あたり $0.20 の 2 つの消費レートが含まれるとします。
顧客に使用量商品の請求を行うときに、使用期間中の顧客の使用量と、その使用量がどの消費レート内にある
かに基づいて商品の実際の価格を設定します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 使用量ベースの商品 (ベータ)

Salesforce ヘルプ: 使用量商品価格の割合 (ベータ)

Salesforce ヘルプ: 使用量商品データフロー (ベータ)

Salesforce ヘルプ: 使用量ベースの価格設定の使用事例 (ベータ)

Salesforce ヘルプ: 基本的な使用量価格設定の作成 (ベータ)

バンドル全体に基づく全体に対する割合の商品の価格設定
商品オプションの [全体に対する割合の範囲] 項目に [階層全体] の値が追加されました。これを選択すると、全
体に対する割合の商品の価格は、その商品が属するバンドル設定全体 (すべての親および子バンドルを含む) に
基づきます。この範囲で除外されるのは、設定内の他の全体に対する割合の商品のみです。
対象: この変更は、Salesforce CPQ のすべてのエディションの Salesforce Classic および Lightning Experience に適用され
ます。
理由: 以前は、全体に対する割合の範囲は、子バンドルや、第 1 レベルの親バンドルよりも上にあるものを対
象とすることができませんでした。商品内のすべてのバンドル設定を対象とするには、全体に対する割合の商
品を複数作成する必要がありました。階層範囲を使用すると、バンドルの設定全体を対象とするために必要
な、全体に対する割合の商品数を減らすことができます。全体に対する割合の商品の 1 つの保証オプションが
あり、そのオプションの対象バンドルに複数レベルの親および子バンドルが含まれる場合、この範囲が役立ち
ます。
次の例では、Option A (オプション A) の範囲には設定全体の $1,155 が含まれます。
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方法:全体に対する割合の商品の商品オプションで、[全体に対する割合の範囲] の値として [階層全体] を選択し
ます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: バンドルでの全体に対する割合の商品の使用

Lightning で事前入力される注文項目
Lightning の [注文の作成] アクションは、デフォルトの注文ヘッダー項目が事前入力されるようになりました。
この機能により Lightningでの手動の注文作成が合理化され、手動のデータ入力が削減されてデータの精度を確
保できます。
対象: この変更は、Salesforce CPQ のすべてのエディションの Lightning Experience に適用されます。
方法: [私のドメイン] が有効になっていることを確認します。ページレイアウトにボタンを追加するプロセス
は、商談と見積の場合と同じです。ページレイアウトに Lightning アクションを追加するには、システム管理者
が次の手順に従います。たとえば、商談ページにアクションを追加するには、商談のページレイアウトを検索
します。[設定] の [クイック検索] ボックスに「オブジェクトマネージャ」と入力し、[オブジェクトマネージャ]

を選択します。
次に、[商談] 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。CPQ 注文レイアウトの横
にある [編集]をクリックします。[モバイルおよび Lightning のアクション]に移動し、[クイック検索] ボックス
に「注文の作成」と入力します。

メモ:  [注文の作成] ボタンは 2 つあります。1 つは Salesforce Classic 用で、もう 1 つは Lightning Experience 用で
す。ボタンの上にマウスポインタを置くと、その名前が表示されます。[Opportunity.CreateOrderLightning]

または [Quote.CreateOrderLightning] という名前のボタンを選択します。
Lightning Experience アクションの空のセクションにアクションをドラッグし、変更を保存します。

改善されたリッチテキストエディタの使用
Salesforce CPQ リッチテキストエディタは Lightning Experience と同じ HTML タグを使用するようになり、操作の一
貫性が高まりました。新しいリッチテキストエディタは、Summer '18 以前の Salesforce CPQ で使用されていたリッ
チテキストエディタとは異なる HTML タグをいくつか使用します。
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対象: この変更は、Salesforce CPQ のすべてのエディションの Salesforce Classic および Lightning Experience に適用され
ます。
方法: 変更された、よく使用される HTML タグのいくつかを次に示します。

新しい HTML タグ古い HTML タグ

<abbr><acronym>

<strong><b>

<p> または <p><br><p><br>

<em><i>

以前のバージョンの Salesforce CPQ で営業担当が保存したリッチテキスト項目は、Winter '19 で保存すると若干変
更される可能性があります。以前の CPQ バージョンで保存したリッチテキスト項目を初めて開くときに、ア
ラートが表示されます。
新しいリッチテキストエディタでは、一部のタグが異なって表示されます。拡張されたリッチテキストエディ
タを使用するときに留意すべきその他の変更を次に示します。
• ほとんどのコンテンツは <div> の代わりに <p> でラップされます。Winter '19 より前に書式設定したリッ

チテキストコンテンツは、新しいリッチテキストエディタで開いて保存した後に <p>でラップされます。
• 終了タグは、必須でない場合は削除されます。たとえば、<img src=”someSource”></img> は <img

src=”someSource”> になります。
• 通常、コンテンツは <p><br></p> で終了します。

Salesforce Billing: 支払ゲートウェイと収益調整の機能強化、複数の請求トラン
ザクションの管理の簡素化、注文商品の容易なキャンセル
ゲートウェイ応答を追跡し、失敗した支払を返金し、収益スケジュールの残高を変更します。請求トランザク
ションを 1 つの請求書品目に統合し、キャンセル請求計画を作成します。

メモ:  Salesforce Billing をインストールするには、Salesforce CPQ が必要です。一部のサブスクリプションで
は、このパッケージが有料オプションとして用意されています。価格設定については、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:

支払ゲートウェイ: ゲートウェイ応答の追跡、失敗した支払の返金
Salesforce Billing は支払ゲートウェイを呼び出して、顧客の銀行を使用して支払要求を実行します。次に、
ゲートウェイは支払要求の結果と共に応答を返します。その要求の結果を支払トランザクションオブジェ
クトで参照します。ゲートウェイが支払を実行したが、システムエラーによってゲートウェイが Salesforce

Billing に応答できない場合、ゲートウェイ内のその支払を返金できるようになりました。
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収益スケジュール: 収益調整と収益金額の項目
収益スケジュールは、請求書品目に対して行った収益トランザクションのレコードが保存されます。スケ
ジュールの収益金額の項目を使用して、スケジュールの認識済み、不明、利用可、および繰延収益を表示
できます。収益スケジュールの利用可能な金額を増減したり、異なるスケジュールの利用可能な金額に移
行したりする必要がある場合は、収益調整を使用できます。Salesforce Billing では、すべての収益調整を反映
してスケジュールの収益金額の項目が更新されます。
請求トランザクション用のサブ請求書品目の作成
通常、請求トランザクションは請求計画から作成されます。サブ請求書品目機能を活用し、新規注文およ
び注文キャンセル全体で同じ注文商品について、請求トランザクションを 1 つの請求書品目に統合できる
ようになりました。
請求計画を使用した注文商品のキャンセル
システム管理者は新規注文と注文キャンセル用の条件付き請求計画を設定できます。請求スケジュールと
請求トランザクションを使用して注文商品をキャンセルするには、キャンセル請求計画を選択します。
Salesforce Billing Winter '19 へのアップグレード
Salesforce Billing Winter '19 にアップグレードする前に、組織が新しいページレイアウト要件に従っていること
を確認します。

支払ゲートウェイ: ゲートウェイ応答の追跡、失敗した支払の返金
Salesforce Billing は支払ゲートウェイを呼び出して、顧客の銀行を使用して支払要求を実行します。次に、ゲー
トウェイは支払要求の結果と共に応答を返します。その要求の結果を支払トランザクションオブジェクトで参
照します。ゲートウェイが支払を実行したが、システムエラーによってゲートウェイが Salesforce Billing に応答
できない場合、ゲートウェイ内のその支払を返金できるようになりました。

このセクションの内容:

支払ゲートウェイ応答の追跡
支払トランザクションに [ゲートウェイ状況] 項目が追加されました。支払が正常に実行されても、顧客ア
カウントの問題やサーバの問題など、外部的なエラーが発生すると、ゲートウェイは顧客の銀行を使用し
て実際に支払うことができなくなる場合があります。ゲートウェイには、エラーの種別に基づくさまざま
な応答コードがあります。Salesforce Billing は、支払トランザクションで、この応答コードを 7 個のゲートウェ
イ状況値のいずれかに絞り込むようになりました。
ゲートウェイでの失敗した支払の返金
支払トランザクションに [返金 & 請求書のロック解除] ボタンが追加されました。Salesforce Billing とゲートウェ
イ間の通信が失敗した場合、このボタンを使用して、請求書のロックを解除し、ゲートウェイに支払がま
だあるかどうかを確認します。支払がまだある場合、Salesforce Billing はゲートウェイ内の支払を返金し、請
求書のロックを解除します。これで、今後の支払の実行で支払を再度試みることができます。
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支払ゲートウェイ応答の追跡
支払トランザクションに [ゲートウェイ状況] 項目が追加されました。支払が正常に実行されても、顧客アカウ
ントの問題やサーバの問題など、外部的なエラーが発生すると、ゲートウェイは顧客の銀行を使用して実際に
支払うことができなくなる場合があります。ゲートウェイには、エラーの種別に基づくさまざまな応答コード
があります。Salesforce Billing は、支払トランザクションで、この応答コードを 7 個のゲートウェイ状況値のい
ずれかに絞り込むようになりました。
対象: この変更は、Salesforce Billing のすべてのエディションの Salesforce Classic および Lightning Experience に適用さ
れます。
対象ユーザ: Salesforce Billing をインストールするには、Salesforce CPQ が必要です。一部のサブスクリプションで
は、このパッケージが有料オプションとして用意されています。価格設定については、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。
理由: ゲートウェイ状況を参照し、支払要求が成功したかどうか、またはゲートウェイで支払を実行できたか
どうかを確認できます。支払を実行できなかった場合、受信した応答の種別に基づいて修正アクションを実行
できます。たとえば、クレジットカード番号が誤っているために支払要求が失敗した場合、顧客の支払方法上
のその番号を更新し、支払を再度試みることができます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 支払の実行結果の管理

ゲートウェイでの失敗した支払の返金
支払トランザクションに [返金 & 請求書のロック解除] ボタンが追加されました。Salesforce Billing とゲートウェ
イ間の通信が失敗した場合、このボタンを使用して、請求書のロックを解除し、ゲートウェイに支払がまだあ
るかどうかを確認します。支払がまだある場合、Salesforce Billing はゲートウェイ内の支払を返金し、請求書の
ロックを解除します。これで、今後の支払の実行で支払を再度試みることができます。
対象: この変更は、Salesforce Billing のすべてのエディションの Salesforce Classic および Lightning Experience に適用さ
れます。
対象ユーザ: Salesforce Billing をインストールするには、Salesforce CPQ が必要です。一部のサブスクリプションで
は、このパッケージが有料オプションとして用意されています。価格設定については、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。
理由: Salesforce Billing がゲートウェイコールを実行すると、ゲートウェイは顧客の銀行への支払を試みた後、そ
の情報を Salesforce Billing に伝えます。その後、Salesforce Billing はゲートウェイの応答情報を使用して支払レコー
ドを作成します。
ただし、一致する支払レコードを Salesforce Billing が作成する前に、予期しないエラーによって Salesforce Billing と
支払ゲートウェイとの通信が中断する可能性があります。この場合、Salesforce Billing は、顧客の銀行への支払
がゲートウェイに実際に含まれているかどうかを評価できません。ゲートウェイに支払が含まれているかどう
かを確認できるまで、Salesforce Billing は関連する請求書をロックします。ゲートウェイに支払が含まれている
場合、このロックによって、今後の支払の実行で該当の請求書が選択されなくなります。そのため、別のゲー
トウェイコールが実行されて顧客が 2 回請求される可能性がなくなります。
請求書のロックを解除してから、ゲートウェイに支払が含まれているかどうかを確認できます。含まれている
場合、ゲートウェイは同様に支払を返金します。その後、別の支払に進むか、請求書を開いたままにして今後
の支払の実行で使用できます。
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収益スケジュール: 収益調整と収益金額の項目
収益スケジュールは、請求書品目に対して行った収益トランザクションのレコードが保存されます。スケジュー
ルの収益金額の項目を使用して、スケジュールの認識済み、不明、利用可、および繰延収益を表示できます。
収益スケジュールの利用可能な金額を増減したり、異なるスケジュールの利用可能な金額に移行したりする必
要がある場合は、収益調整を使用できます。Salesforce Billing では、すべての収益調整を反映してスケジュール
の収益金額の項目が更新されます。

このセクションの内容:

収益金額の項目
収益スケジュールには、分配された収益金額、および分配可能な残高 (ある場合) を表示する項目が含まれ
るようになりました。会計、および収益トランザクションのさらなる調査と分配が必要な収益スケジュー
ルの特定にこれらの項目を使用します。
収益調整を使用した収益スケジュールの利用可能な残高の変更
初期の収益スケジュールを変更する場合、収益スケジュールの利用可能な金額を増減するか、異なるスケ
ジュールの利用可能な金額に移行する必要があります。収益調整を使用して収益スケジュールの利用可能
な金額を変更できます。

収益金額の項目

エディション

使用可能なエディション:
Salesforce Billing Winter '19
以降

収益スケジュールには、分配された収益金額、および分配可能な残高 (ある場合)

を表示する項目が含まれるようになりました。会計、および収益トランザクショ
ンのさらなる調査と分配が必要な収益スケジュールの特定にこれらの項目を使
用します。
対象: この変更は、Salesforce Billing のすべてのエディションの Salesforce Classic およ
び Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: Salesforce Billing をインストールするには、Salesforce CPQ が必要です。一部のサブスクリプションで
は、このパッケージが有料オプションとして用意されています。価格設定については、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。
理由: 会計、および収益トランザクションのさらなる調査と分配が必要な収益スケジュールの特定にこれらの
項目を使用します。
方法: 収益スケジュールオブジェクトで、次の項目を確認します。
合計

収益スケジュールが作成されたときに利用可能な総額。
調整

この収益スケジュールに対する収益調整による変更の合計。
認識済み

認識されて完了済み財務期間に分配されたこの収益スケジュールの収益トランザクションの合計。
不明

認識されずに進行中の財務期間に分配されたこの収益スケジュールの収益トランザクションの合計。
利用可

どの収益トランザクションにも分配されていない、調整を含むこの収益スケジュールの総額。
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繰延
まだ認識されていない、収益と調整の総額。

収益調整を使用した収益スケジュールの利用可能な残高の変更
初期の収益スケジュールを変更する場合、収益スケジュールの利用可能な金額を増減するか、異なるスケジュー
ルの利用可能な金額に移行する必要があります。収益調整を使用して収益スケジュールの利用可能な金額を変
更できます。
対象: この変更は、Salesforce Billing のすべてのエディションの Salesforce Classic および Lightning Experience に適用さ
れます。
対象ユーザ: Salesforce Billing をインストールするには、Salesforce CPQ が必要です。一部のサブスクリプションで
は、このパッケージが有料オプションとして用意されています。価格設定については、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。
理由: 場合によっては、収益スケジュールを変更する必要があります。たとえば、3 か月のデータプラン契約の
料金を請求したとします。顧客が毎月 $100 のデータを使用することを想定していましたが、使用したのは毎
月 $80 でした。最初に収益スケジュールを作成してから、そのスケジュールの総額に合わせて収益トランザク
ションを作成します。つまり、収益スケジュールの総額は $300 ですが、実際に受け取った収益は $240 でした。
監査および会計上の理由ですべての金額の変更を確実に追跡するため、Salesforce Billing では、収益スケジュー
ルの総額を直接編集できません。収益トランザクションの金額は編集できますが、その変更は収益スケジュー
ルの総額には影響しません。ただし、スケジュール上で変更する必要がある総額については収益調整を作成で
きます。
収益調整には収益調整品目が含まれ、その総額が収益調整の総額に積み上げ集計されます。各収益調整品目に
は収益スケジュールへの参照関係があります。これにより、必要に応じて、品目ごとに異なるスケジュールに
関連付けることができます。収益スケジュールの利用可能な金額を $60 下げるには、-$60 の 1 つの収益調整品
目を含む収益調整を作成できます。収益調整を記帳すると、収益スケジュールの利用可能な金額が $60 減りま
す。この利用可能な金額の変更により、スケジュールの総額も $60 減ります。
利用可能な金額を収益スケジュール間で移行することもできます。Salesforce Billing では、これは収益調整の金
額がゼロであることを意味します。たとえば、収益スケジュール A を対象とする $10 の品目と収益スケジュー
ル B を対象とする -$10 の品目を含む収益調整を作成できます。また、収益スケジュール A を対象とする $30 の
品目、収益スケジュール B を対象とする -$15 の品目、および収益スケジュール C を対象とする -$15 の品目を含
む収益調整を作成することもできます。
方法: 開始するには、収益調整リストビューに移動して [新規] をクリックします。調整に名前を付けて、対象
の収益スケジュールを設定します。
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収益調整品目を作成するには、収益調整の [収益調整品目] 関連リストに移動して [新規] をクリックします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 収益調整

請求トランザクション用のサブ請求書品目の作成
通常、請求トランザクションは請求計画から作成されます。サブ請求書品目機能を活用し、新規注文および注
文キャンセル全体で同じ注文商品について、請求トランザクションを 1 つの請求書品目に統合できるようにな
りました。
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対象: この変更は、Salesforce Billing のすべてのエディションの Lightning Experience および Salesforce Classic に適用さ
れます。

請求計画を使用した注文商品のキャンセル
システム管理者は新規注文と注文キャンセル用の条件付き請求計画を設定できます。請求スケジュールと請求
トランザクションを使用して注文商品をキャンセルするには、キャンセル請求計画を選択します。
対象: この変更は、Salesforce Billing のすべてのエディションの Lightning Experience および Salesforce Classic に適用さ
れます。

Salesforce Billing Winter '19 へのアップグレード
Salesforce Billing Winter '19 にアップグレードする前に、組織が新しいページレイアウト要件に従っていることを
確認します。
対象: この変更は、Salesforce Billing のすべてのエディションの Salesforce Classic および Lightning Experience に適用さ
れます。
対象ユーザ: Salesforce Billing をインストールするには、Salesforce CPQ が必要です。一部のサブスクリプションで
は、このパッケージが有料オプションとして用意されています。価格設定については、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。
方法: デフォルトの請求計画タブが追加されました。カスタムの請求計画タブをすでに使用している場合は、
それを削除してからアップグレードしてください。
Salesforce Billing Winter '19 以降、支払スケジューラでは支払ゲートウェイ項目の値が必要です。ゲートウェイを
含まない有効な支払スケジューラがある場合、アップグレードの前にその支払ゲートウェイ項目を更新してく
ださい。
Salesforce Billing Winter '19 では、各支払ゲートウェイの Winter '19 バージョンが必要です。
Salesforce Billing Winter '19 では、支払ゲートウェイごとに次の権限セットが追加されました。
• CyberSourceAdmin

• PayeezyAdmin

• PayFlowProAdmin

• AuthorizeDotNetAdmin

アップグレード後に、これらの権限セットをユーザプロファイルに適用してください。

Pardot: Lightning Experience、より簡単になったオプトイン、
Engagement プログラムの変換、キャンペーンメンバーの同期、その
他
Lightning Experience の Pardot が正式リリースされました。新しい設定により、同期されたプロスペクトを容易に
オプトインできます。Engagement Studio では、プロスペクトの再エントリを許可するようにプログラムを容易
に変換できます。また、統計用の日付検索条件が提供されます。プロスペクトをキャンペーンメンバーとして
Salesforce に同期します。また、商品に関するいくつかのダッシュボードがきれいに整理されています。最新
バージョンの Lightning Design System の導入により、Pardot に軽微な UI の変更が発生します。
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このセクションの内容:

Lightning Experience の Pardot を使用して 1 つのプラットフォーム上で営業とマーケティングを連携 (正式リリー
ス)

Lightning Experience の Pardot を使用すると、Salesforce 内でユーザが維持されるため、ユーザの生産性が向上し
ます。アプリケーションが 1 つのタブではなくなったため、Pardot を別のウィンドウで使用し、重複するメ
ニューを複雑なナビゲーションで管理する必要がなくなりました。アプリケーションのナビゲーションが
まったく新しいものになり、レイアウトが Lightning Experience に合わせて調整されました。
Salesforce に同期されているオプトアウトされたプロスペクトを容易にオプトイン
同期されたプロスペクトを Pardot メールに容易に再オプトインできます。以前は、[プロスペクトオプトア
ウト済み] 項目が選択された場合、同期されたプロスペクトを Pardot メールに再オプトインすることは容易
ではありませんでした。Salesforce-Pardot コネクタの検証を解除するか、両方のシステムでレコードの更新を
同時に試みる必要がありました。Pardot 管理者は、ユーザがプロスペクトのオプトアウト状況を変更してプ
ロスペクトにメールを再度送信できるように、この項目の同期動作を変更できるようになりました。ユー
ザは取引先ごとに 1 日あたり最大 100 件のプロスペクトをオプトインできます。
繰り返しを許可するように Engagement プログラムを変換 (ベータ)

プログラムへの再エントリの設定を追加することで、成功した Engagement プログラムを強力な原動力に変
換します。この継続中のベータに参加し、Engagement Studio プログラムでプロスペクトに 2 回目の機会を与
えた場合に何が起きるかを確認してください。
日付による Engagement Studio キャンバスの絞り込み
特定の期間にプログラムがどのように実行されたかを確認します。いつものように、プログラムの各ステッ
プの簡単な統計を表示します。完全なデータを再度参照するには、[常時] フィルターを選択します。
B2B Marketing Analytics ダッシュボードの変更
B2B Marketing Analytics ダッシュボードのいくつかの点を更新し、必要なときに適切な情報を取得できるよう
にしました。[取引先ベースマーケティング] ダッシュボードでは、Salesforce の商談または取引先と同期して
いない Pardot の商談が除外されるようになりました。よりわかりやすくなった表示ラベルと数式の更新が
[パイプライン] ダッシュボードと [複数接触属性] ダッシュボードに表示されます。
プロスペクトから Salesforce キャンペーンメンバーの作成
接続されているキャンペーンと同様に、Pardot キャンペーンに関連付けられているプロスペクトを、接続さ
れている Salesforce キャンペーンにキャンペーンメンバーとして同期できるようになりました。接続されて
いるキャンペーンと、メンバーの同期の両方を有効にして、Pardot で作成されたプロスペクトを Salesforce

キャンペーン内で見つけます (初回接触)。このプロスペクトを取引先責任者に変換すると、商談に影響し
たキャンペーンが示されます。
Pardot UI の小さな変更
最新バージョンの Salesforce Lightning Design System (SLDS) に合わせて Pardot ユーザインターフェースを更新し
ました。この更新では UI が変更されました。最大の変更は通知アラートが青からグレーに変更されたこと
です。小さな変更もあります。たとえば、グレーの網かけがわずかに濃くなり、ページヘッダーが太くな
りました。
新しい Gmail UI での Engage for Gmail 拡張機能の使用
Engage for Gmail 拡張機能で、新しい Gmail UI がサポートされるようになりました。
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オペレーショナルメールの有効化
システム管理者は Pardot アカウントでオペレーショナルメールを有効にできるようになりました。この機
能により、システム管理者は特定のメール送信セットのメールマーケティングのオプトインをスキップで
きます。
Pardot サポートに連絡せずに完全同期を実行
カスタムプロスペクト項目を作成するには、サポートに連絡して、プロスペクトの項目値を更新する完全
同期をトリガする必要がありました。システム管理者は、新規カスタム項目の保存後に同期されるようす
べてのプロスペクトをキューに登録できるようになりました。

Lightning Experience の Pardot を使用して 1 つのプラットフォーム上で営業と
マーケティングを連携 (正式リリース)
Lightning Experience の Pardot を使用すると、Salesforce 内でユーザが維持されるため、ユーザの生産性が向上しま
す。アプリケーションが 1 つのタブではなくなったため、Pardot を別のウィンドウで使用し、重複するメニュー
を複雑なナビゲーションで管理する必要がなくなりました。アプリケーションのナビゲーションがまったく新
しいものになり、レイアウトが Lightning Experience に合わせて調整されました。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition (Pardot 付属) の Lightning

Experience に適用されます。
対象ユーザ:この機能を使用できるのは、Pardot ユーザに同期されている、「すべての Pardot 機能へのアクセス
を許可」権限を持つ Salesforce ユーザです。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Pardot in Lightning Experience (Lightning Experience の Pardot) (リリースプレビューの時点で内容が
刷新されたり、使用不能になる可能性があります)
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Salesforce に同期されているオプトアウトされたプロスペクトを容易にオプト
イン
同期されたプロスペクトを Pardot メールに容易に再オプトインできます。以前は、[プロスペクトオプトアウト
済み] 項目が選択された場合、同期されたプロスペクトを Pardot メールに再オプトインすることは容易ではあ
りませんでした。Salesforce-Pardot コネクタの検証を解除するか、両方のシステムでレコードの更新を同時に試
みる必要がありました。Pardot 管理者は、ユーザがプロスペクトのオプトアウト状況を変更してプロスペクト
にメールを再度送信できるように、この項目の同期動作を変更できるようになりました。ユーザは取引先ごと
に 1 日あたり最大 100 件のプロスペクトをオプトインできます。
対象: この変更は、任意の Pardot Edition が付属する Salesforce のすべての Edition の 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。
対象ユーザ: Pardot 管理者がこの設定を有効にします。Pardot 管理者と、「オプトイン状態の切り替え」権限を
持つユーザがプロスペクトを Pardot から再オプトインできます。Salesforce では、項目レベルの適切な権限を持
つユーザがリードと取引先責任者をオプトインできます。
方法: Pardot で Salesforce コネクタを編集し、[プロスペクトオプトアウト済み項目を上書き]を選択します。利用
規約に同意して、変更を保存します。

メモ: この機能を使用してプロスペクトをオプトインする場合、Pardot の権限ベースのマーケティングの
ポリシーと、マーケティングおよびプライバシーに関する適用可能な法律にユーザが必ず準拠するよう
にしてください。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Prospect Opted Out Field and Sync Behavior (オプトアウト済みプロスペクトの項目および同期動作)

(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)

繰り返しを許可するように Engagement プログラムを変換 (ベータ)
プログラムへの再エントリの設定を追加することで、成功した Engagement プログラムを強力な原動力に変換
します。この継続中のベータに参加し、Engagement Studio プログラムでプロスペクトに 2 回目の機会を与えた
場合に何が起きるかを確認してください。
対象: この変更は Pardot のすべてのエディションに適用されます。

メモ: 繰り返しプログラム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しません。また、いかなる時点でもこの
機能を終了できるものとします。この機能は、評価目的のみで、本番での使用を目的にしたものではあ
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。すべての制約、Salesforce

の権利の保留、本サービスに関する義務、および関連する Salesforce 以外のアプリケーションならびにコ
ンテンツの条件は、この機能の使用に等しく適用されます。繰り返しプログラム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。アカウントでこの機能を有効にするには、
Engagement Studio から有効にするか、サポートチームにお問い合わせください。

対象ユーザ: Pardot 管理者と、Engagement Studio での「作成」権限を持つマーケティングロールおよびユーザ。
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方法: Engagement プログラムの [開始] カードで [プロスペクトに複数回プログラムにエントリすることを許可し
ます] を選択します。1 人のプロスペクトがプログラムを体験できる回数と、プログラムを再度開始するまで
の期間を選択します。

日付による Engagement Studio キャンバスの絞り込み
特定の期間にプログラムがどのように実行されたかを確認します。いつものように、プログラムの各ステップ
の簡単な統計を表示します。完全なデータを再度参照するには、[常時] フィルターを選択します。
対象: この変更は Pardot のすべてのエディションで使用できます。

B2B Marketing Analytics ダッシュボードの変更
B2B Marketing Analytics ダッシュボードのいくつかの点を更新し、必要なときに適切な情報を取得できるようにし
ました。[取引先ベースマーケティング] ダッシュボードでは、Salesforce の商談または取引先と同期していない
Pardot の商談が除外されるようになりました。よりわかりやすくなった表示ラベルと数式の更新が [パイプライ
ン] ダッシュボードと [複数接触属性] ダッシュボードに表示されます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Pardot Plus Edition と Pardot Advanced Edition を使用す
る Unlimited Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
理由: パイプラインダッシュボードに次の変更が加えられました。
• 取引開始率の数式は、(成立商談数) / (総訪問者数) です。この値は、選択された日付範囲に従います。
• キャンペーンコストには、表示された商談に関連付けられたキャンぺーンのコストのみが含まれます。
• [ライフサイクルスナップショットと値: SQLs、成立、不成立] の表示ラベルが、表示されている情報をより

正確に表します。
[パイプライン] ダッシュボードと [複数接触属性] ダッシュボードに次の変更が表示されます。
• ROI の数式は、[(収益金額 - コスト金額) / コスト金額] * 100 です。
• 絞り込まれた商談またはファセットされた商談を表示した場合、ROI の計算には、関連付けられたキャン

ペーンのみが使用されます。
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プロスペクトから Salesforce キャンペーンメンバーの作成
接続されているキャンペーンと同様に、Pardot キャンペーンに関連付けられているプロスペクトを、接続され
ている Salesforce キャンペーンにキャンペーンメンバーとして同期できるようになりました。接続されている
キャンペーンと、メンバーの同期の両方を有効にして、Pardot で作成されたプロスペクトを Salesforce キャン
ペーン内で見つけます (初回接触)。このプロスペクトを取引先責任者に変換すると、商談に影響したキャン
ペーンが示されます。
対象: この変更は Pardot のすべてのエディションで使用できます。
対象ユーザ: 接続されている Salesforce アカウントを使用している Pardot 管理者
方法: [接続されているキャンペーン] を有効にしたら、Pardot のアカウント設定に戻ります。[編集] ページで
[キャンペーンメンバーの同期を有効化]を選択して、保存し、そのすべての貴重なデータが Salesforce に表示さ
れるまで待ちます。

Pardot UI の小さな変更
最新バージョンの Salesforce Lightning Design System (SLDS) に合わせて Pardot ユーザインターフェースを更新しまし
た。この更新では UI が変更されました。最大の変更は通知アラートが青からグレーに変更されたことです。
小さな変更もあります。たとえば、グレーの網かけがわずかに濃くなり、ページヘッダーが太くなりました。
対象: この変更は Pardot のすべてのエディションに適用されます。

関連トピック:

外部サイト: Lightning Design System

新しい Gmail UI での Engage for Gmail 拡張機能の使用
Engage for Gmail 拡張機能で、新しい Gmail UI がサポートされるようになりました。
対象: この変更は Salesforce Engage を使用するすべての Pardot アカウントに適用されます。
時期: この変更は 2018 年 10 月 1 日に有効になります。
方法:  Gmail の新しい UI に切り替えた場合、Engage for Gmail は無効になっています。Chrome ブラウザで
chrome://extensions/ に移動して拡張機能を再度有効にします。Engage for Gmail を見つけ、有効にしてください。

オペレーショナルメールの有効化
システム管理者は Pardot アカウントでオペレーショナルメールを有効にできるようになりました。この機能に
より、システム管理者は特定のメール送信セットのメールマーケティングのオプトインをスキップできます。
対象: Pardot のすべてのエディション
理由: このオプションを有効にするためにサポートに連絡する必要がなくなりました。アカウント設定で有効
にしてください。
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Pardot サポートに連絡せずに完全同期を実行
カスタムプロスペクト項目を作成するには、サポートに連絡して、プロスペクトの項目値を更新する完全同期
をトリガする必要がありました。システム管理者は、新規カスタム項目の保存後に同期されるようすべてのプ
ロスペクトをキューに登録できるようになりました。
対象: この変更は、プロスペクト数が 500,000 未満のすべての Pardot アカウントに適用されます。
対象ユーザ: カスタム項目を作成する権限を持つシステム管理者とユーザが完全同期を開始できます。
方法: Pardot で新しいカスタム項目を保存するときに、同期するすべてのプロスペクトをキューに登録するよう
に要求されます。完全同期の実行中は、他のプロスペクトデータの同期の処理が遅くなります。一度に複数の
カスタム項目を作成する場合は、同期の実行は最後の項目を作成するまで待ってください。

サービス: LiveMessage でのテキストメッセージングと Facebook
Messenger のサポート、小規模ビジネス向けのヘルプセンター、
Lightning Communities でのフィールドサービスの派遣

顧客サービスを次のレベルに引き上げるのに役立つ豊富な新機能をご利用ください。Lightning Experience で
LiveMessage を使用して、Lightning サービスコンソールから最上位のメッセージングチャネルで顧客とエンゲー
ジします。ヘルプセンターを使用してヘルプサイトを作成し、ナレッジ記事を共有したり、人の介入が必要な
問題について顧客がケースを登録できるようにしたりします。サービスの Lightning フローで、完全な手順をガ
イド付きアクション履歴に表示したり、必要な手順をエージェントに通知したりします。コミュニティから
ディスパッチャコンソールへのアクセス権をフィールドサービスコントラクターに付与し、派遣の責務をコン
トラクターと共有します。最後に、Einstein ボットを強化し、プロセス自動化フローで顧客のためにより多くの
ことを実行します。

このセクションの内容:

Einstein ボット: プロセス自動化フロー、柔軟性の改善、より詳細なセッションログ
Einstein ボットは、エージェントをサポートし、顧客を満足させます。フローと呼ばれる自動化されたビジ
ネスプロセスをダイアログに追加して、ボットの使い勝手をよくします。詳細なセッションログを分析し、
障害を取り除き、ボットと顧客とのやり取りを改善します。ボットの柔軟性を高めるため、スロットを変
数に名前変更しました。これにより、関連付けられたエンティティが必要ではなくなりました。また、す
べての Einstein ボットバージョンで 1 つのボットインテントセットを共有するようになりました。
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チャネル: テキスト、Facebook、および YouTube サポートチャネル、モバイルアプリケーションでの Einstein

ボットのサポート、その他
Lightning Experience の LiveMessage を使用すると、顧客は必要なときにテキストメッセージや Facebook Messenger

で簡単にサポートを受けることができます。ソーシャルカスタマーサービスで YouTube チャンネルのコメ
ントを Salesforce に取り込み、サポートエージェントが顧客の問題をタイムリーに解決できます。モバイル
アプリケーション用 Snap-in SDK を使用して、iOS と Android で Einstein ボットをネイティブモバイルアプリケー
ションに組み込みます。Snap-in チャットリリースの表示ラベルをカスタマイズし、スニペット設定ファイ
ルを作成してコミュニティ Snap-in でコードスニペット設定を使用します。Open CTI を Service Essentials で使用
し、ソフトフォンを大きくすることができるようになりました。メール-to-ケース添付ファイルは自動的に
Salesforce Files になるため、組織全体でそのプレビューと共有を行うことができます。Lightning Experience で
ケースフィードまたはソーシャルフィードが表示されるすべての場所で、コンパクトケースフィードが表
示されます。
Field Service: ステップごとの作業ガイド、サービスレポートの機能強化、コミュニティのディスパッチャコ
ンソール
ナビゲーションが容易な ToDo のリストを作成し、チームの現場での作業をガイドします。言語の選択を含
む、サービスレポートの新しいオプションを使用できます。派遣担当者がより効率的にスケジュールでき
るように、ガントチャートのカスタム色を作成し、派遣業務を Lightning コミュニティユーザと共有します。
ケース管理: オムニチャネルのスキルベースのルーティング、画像のコピーと貼り付け、マクロとクイック
テキストのフォルダ
堅牢なソリューションでスキルべースとキューベースのオムニチャネルルーティングを同時に使用して、
作業項目をエージェントに割り当てます。エージェントが作業項目を受け取ると、エージェントはケース
をクローズするのに役立つより多くのツールを使用できます。エージェントは画像をコピーしてケースの
メールに直接貼り付けることができます。また、マクロとクイックテキストをより簡単に整理および共有
するのにフォルダが役立ちます。
モバイル用 Service Cloud: ローカライズおよび Chatter メンション
Android バージョンと iOS バージョンの Service Cloud Mobile がバージョン 1.1.0 に更新されます。この更新では、
組織のデフォルト言語に合わせたローカライズが提供され、Chatter メンションが改善されます。また、
Android バージョンが iOS バージョンと一致します。オブジェクトページレイアウトに基づいてクイックア
クションがサポートされ、ケースフィードで Salesforce ファイルを投稿するためのファイルピッカーがサポー
トされます。
ナレッジ: Lightning Knowledge の拡張機能、記事を管理するためのオプションの追加
より多くの Salesforce Classic 機能が Lightning Knowledge に拡張されました。[記事] 関連リストからケースに関す
るより多くの操作を実行し、記事リストビューでより多くの作業を完了し、アクション、ボタン、および
リンクを使用して記事をカスタマイズします。さらに、ナレッジデータのグローバル検索をカスタマイズ
し、参照項目を記事バージョンに追加し、翻訳付きの記事をインポートし、より多くのものを Lightning

Knowledge に移行します。
設定フロー: サービスを次のレベルへ
ガイド付き設定フローを使用すると、さまざまなサービス機能を容易に開始でき、すばらしいサポートを
顧客に引き続き提供できます。LiveMessage およびヘルプセンターの新しい設定フローがあり、これらには
エディションに応じてアクセスできます。メール-to-ケースと Lightning コミュニティの設定フローにいくつ
かの更新が加えられています。
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Einstein ボット: プロセス自動化フロー、柔軟性の改善、より詳細な
セッションログ
Einstein ボットは、エージェントをサポートし、顧客を満足させます。フローと呼ばれる自動化されたビジネス
プロセスをダイアログに追加して、ボットの使い勝手をよくします。詳細なセッションログを分析し、障害を
取り除き、ボットと顧客とのやり取りを改善します。ボットの柔軟性を高めるため、スロットを変数に名前変
更しました。これにより、関連付けられたエンティティが必要ではなくなりました。また、すべての Einstein

ボットバージョンで 1 つのボットインテントセットを共有するようになりました。

このセクションの内容:

自動起動フローによるボットの大幅強化 — コーディング不要
自動化プロセスを Einstein ボットに取り込みます。自動起動フローをボットのダイアログから呼び出しま
す。チャットの会話内でケースを開いたり、コンテンツを更新したり、ジャーニーをトリガしたりします。
簡単により深く Einstein ボットセッションを分析
セッションログには、特定のセッションのボットの詳細が記録されます。ボットを構築する場合は、この
ログを使用してステップを確認します。ボットの稼働を開始する前に、操作設計をデバッグするのにイベ
ント追跡が役立ちます。
スロットから名前変更された変数を使用してさまざまな方法でボットの質問要素を定義
Einstein ボットでのデータの収集、管理、保存をより柔軟に行うため、スロットが変数に名前変更され、関
連付けられたエンティティが必要ではなくなりました。心配はいりません。現在のボットを更新する必要
はありません。既存のボットについては、この変更が自動で処理されます。新しいボットでは、ユーザは
若干異なるプロセスを使用して、顧客データを収集する質問要素を作成します。
すべてのボットバージョンで統合インテントセットを使用してボットをより容易にトレーニング
すべての Einstein ボットバージョンが 1 つのボットインテントを共有するようになりました。顧客の入力を
追加するには、以前は、ボットバージョンごとにインテントを更新する必要がありました。統合インテン
トを使用した場合、各ボットバージョンが統合インテントセットから学習するようになりました。現在複
数のボットバージョンがある場合、Salesforce がそれらをスタンドアロンボットに移行しました。新しいバー
ジョンは 1 つのインテントセットを共有します。
データローダで顧客の入力を追加してインテントをすばやく構築
ダイアログインテントを使用して顧客の要望は何かを把握する場合、効果的なインテントモデルを構築す
るために少なくとも 150 件の入力が必要です。顧客のこのすべての入力を手動で追加することは厄介であ
り、時間がかかります。顧客の入力をよりすばやく追加する 1 つの方法は、データローダを使用すること
です。
Einstein Intent セットで顧客をよりすばやく理解 — Einstein ボットでリテラル一致をサポート
顧客が支援を求めるさまざまな方法をすべて特定するには努力が必要です。ダイアログインテントに追加
されるすべてのバリエーションを理解することがボットに期待されます。リテラル一致では、Einstein ボッ
トは、顧客がチャットで入力した内容の完全一致を検索します。ダイアログインテントで顧客の正確な入
力が見つかると、ボットは対応するダイアログを起動します。

201

Einstein ボット: プロセス自動化フロー、柔軟性の改善、
より詳細なセッションログ

Salesforce Winter '19 リリースノート



自動起動フローによるボットの大幅強化 — コーディング不要
自動化プロセスを Einstein ボットに取り込みます。自動起動フローをボットのダイアログから呼び出します。
チャットの会話内でケースを開いたり、コンテンツを更新したり、ジャーニーをトリガしたりします。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic の両方に適用されます。Einstein ボットの設定は Lightning Experience でのみ使用できます。
対象ユーザ: Einstein ボットは Service Cloud と Live Agent の両方のユーザライセンスを有する組織で使用できます。
有効なサブスクリプションを持つ Live Agent ユーザごとに、1 か月あたり 25 個の Einstein ボットの会話が各組織
に提供されます。Einstein ボットパフォーマンスページを最大限活用するには、Service Cloud 分析も必要です。
理由: コードではなくクリック操作ですべてを設定できます。Einstein ボットビルダーメニューで、フローを含
めるダイアログを選択します。

[アクション] ダイアログ要素を追加します。[アクション種別] を [フロー] に設定し、クラウドフローデザイナ
で作成したフローのアクション名を入力します。

メモ: クラウドフローデザイナで、フロー種別を [自動起動フロー]に設定します。

フローの入力を定義し、出力を保存する変数を設定します。
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フローをテストするには、ボットをプレビューします。
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簡単により深く Einstein ボットセッションを分析
セッションログには、特定のセッションのボットの詳細が記録されます。ボットを構築する場合は、このログ
を使用してステップを確認します。ボットの稼働を開始する前に、操作設計をデバッグするのにイベント追跡
が役立ちます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic の両方に適用されます。Einstein ボットの設定は Lightning Experience でのみ使用できます。
対象ユーザ: Einstein ボットは Service Cloud と Live Agent の両方のユーザライセンスを有する組織で使用できます。
有効なサブスクリプションを持つ Live Agent ユーザごとに、1 か月あたり 25 個の Einstein ボットの会話が各組織
に提供されます。Einstein ボットパフォーマンスページを最大限活用するには、Service Cloud 分析も必要です。
方法: [パフォーマンス] ページで[セッションログ]をクリックし、ボットセッションを表示します。特定のセッ
ションをクリックすると、詳細が表示されます。必要に応じて、検索条件を使用してリストを並び替えます。

特定のセッションまたはステップの詳細を表示するには、[アクション] > [詳細] を選択します。
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スロットから名前変更された変数を使用してさまざまな方法でボットの質問要
素を定義
Einstein ボットでのデータの収集、管理、保存をより柔軟に行うため、スロットが変数に名前変更され、関連付
けられたエンティティが必要ではなくなりました。心配はいりません。現在のボットを更新する必要はありま
せん。既存のボットについては、この変更が自動で処理されます。新しいボットでは、ユーザは若干異なるプ
ロセスを使用して、顧客データを収集する質問要素を作成します。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic の両方に適用されます。Einstein ボットの設定は Lightning Experience でのみ使用できます。
対象ユーザ: Einstein ボットは Service Cloud と Live Agent の両方のユーザライセンスを有する組織で使用できます。
有効なサブスクリプションを持つ Live Agent ユーザごとに、1 か月あたり 25 個の Einstein ボットの会話が各組織
に提供されます。Einstein ボットパフォーマンスページを最大限活用するには、Service Cloud 分析も必要です。
理由: 変数 (旧称スロット) とは、顧客から収集した特定のデータを保存するコンテナのことです。エンティティ
は、予期される受信データの型を設定し、そのデータの処理方法を決定します。以前は、スロットを定義する
場合、スロットの定義の一部としてエンティティにスロットを関連付けていました。新しい変数はこのような
方法でエンティティに結び付けられません。そのため、データ保存の柔軟性が高くなります。ダイアログアク
ション内の変数を入力と出力の両方で使用できます。
方法: 質問要素を作成するときに、スロットを指定するのではなくエンティティと変数を指定します。いくつ
かのシステムエンティティが提供されていますが、ユーザは独自のエンティティを作成できます。エンティ
ティはパターンベースまたは値リスト駆動型にすることができます。
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すべてのボットバージョンで統合インテントセットを使用してボットをより容
易にトレーニング
すべての Einstein ボットバージョンが 1 つのボットインテントを共有するようになりました。顧客の入力を追加
するには、以前は、ボットバージョンごとにインテントを更新する必要がありました。統合インテントを使用
した場合、各ボットバージョンが統合インテントセットから学習するようになりました。現在複数のボット
バージョンがある場合、Salesforce がそれらをスタンドアロンボットに移行しました。新しいバージョンは 1 つ
のインテントセットを共有します。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic の両方に適用されます。Einstein ボットの設定は Lightning Experience でのみ使用できます。
対象ユーザ: Einstein ボットは Service Cloud と Live Agent の両方のユーザライセンスを有する組織で使用できます。
有効なサブスクリプションを持つ Live Agent ユーザごとに、1 か月あたり 25 個の Einstein ボットの会話が各組織
に提供されます。Einstein ボットパフォーマンスページを最大限活用するには、Service Cloud 分析も必要です。

データローダで顧客の入力を追加してインテントをすばやく構築
ダイアログインテントを使用して顧客の要望は何かを把握する場合、効果的なインテントモデルを構築するた
めに少なくとも 150 件の入力が必要です。顧客のこのすべての入力を手動で追加することは厄介であり、時間
がかかります。顧客の入力をよりすばやく追加する 1 つの方法は、データローダを使用することです。
対象: この機能は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic の両方に適用されます。Einstein ボットの設定は Lightning Experience でのみ使用できます。
対象ユーザ: Einstein ボットは Service Cloud と Live Agent の両方のユーザライセンスを有する組織で使用できます。
有効なサブスクリプションを持つ Live Agent ユーザごとに、1 か月あたり 25 個の Einstein ボットの会話が各組織
に提供されます。Einstein ボットパフォーマンスページを最大限活用するには、Service Cloud 分析も必要です。
方法: Einstein ボットビルダーで、顧客の入力を含むインテントを使用するダイアログを作成します。ダイアロ
グごとにダイアログインテントを有効にします。
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顧客の入力を CSV ファイルに追加し、データローダを使用して CSV ファイルをアップロードします。
アップロードした顧客の入力はダイアログインテントに表示されます。

関連トピック:

データローダ

Einstein Intent セットで顧客をよりすばやく理解 — Einstein ボットでリテラル一
致をサポート
顧客が支援を求めるさまざまな方法をすべて特定するには努力が必要です。ダイアログインテントに追加され
るすべてのバリエーションを理解することがボットに期待されます。リテラル一致では、Einstein ボットは、顧
客がチャットで入力した内容の完全一致を検索します。ダイアログインテントで顧客の正確な入力が見つかる
と、ボットは対応するダイアログを起動します。
対象: この機能は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic の両方に適用されます。Einstein ボットの設定は Lightning Experience でのみ使用できます。
対象ユーザ: Einstein ボットは Service Cloud と Live Agent の両方のユーザライセンスを有する組織で使用できます。
有効なサブスクリプションを持つ Live Agent ユーザごとに、1 か月あたり 25 個の Einstein ボットの会話が各組織
に提供されます。Einstein ボットパフォーマンスページを最大限活用するには、Service Cloud 分析も必要です。
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方法: リテラル一致は、ボットが情報を収集しているときではなく顧客の応答を待機しているときに適用され
ます。

チャネル: テキスト、Facebook、および YouTube サポートチャネル、
モバイルアプリケーションでの Einstein ボットのサポート、その他
Lightning Experience の LiveMessage を使用すると、顧客は必要なときにテキストメッセージや Facebook Messenger で
簡単にサポートを受けることができます。ソーシャルカスタマーサービスで YouTube チャンネルのコメントを
Salesforce に取り込み、サポートエージェントが顧客の問題をタイムリーに解決できます。モバイルアプリケー
ション用 Snap-in SDK を使用して、iOS と Android で Einstein ボットをネイティブモバイルアプリケーションに組み
込みます。Snap-in チャットリリースの表示ラベルをカスタマイズし、スニペット設定ファイルを作成してコ
ミュニティ Snap-in でコードスニペット設定を使用します。Open CTI を Service Essentials で使用し、ソフトフォン
を大きくすることができるようになりました。メール-to-ケース添付ファイルは自動的に Salesforce Files になる
ため、組織全体でそのプレビューと共有を行うことができます。Lightning Experience でケースフィードまたは
ソーシャルフィードが表示されるすべての場所で、コンパクトケースフィードが表示されます。

このセクションの内容:

LiveMessage: テキストメッセージと Facebook Messenger のサポートの正式リリース
顧客の好きなデジタルチャネルで顧客をサポートします。Lightning Experience の LiveMessage を使用すると、
顧客は必要なときにテキストメッセージや Facebook Messenger で簡単にサポートを受けることができます。
エージェントは、各チャネルの作業をすでに慣れているサービスコンソールでシームレスに行うことがで
きます。
ヘルプセンター: 簡単なセルフサービス
顧客が問題を自己解決できるようにするヘルプセンターを作成します。よくある質問に回答するナレッジ
記事を表示し、人とのやり取りを必要とする問題の場合にケースを登録できるように問い合わせボタンを
提供します。Essentials Edition の新しいガイド付き設定フローを使用して数分で設定を行い、[設定] の新しい
[ヘルプセンター] ページでヘルプセンターを管理します。
CTI: Service Essentials でのコールセンター、より柔軟なソフトフォン
Essentials Edition 組織がコンピュータテレフォニーインテグレーション (CTI) を利用できるようになりました。
コールセンターがより柔軟になり、ソフトフォンの高さと幅の制限が緩和されました。
Live Agent: Lightning Experience の設定オプションの追加、チャットのスキルベースのルーティングのサポート
(ベータ)、クイックテキストをすばやく追加する方法
Lightning Experience で Live Agent 設定ページにアクセスし、Lightning アプリケーションビルダーで [Live Agent

セッション] レコードページをカスタマイズします。オムニチャネルのスキルベースのルーティングを使用
して、Live Agent チャットを転送します。エージェントは、クイックテキストボタンを使用して、定義済み
のテキストスニペットをチャットにすばやく追加できます。
Snap-in チャット: カスタム表示ラベル、コミュニティ用のスニペット設定ファイル、複数のタブをまたがる
チャット
Snap-in リリースごとにスナップイン内の独自の表示ラベルを設定します。スニペット設定ファイルを作成
し、スニペットのみのカスタマイズをコミュニティ Snap-in に含めます。顧客は複数のタブおよびウィンド
ウにまたがってチャットできるため、Web サイトを参照している間にチャットを失うことはありません。
また、チャットイベントの通知を受け取り、Live Agent の改善された機能を利用できます。
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モバイルアプリケーション用 Snap-in: ネイティブアプリケーションでの Einstein ボットの使用
iOS および Android 用の Snap-in SDK には、チャット環境を補足し、エージェントと顧客を満足させる Einstein

ボットサポートが含まれます。また、全般的な機能強化も SDK にいくつか加えられました。
ソーシャルカスタマーサービス: YouTube、絵文字、クイックテキスト、パブリッククラウド
もう一つのソーシャルネットワークの YouTube をソーシャルネットワーク機能に取り込みます。ケースを
作成せずにやり取りします。絵文字でエージェントの環境を強化し、Facebook の公開投稿を非公開にして、
クイックテキストを使用します。コンパクトフィード、パブリッククラウドサポート、アップグレードさ
れた管理パッケージを利用します。また、必要な権限が少なくなりました。

LiveMessage: テキストメッセージと Facebook Messenger のサポートの正式リ
リース
顧客の好きなデジタルチャネルで顧客をサポートします。Lightning Experience の LiveMessage を使用すると、顧客
は必要なときにテキストメッセージや Facebook Messenger で簡単にサポートを受けることができます。エージェ
ントは、各チャネルの作業をすでに慣れているサービスコンソールでシームレスに行うことができます。

このセクションの内容:

テキストメッセージおよび Facebook Messenger を使用した顧客のサポート
顧客は、テキストメッセージや Facebook Messenger を使用して、簡単にサポートセンターに連絡して問題を
解決できます。エージェントは、LiveMesssage を使用して Lightning サービスコンソールから応答して顧客を
サポートできると同時に、Service Cloud のすべての利点と情報を即座に得られます。ガイド付きフローを使
用して、メッセージを設定します。
ガイド付き設定フローを使用した LiveMessage の設定
SMS テキストメッセージおよび Facebook Messenger をサポートチャネルに追加して、利便性の高いコミュニ
ケーション方法を顧客に提供します。LiveMessage ガイド付き設定フローを使用して開始します。追加する
チャネルを選択したり、受信メッセージをサポートチームに転送するようにオムニチャネルを設定するか
どうかを選択したりできます。
自動応答メッセージを使用した顧客が期待する返信の設定
定義済みの自動応答を使用して、エージェントが顧客と会話するときの語調を設定します。チャットの肯
定応答メッセージは、顧客の最初のテキストメッセージへの返信として送信され、顧客のメッセージが届
いたことを保証します。自動メッセージは、エージェントがメッセージングセッションを受け入れたとき
や終了したとき、顧客が会社からのメッセージを受信することに同意したときや同意を取り消したときに
送信されます。
自動化された SMS オプトインおよびオプトアウトメッセージのカスタマイズ
顧客が SMS テキストメッセージを会社に送信すると、顧客が SMS によるコミュニケーションに同意したこ
とを確認する自動メッセージが LiveMessage から返信されます。顧客は、メッセージの受信をオプトインし
たり、「STOP (停止)」などのキーワードを返信してオプトアウトしたりできます。その後、顧客の設定を承
認する自動メッセージが LiveMessage から送信されます。Salesforce には、オプトインおよびオプトアウトメッ
セージのデフォルトテキストが用意されていますが、これらは会社のブランドや雰囲気に合わせてカスタ
マイズできます。
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自動テキストメッセージ通知による継続的な顧客への情報通知
LiveMessage を使用して、特定のイベントに基づいて SMS テキストメッセージ通知を自動的に顧客に送信し
ます。顧客の名前やケースの状況などの変数を入力する差し込み項目を挿入して、メッセージをパーソナ
ライズします。プロセスビルダーを使用して、特定の条件に一致したときにメッセージを送信するプロセ
スを定義することもできます。たとえば、顧客のケースの状況項目が変更されたときに顧客にテキストメッ
セージを送信するプロセスを作成できます。
SMS テキストメッセージおよび Facebook Messenger を使用した添付画像や添付ファイルの送受信
百聞は一見にしかずです。エージェントと顧客は、SMS メッセージおよび Facebook Messenger で画像やファ
イルを送信して要点を伝えることができます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: LiveMessage (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: LiveMessage チャネルの設定 (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)

テキストメッセージおよび Facebook Messenger を使用した顧客のサポート
顧客は、テキストメッセージや Facebook Messenger を使用して、簡単にサポートセンターに連絡して問題を解決
できます。エージェントは、LiveMesssage を使用して Lightning サービスコンソールから応答して顧客をサポー
トできると同時に、Service Cloud のすべての利点と情報を即座に得られます。ガイド付きフローを使用して、
メッセージを設定します。
対象: Lightning Experience の LiveMessage は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

(Service Cloud 付属) で使用できます。この機能は、デジタルエンゲージメントアドオンを介して LiveMessage にア
クセスできる組織で使用可能です。
対象ユーザ: 顧客とメッセージのやりとりをするには、ユーザに Service Cloud ライセンス、LiveMessage ユーザ権
限セットライセンス、「設定・定義の参照」権限が必要です。LiveMessage を設定するには、ユーザに「LiveMessage

の設定」権限と「設定・定義の参照」権限が必要です。
方法: LiveMessage でテキストメッセージチャネルおよび Facebook Messenger チャネルを追加するには、[設定] に移
動して [クイック検索] ボックスに「LiveMessage」と入力し、[LiveMessage 設定] を選択します。[新規チャネ
ル] をクリックしてガイド付き設定フローを開き、チャネルを設定します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: LiveMessage (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: LiveMessage チャネルの設定 (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: LiveMessage での顧客とのやり取り (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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ガイド付き設定フローを使用した LiveMessage の設定
SMS テキストメッセージおよび Facebook Messenger をサポートチャネルに追加して、利便性の高いコミュニケー
ション方法を顧客に提供します。LiveMessage ガイド付き設定フローを使用して開始します。追加するチャネル
を選択したり、受信メッセージをサポートチームに転送するようにオムニチャネルを設定するかどうかを選択
したりできます。
対象: Lightning Experience の LiveMessage は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

(Service Cloud 付属) で使用できます。この機能は、デジタルエンゲージメントアドオンを介して LiveMessage にア
クセスできる組織で使用可能です。
対象ユーザ: システム管理者プロファイルを持つユーザは、この設定フローを実行できます。フローを実行す
るには、組織にサービスデスク権限および LiveMessage 権限が必要です。フロー中に作成された場合にユーザを
キューに割り当てるには、使用可能な LiveMessage 権限セットライセンスと Service Cloud ユーザライセンスが必
要です。
方法: Lightning Experience アプリケーションから、ギアアイコンをクリックして [サービスの設定]を選択します。
[推奨設定] に LiveMessage 設定フロータイルが表示されない場合は、[すべて表示]をクリックします。[LiveMessage

の設定] を選択します。
または、[設定] に移動して [クイック検索] ボックスに「LiveMessage」と入力し、[LiveMessage 設定]を選択し
ます。[新規チャネル] をクリックしてガイド付き設定フローを開き、チャネルを設定します。
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SMS を設定するときに、自分の電話番号からメッセージを送信することを LiveMessage に許可する委任状を
Salesforce に送信するためのステップを提供します。電話番号が有効になったら、[LiveMessage の設定] ページで
設定を完了します。
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Facebook Messenger を設定するときに、必要に応じて受信メッセージのオムニチャネルキューを作成できます。
フローを複数回実行して、LiveMessage で会社のすべての Facebook ページを有効にします。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: ガイド付き設定フローを使用した LiveMessage 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)

自動応答メッセージを使用した顧客が期待する返信の設定
定義済みの自動応答を使用して、エージェントが顧客と会話するときの語調を設定します。チャットの肯定応
答メッセージは、顧客の最初のテキストメッセージへの返信として送信され、顧客のメッセージが届いたこと
を保証します。自動メッセージは、エージェントがメッセージングセッションを受け入れたときや終了したと
き、顧客が会社からのメッセージを受信することに同意したときや同意を取り消したときに送信されます。
対象: Lightning Experience の LiveMessage は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

(Service Cloud 付属) で使用できます。この機能は、デジタルエンゲージメントアドオンを介して LiveMessage にア
クセスできる組織で使用可能です。
対象ユーザ:「LiveMessage の設定」および「設定・定義の参照」権限を持つユーザは、定義済みの自動応答メッ
セージを作成できます。
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方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「LiveMessage」と入力し、[LiveMessage 設定] を選択します。
自動メッセージをカスタマイズするチャネルを選択して、[編集] をクリックします。[自動応答] 項目のテキス
トを変更して、[保存] をクリックします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: LiveMessage チャネルの自動応答の作成 (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)

自動化された SMS オプトインおよびオプトアウトメッセージのカスタマイズ
顧客が SMS テキストメッセージを会社に送信すると、顧客が SMS によるコミュニケーションに同意したことを
確認する自動メッセージが LiveMessage から返信されます。顧客は、メッセージの受信をオプトインしたり、
「STOP (停止)」などのキーワードを返信してオプトアウトしたりできます。その後、顧客の設定を承認する自
動メッセージが LiveMessage から送信されます。Salesforce には、オプトインおよびオプトアウトメッセージのデ
フォルトテキストが用意されていますが、これらは会社のブランドや雰囲気に合わせてカスタマイズできま
す。
対象: Lightning Experience の LiveMessage は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

(Service Cloud 付属) で使用できます。この機能は、デジタルエンゲージメントアドオンを介して LiveMessage にア
クセスできる組織で使用可能です。
対象ユーザ:「LiveMessage の設定」および「設定・定義の参照」権限を持つユーザは、定義済みの自動応答メッ
セージを作成できます。
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方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「LiveMessage」と入力し、[LiveMessage 設定] を選択します。
自動応答をカスタマイズするチャネルを選択して、[編集]をクリックします。[オプトイン] および [オプトアウ
ト] 項目のテキストを変更して、[保存] をクリックします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: LiveMessage チャネルの自動応答の作成 (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)

自動テキストメッセージ通知による継続的な顧客への情報通知
LiveMessage を使用して、特定のイベントに基づいて SMS テキストメッセージ通知を自動的に顧客に送信しま
す。顧客の名前やケースの状況などの変数を入力する差し込み項目を挿入して、メッセージをパーソナライズ
します。プロセスビルダーを使用して、特定の条件に一致したときにメッセージを送信するプロセスを定義す
ることもできます。たとえば、顧客のケースの状況項目が変更されたときに顧客にテキストメッセージを送信
するプロセスを作成できます。
対象: Lightning Experience の LiveMessage は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

(Service Cloud 付属) で使用できます。この機能は、デジタルエンゲージメントアドオンを介して LiveMessage にア
クセスできる組織で使用可能です。
対象ユーザ:「LiveMessage の設定」および「設定・定義の参照」権限を持つユーザは、定義済みのテキストメッ
セージを作成できます。「フローの管理」および「すべてのデータの参照」権限を持つユーザは、プロセスビ
ルダーを使用して、条件に一致したときにメッセージを送信するプロセスを作成できます。
方法: 定義済みのテキストメッセージを作成するには、[設定] に移動して [クイック検索] ボックスに
「LiveMessage」と入力し、[メッセージテンプレート]を選択します。[新規]をクリックし、メッセージを作
成します。
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次に、プロセスビルダーに移動して、特定のイベント (Salesforce レコードの変更など) が発生したときにメッ
セージを送信するプロセスを作成します。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロセスビルダー」と入力
し、[プロセスビルダー] を選択します。[新規] をクリックし、プロセスを作成します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: LiveMessage での自動メッセージ通知の設定 (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)

SMS テキストメッセージおよび Facebook Messenger を使用した添付画像や添付ファイルの
送受信
百聞は一見にしかずです。エージェントと顧客は、SMS メッセージおよび Facebook Messenger で画像やファイル
を送信して要点を伝えることができます。
対象: Lightning Experience の LiveMessage は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

(Service Cloud 付属) で使用できます。この機能は、デジタルエンゲージメントアドオンを介して LiveMessage にア
クセスできる組織で使用可能です。
対象ユーザ: 顧客とメッセージのやりとりをするには、ユーザに Service Cloud ライセンス、LiveMessage ユーザ権
限セットライセンス、「設定・定義の参照」権限が必要です。
方法: メッセージングセッションで、クリップアイコンをクリックしてファイルブラウザを開きます。ファイ
ルまたは画像を選択します。メッセージングセッションで、[送信] アイコンをクリックします。

メモ: フリーダイヤルの電話番号では添付ファイルはサポートされていません。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: LiveMessage での顧客とのやり取り (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: LiveMessage での顧客への画像とファイルの送信 (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)

ヘルプセンター: 簡単なセルフサービス
顧客が問題を自己解決できるようにするヘルプセンターを作成します。よくある質問に回答するナレッジ記事
を表示し、人とのやり取りを必要とする問題の場合にケースを登録できるように問い合わせボタンを提供しま
す。Essentials Edition の新しいガイド付き設定フローを使用して数分で設定を行い、[設定] の新しい [ヘルプセン
ター] ページでヘルプセンターを管理します。
対象: これは、Essentials Edition の Lightning Experience の新機能です。[ヘルプセンター] 設定ページは、Essentials

Edition で使用できます。ヘルプセンターテンプレートと設定フローは、Essentials Edition、Enterprise Edition、
Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition (Service Cloud 付属) で使用できます。

関連トピック:

ヘルプセンターで顧客が自己解決できるようにする
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CTI: Service Essentials でのコールセンター、より柔軟なソフトフォン
Essentials Edition 組織がコンピュータテレフォニーインテグレーション (CTI) を利用できるようになりました。コー
ルセンターがより柔軟になり、ソフトフォンの高さと幅の制限が緩和されました。

このセクションの内容:

Service Essentials での CTI の使用
中小企業のサポートチャネルに電話を追加し、顧客が別の方法で連絡できるようにします。Salesforce で直
接ソフトフォンから電話を発信できます。コールセンターユーザは、着信電話の Salesforce 情報の表示、
Salesforce からの発信電話の直接通話、および通話の結果や時間などのレポート作成を実行できます。コー
ルセンターは、通話に時間を費やす Salesforce ユーザの生産性の向上に非常に役立ちます。
Open CTI ソフトフォンのサイズの増加
ソフトフォンの高さと幅の制限が緩和されたため、CTI パートナーはより柔軟に画面サイズに合わせて電話
を拡大できます。Open CTI ソフトフォンは、最大 2,560 ピクセルの高さと最大 1,920 ピクセルの幅をサポート
するようになりました。

Service Essentials での CTI の使用
中小企業のサポートチャネルに電話を追加し、顧客が別の方法で連絡できるようにします。Salesforce で直接ソ
フトフォンから電話を発信できます。コールセンターユーザは、着信電話の Salesforce 情報の表示、Salesforce か
らの発信電話の直接通話、および通話の結果や時間などのレポート作成を実行できます。コールセンターは、
通話に時間を費やす Salesforce ユーザの生産性の向上に非常に役立ちます。
対象: この変更は Essentials Edition に適用されます。
対象ユーザ: コールセンターを作成および編集するには、「コールセンターの管理」権限が必要です。

ヒント:  Essentials は Apex をサポートしていないため、Open CTI 実装では RunApex メソッドを使用できませ
ん。

Open CTI ソフトフォンのサイズの増加
ソフトフォンの高さと幅の制限が緩和されたため、CTI パートナーはより柔軟に画面サイズに合わせて電話を
拡大できます。Open CTI ソフトフォンは、最大 2,560 ピクセルの高さと最大 1,920 ピクセルの幅をサポートする
ようになりました。
対象:この変更は、Professional Edition、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: コールセンターを作成または編集するには、「コールセンターの管理」権限が必要です。
方法: [設定] で、コールセンターの定義ファイルの高さと幅の値を増やすと、ソフトフォンの現在のサイズの
周りに空白が追加されます。ソフトフォンを大きくするには、CTI パートナーに連絡してサイズの調整を依頼
してください。
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Live Agent: Lightning Experience の設定オプションの追加、チャットのスキルベー
スのルーティングのサポート (ベータ)、クイックテキストをすばやく追加する
方法
Lightning Experience で Live Agent 設定ページにアクセスし、Lightning アプリケーションビルダーで [Live Agent セッ
ション] レコードページをカスタマイズします。オムニチャネルのスキルベースのルーティングを使用して、
Live Agent チャットを転送します。エージェントは、クイックテキストボタンを使用して、定義済みのテキスト
スニペットをチャットにすばやく追加できます。

このセクションの内容:

Lightning Experience での Live Agent 設定ページへのアクセス
Live Agent の設定やカスタマイズを行うために Salesforce Classic に切り替える必要はもうありません。これま
で愛用してきた最新の Lightning Experience から移動せずに済みます。すべての Live Agent 設定ページ ([Live Agent

の設定] など) が Lightning Experience で使用できます。
Lightning Experience での [Live Agent セッション] ページのカスタマイズ
[Live Agent セッション] ページ用の事前設定済み Lightning ページを使用して、独自の Lightning コンソールアプ
リケーションを設計しているシステム管理者がこのページをカスタマイズできるようにします。Lightning

Experience の [Live Agent セッション] ページは Salesforce Classic と同じです。このページには、チャットに関す
る情報 (処理されたチャット要求の数、エージェントがオンラインだった時間、エージェントがチャットに
積極的に参加していた時間など) が表示されます。
スキルベースのルーティングを使用した Live Agent チャットの転送 (ベータ)

顧客の問題を解決できる適切なスキルを持つエージェントに Live Agent チャットを転送します。オムニチャ
ネルにより、会社にとって最適な方法で柔軟にチャットを転送できます。オムニチャネルのスキルベース
のルーティングですべてのチャットを転送するか、一部のチャットはキューで転送し、他のチャットはス
キルで転送します。ただし、スキルベースのルーティングで転送されたチャットを別のエージェント、
キュー、スキルに転送することはできません。
ボタンを使用したチャットへのクイックテキストの挿入
チャットエージェントの時間を大幅に節約できるクイックテキストが使いやすくなりました。クイックテ
キストのボタンがチャットツールバーに表示されるようになり、ワンクリックで定義済みのテキストを
チャットに挿入できます。

Lightning Experience での Live Agent 設定ページへのアクセス
Live Agent の設定やカスタマイズを行うために Salesforce Classic に切り替える必要はもうありません。これまで愛
用してきた最新の Lightning Experience から移動せずに済みます。すべての Live Agent 設定ページ ([Live Agent の設
定] など) が Lightning Experience で使用できます。
対象: この変更は次のエディションの Lightning Experience に適用されます。
• 2012 年 6 月 14 日よりも後に作成された Performance Edition および Developer Edition の組織
• Unlimited Edition (Service Cloud 付属)

• Enterprise Edition および Unlimited Edition (有料オプション)
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方法: Lightning Experience の [設定] で、[クイック検索] ボックスに「Live Agent」と入力します。すべての Live

Agent 設定ページが表示されます。

Live Agent の設定時にヘルプが必要な場合は、? アイコンをクリックして、ヘルプトピックや Trailhead などの有
益なリソースにアクセスできます。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Experience での Live Agent 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)

Lightning Experience での [Live Agent セッション] ページのカスタマイズ
[Live Agent セッション] ページ用の事前設定済み Lightning ページを使用して、独自の Lightning コンソールアプリ
ケーションを設計しているシステム管理者がこのページをカスタマイズできるようにします。Lightning Experience

の [Live Agent セッション] ページは Salesforce Classic と同じです。このページには、チャットに関する情報 (処理
されたチャット要求の数、エージェントがオンラインだった時間、エージェントがチャットに積極的に参加し
ていた時間など) が表示されます。
対象: この変更は次のエディションの Lightning Experience に適用されます。
• 2012 年 6 月 14 日よりも後に作成された Performance Edition および Developer Edition の組織
• Unlimited Edition (Service Cloud 付属)

• Enterprise Edition および Unlimited Edition (有料オプション)

方法: [Live Agent セッション] ページを Lightning コンソールアプリケーションに追加するには、Lightning アプリ
ケーションマネージャを開き、[ナビゲーション項目] ページに到達するまで [次へ] をクリックします。[Live

Agent セッション] 項目を [選択済みの項目] リストに追加します。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Live Agent セッションレコード (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不
能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: カスタム Lightning コンソールアプリケーションの作成および編集 (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)

スキルベースのルーティングを使用した Live Agent チャットの転送 (ベータ)

顧客の問題を解決できる適切なスキルを持つエージェントに Live Agent チャットを転送します。オムニチャネ
ルにより、会社にとって最適な方法で柔軟にチャットを転送できます。オムニチャネルのスキルベースのルー
ティングですべてのチャットを転送するか、一部のチャットはキューで転送し、他のチャットはスキルで転送
します。ただし、スキルベースのルーティングで転送されたチャットを別のエージェント、キュー、スキルに
転送することはできません。
対象:オムニチャネルは、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

(Service Cloud 付属) の Lightning Experience および Salesforce Classic で使用できます。
Live Agent は、次のエディションの Lightning Experience および Salesforce Classic で使用できます。
• 2012 年 6 月 14 日よりも後に作成された Performance Edition および Developer Edition の組織
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• Unlimited Edition (Service Cloud 付属)

• Enterprise Edition および Unlimited Edition (有料オプション)

メモ:  Live Agent チャットのスキルベースのルーティング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。自身の独自の決
定権でこの機能を使用し、現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて購入をご決定くだ
さい。Salesforce 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しません。また、い
かなる時点でもこの機能を終了できるものとします。この機能は、評価目的のみで、本番での使用を目
的にしたものではありません。この機能は、そのままの状態で提供され、サポートされておらず、ここ
から生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任も負いません。す
べての制約、Salesforce の権利の保留、本サービスに関する義務、および関連する Salesforce 以外のアプリ
ケーションならびにコンテンツの条件は、この機能の使用に等しく適用されます。Live Agent チャットの
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 Community の IdeaExchange に投稿
してください。

対象ユーザ: システム管理者は、オムニチャネルを設定するには、「アプリケーションのカスタマイズ」権限
が必要です。
方法:オムニチャネルでキューベースのルーティングとスキルベースのルーティングを設定します。次に、ルー
ティング種別が [オムニチャネルスキル] のチャットボタンを使用して、Live Agent リリースを作成します。

ボタンを使用したチャットへのクイックテキストの挿入
チャットエージェントの時間を大幅に節約できるクイックテキストが使いやすくなりました。クイックテキス
トのボタンがチャットツールバーに表示されるようになり、ワンクリックで定義済みのテキストをチャットに
挿入できます。
対象: この変更は次のエディションの Lightning Experience に適用されます。
• 2012 年 6 月 14 日よりも後に作成された Performance Edition および Developer Edition の組織
• Unlimited Edition (Service Cloud 付属)

• Enterprise Edition および Unlimited Edition (有料オプション)

対象ユーザ: クイックテキストを挿入するには、ユーザにクイックテキストオブジェクトの「参照」権限が必
要です。必要に応じて、「作成」、「編集」、および「削除」アクセス権をユーザに付与し、ユーザが独自の
クイックテキストを作成および管理可能にすることもできます。
Spring '18 の後に作成された組織では、すべてのユーザプロファイルにデフォルトで「参照」アクセス権が含ま
れます。ただし、Salesforce Platform ユーザライセンスのユーザは、クイックテキストを操作できません。クイッ
クテキストの作成、参照、更新、および削除権限を Salesforce Classic でユーザに付与している場合、その権限が
Lightning Experience で使用されます。
方法: Lightning Experience では、クイックテキストはすべての組織でデフォルトで有効化されています。Salesforce

Classic でクイックテキストを有効化して作成していた場合、メッセージは Lightning Experience で機能します。
クイックテキストを作成または編集するときに、[チャネル] 項目を [チャット]に設定します。次に、チャット
するときに新しいクイックテキストボタンを見つけます。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: クイックテキストメッセージの作成 (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)

Snap-in チャット: カスタム表示ラベル、コミュニティ用のスニペット設定ファ
イル、複数のタブをまたがるチャット
Snap-in リリースごとにスナップイン内の独自の表示ラベルを設定します。スニペット設定ファイルを作成し、
スニペットのみのカスタマイズをコミュニティ Snap-in に含めます。顧客は複数のタブおよびウィンドウにま
たがってチャットできるため、Web サイトを参照している間にチャットを失うことはありません。また、チャッ
トイベントの通知を受け取り、Live Agent の改善された機能を利用できます。

このセクションの内容:

カスタム表示ラベルを使用して各スナップインを独自のものにする
スナップイン内で独自のテキストを使用して、各 Snap-in リリースのブランドまたは目的を適切に反映しま
す。Snap-in チャットと Snap-in 予定管理 (ベータ) の両方の表示ラベルを設定します。[タブと表示ラベルの名
称変更] で作成した表示ラベルは削除されます。以前は、[タブと表示ラベルの名称変更] または個別のコー
ドスニペットを使用して、組織レベルでのみ表示ラベルをカスタマイズできました。
コミュニティ Snap-in へのコードスニペット設定の追加
スニペットのみの設定をコミュニティ Snap-in に取り込みます。追加の事前チャット設定や直接転送ボタン
ルーティングなどの機能を追加します。2018 年 10 月 16 日から使用できます。
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Snap-in チャットからチャットイベント通知を取得
数行のコードを Snap-in コードスニペットに追加して、特定のチャットイベントのトリガ時に通知を受け取
ります。
自由に移動し、複数のタブにまたがってチャット
人には、1 つのタブを使う人と 50 のタブを使う人の 2 つのタイプがあります。後者のカテゴリに該当する
顧客はさまざまなタブにまたがってチャットを継続できます。
Live Agent の改善された機能の利用
Lightning Experience で Live Agent のチャット設定を調整してください。エージェントがコンソールの新しいボ
タンを使用してクイックテキストをメッセージに追加できます。

カスタム表示ラベルを使用して各スナップインを独自のものにする
スナップイン内で独自のテキストを使用して、各 Snap-in リリースのブランドまたは目的を適切に反映します。
Snap-in チャットと Snap-in 予定管理 (ベータ) の両方の表示ラベルを設定します。[タブと表示ラベルの名称変更]

で作成した表示ラベルは削除されます。以前は、[タブと表示ラベルの名称変更] または個別のコードスニペッ
トを使用して、組織レベルでのみ表示ラベルをカスタマイズできました。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

に適用されます。Snap-in 設定は Lightning Experience で使用できます。
方法: ペンを持って、[設定] の Snap-in ページに移動します。Snap-in チャットリリースを作成または編集し、Live

Agent または Field Service 設定を開いて、[追加のブランド設定] の横にある [編集] をクリックします。[表示ラベ
ル] タブをクリックし、編集します。

チャットの状態またはページ種別を選択し、表示ラベルグループを選択します。表示ラベルを編集していると
きに、Snap-in での表示ラベルの表示場所がライブプレビューに示されます。表示ラベルグループの表示ラベル
の編集が終了したら、[保存] をクリックし、別のグループに移動します。
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表示ラベルを翻訳するには、表示ラベルの横にある矢印をクリックし、[表示ラベルレコードを表示]をクリッ
クします。これで、トランスレーションワークベンチで表示ラベルを翻訳できます。

重要:  [タブと表示ラベルの名称変更] でカスタマイズした表示ラベルは削除されます。Snap-in がデフォル
トの表示ラベルに戻らないようにするには、Snap-in 設定で表示ラベルをカスタマイズします。

コミュニティ Snap-in へのコードスニペット設定の追加
スニペットのみの設定をコミュニティ Snap-in に取り込みます。追加の事前チャット設定や直接転送ボタンルー
ティングなどの機能を追加します。2018 年 10 月 16 日から使用できます。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

に適用されます。Snap-in 設定は Lightning Experience で使用できます。
方法: 含める必要があるコードスニペット設定を含む JavaScript ファイルを作成し、そのファイルを静的リソー
スとしてアップロードして、コミュニティビルダーの[スニペット設定ファイル]項目内で参照します。リソー
スファイルのスニペット設定は、コードスニペットで使用する設定とは若干異なります。詳細は、『Snap-Ins

for Web Developer Guide (Web 用の Snap-in 開発者ガイド)』を参照してください。

メモ: コミュニティ Snap-in では自動招待はまだ使用できません。また、このファイルのログインユーザの
事前チャット項目を事前入力するように設定することはまだできません。Snap-in チャットコンポーネン
トの設定で [事前チャット項目を入力] オプションを使用してください。

Snap-in チャットからチャットイベント通知を取得
数行のコードを Snap-in コードスニペットに追加して、特定のチャットイベントのトリガ時に通知を受け取り
ます。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

に適用されます。Snap-in 設定は Lightning Experience で使用できます。
方法: Snap-in チャットのコードスニペットで embedded_svc.addEventHandler() をコールし、イベントを
登録します。
たとえば、onChatRequestSuccess イベントを登録するには、次のコードをコードスニペットに追加しま
す。
embedded_svc.addEventHandler("onChatRequestSuccess", function(data) {
console.log("onChatRequestSuccess event was fired. data was " + JSON.stringify(data));
});

重要: embedded_svc.addEventHandler() へのコールは embedded_svc.init() へのコールの前に実
行する必要があります。コードスニペットに embedded_svc.init() へのコールが含まれる場合、各
コールを正しい順序で入力していることを確認してください。

次のイベントではクライアントにオブジェクトがブロードキャストされます。
• onAgentMessage

• onChasitorMessage

• onChatEndedByAgent

• onChatEndedByChasitor

• onChatEstablished
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• onChatRequestSuccess

• onChatTransferSuccessful

• onConnectionError

• onIdleTimeoutOccurred

次のイベントはクライアントにブロードキャストされますが、データはブロードキャストされません。
• onClickSubmitButton

• onHelpButtonClick

• onInviteAccepted

• onInviteRejected

自由に移動し、複数のタブにまたがってチャット
人には、1 つのタブを使う人と 50 のタブを使う人の 2 つのタイプがあります。後者のカテゴリに該当する顧客
はさまざまなタブにまたがってチャットを継続できます。
対象: Snap-in コードスニペットバージョン 5.0 以上を使用すると、顧客は複数のタブおよびウィンドウにまたが
るチャットを使用できます。
理由: 顧客はチャット中に Webサイトを自由に閲覧することを望みます。Web サイトで新しいタブを開いたと
きにチャットの接続が失われた場合、顧客はストレスを感じたり、混乱したりします。このやり取り (または
顧客) を失うことがなくなりました。

メモ: 顧客が Internet Explorer 11 または Microsoft Edge ブラウザを使用しているか、iOS デバイスを使用してい
る場合、複数のタブおよびウィンドウにまたがってチャットできません。タブを愛するユーザが注意し
なけらばならない点がほかにもいくつかあります。Snap-in チャットの制限事項についての最新情報を確
認してください。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Snap-in チャットの制限事項 (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)

Live Agent の改善された機能の利用
Lightning Experience で Live Agent のチャット設定を調整してください。エージェントがコンソールの新しいボタ
ンを使用してクイックテキストをメッセージに追加できます。
対象: この変更は次のエディションの Lightning Experience に適用されます。
• 2012 年 6 月 14 日よりも後に作成された Performance Edition および Developer Edition の組織
• Unlimited Edition (Service Cloud 付属)

• Enterprise Edition および Unlimited Edition (有料オプション)

関連トピック:

Lightning Experience での Live Agent 設定ページへのアクセス
ボタンを使用したチャットへのクイックテキストの挿入
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モバイルアプリケーション用 Snap-in: ネイティブアプリケーションでの Einstein
ボットの使用
iOS および Android 用の Snap-in SDK には、チャット環境を補足し、エージェントと顧客を満足させる Einstein ボッ
トサポートが含まれます。また、全般的な機能強化も SDK にいくつか加えられました。
対象: この更新は、Mobile Apps SDK for iOS (バージョン 214.0.2) および Android (バージョン 214.0.1) 用 Snap-in に適用さ
れます。
新機能についての詳細は、iOS および Android に関するリリースノートを参照してください。製品情報は、
「Snap-ins for Mobile Apps (モバイルアプリケーション用 Snap-in)」サイトをご覧ください。

ソーシャルカスタマーサービス: YouTube、絵文字、クイックテキスト、パブ
リッククラウド
もう一つのソーシャルネットワークの YouTube をソーシャルネットワーク機能に取り込みます。ケースを作成
せずにやり取りします。絵文字でエージェントの環境を強化し、Facebook の公開投稿を非公開にして、クイッ
クテキストを使用します。コンパクトフィード、パブリッククラウドサポート、アップグレードされた管理
パッケージを利用します。また、必要な権限が少なくなりました。

このセクションの内容:

YouTube での顧客のサポート
顧客の YouTube コメントを Salesforce のケースに変換して、顧客にサービスを提供します。YouTube チャンネ
ルを Service Cloud に直接接続し、ケースを追跡し、顧客に直接応答します。
ケースを作成せずにソーシャル投稿に応答
顧客が満足して、あなたに知らせたいと思ったとき、何らかのソーシャルネットワークで感謝を述べるた
めだけに、ケースを開く必要はありません。ソーシャルパブリッシャーのアクションをソーシャル投稿オ
ブジェクトで使用できるようになりました。
絵文字で感情を示す
ソーシャルカスタマーサービスコンテンツに絵文字を追加します。ソーシャルパブリッシャーで絵文字ア
イコンをクリックし、カーソル位置に絵文字を追加します。
Facebook で非公開を維持
すべてのコメントがすべてのユーザに向けたものであるとは限りません。Facebook 投稿に返信するときに
[非公開メッセージ] の投稿種別を選択し、やり取りを非公開で継続します。
ソーシャル投稿のコンパクトフィードの使用
以前はケースにのみ属していたコンパクトフィードの機能をソーシャル投稿でフルに活用します。
Lightning Experience のためのエージェントの準備
ソーシャルエージェントが電光石火の速さで作業できるように、投稿の取り消し機能を追加し、必須権限
を減らして Lightning Experience に容易に移行できるようにしました。
パブリッククラウドでの政府機関パートナーのサポート
ソーシャルカスタマーサービスでは、より安全な認証トークンを使用してパブリッククラウドがサポート
されます。
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ソーシャルカスタマーサービスパッケージのアップグレード
ソーシャルカスタマーサービスで、ソーシャルサービスを強化するための改善された接続アプリケーショ
ンが使用されるようになりました。Spring '16 以降にソーシャルカスタマーサービスを有効にしたすべての
組織には、この新しいアプリケーションがすでに含まれます。Winter '16 以前にソーシャルカスタマーサー
ビスを有効にした組織は、ソーシャルカスタマーサービスを再度有効にして新しい接続アプリケーション
をインストールできます。

YouTube での顧客のサポート
顧客の YouTube コメントを Salesforce のケースに変換して、顧客にサービスを提供します。YouTube チャンネル
を Service Cloud に直接接続し、ケースを追跡し、顧客に直接応答します。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition の Lightning Experience と
Salesforce Classic に適用されます。
方法: Instagram アカウントの追加と同じ方法で、YouTube アカウントを追加します。ソーシャルアカウントへの
アクセス権をエージェントに付与するために使用するユーザ権限をエージェントに割り当てます。YouTube 動
画のいずれかにコメントが投稿された場合、エージェントは Salesforce 内で直接返信できます。動画とすべての
関連コメントがソーシャル会話コンポーネントに表示されます。

メモ:  Starter Pack バージョンでは YouTube は使用できません。YouTube アカウントを同期する Social Studio ア
カウントが必要です。

YouTube でのやり取りを詳細に制御するには、YouTube からの返信を非表示にして、顧客にのみ返信できます。
顧客がコメントを編集または削除すると、Salesforce はそれに従ってソーシャル投稿を更新します。

ケースを作成せずにソーシャル投稿に応答
顧客が満足して、あなたに知らせたいと思ったとき、何らかのソーシャルネットワークで感謝を述べるためだ
けに、ケースを開く必要はありません。ソーシャルパブリッシャーのアクションをソーシャル投稿オブジェク
トで使用できるようになりました。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience

に適用されます。
方法:
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1. ソーシャルカスタマーサービスを有効にします。ソーシャルカスタマーサービスをすでに設定している場
合は、ソーシャルカスタマーサービスを無効にした後、再度有効にします。

2. ソーシャル投稿のフィード追跡をオンにして、[すべての関連オブジェクト] を有効にします。
3. ソーシャルパブリッシャーのクイックアクションを [ソーシャル投稿] ページレイアウトに追加します。
4. Lightning ページレイアウトをカスタマイズしている場合は、必要に応じて、Chatter コンポーネントをページ

レイアウトに手動でドラッグできます。
エージェントは、詳細ページの Chatter フィードまたはソーシャル投稿のリストから、ソーシャル投稿に返信で
きます。

絵文字で感情を示す
ソーシャルカスタマーサービスコンテンツに絵文字を追加します。ソーシャルパブリッシャーで絵文字アイコ
ンをクリックし、カーソル位置に絵文字を追加します。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience

に適用されます。

Facebook で非公開を維持
すべてのコメントがすべてのユーザに向けたものであるとは限りません。Facebook 投稿に返信するときに [非
公開メッセージ] の投稿種別を選択し、やり取りを非公開で継続します。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition の Lightning Experience と
Salesforce Classic に適用されます。

ソーシャル投稿のコンパクトフィードの使用
以前はケースにのみ属していたコンパクトフィードの機能をソーシャル投稿でフルに活用します。
対象:この変更は、Professional Edition、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
ソーシャル投稿のコンパクトフィードについての詳細は、「Lightning Experience のあらゆる場所でコンパクト
ケースフィードを使用」を参照してください。

Lightning Experience のためのエージェントの準備
ソーシャルエージェントが電光石火の速さで作業できるように、投稿の取り消し機能を追加し、必須権限を減
らして Lightning Experience に容易に移行できるようにしました。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition の Lightning Experience と
Salesforce Classic に適用されます。
理由: 場合によって、エージェントは承認申請した投稿の変更が必要になることがあります。Lightning Experience

で承認申請した投稿を取り消すことができるようになりました。
また、ソーシャルエージェントがソーシャル投稿に応答するときに利用可能なソーシャルアカウントを表示す
るのに「設定・定義を参照する」権限は必要なくなりました。
方法: ソーシャル投稿の承認を有効化します。
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パブリッククラウドでの政府機関パートナーのサポート
ソーシャルカスタマーサービスでは、より安全な認証トークンを使用してパブリッククラウドがサポートされ
ます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition の Lightning Experience と
Salesforce Classic に適用されます。

ソーシャルカスタマーサービスパッケージのアップグレード
ソーシャルカスタマーサービスで、ソーシャルサービスを強化するための改善された接続アプリケーションが
使用されるようになりました。Spring '16 以降にソーシャルカスタマーサービスを有効にしたすべての組織に
は、この新しいアプリケーションがすでに含まれます。Winter '16 以前にソーシャルカスタマーサービスを有効
にした組織は、ソーシャルカスタマーサービスを再度有効にして新しい接続アプリケーションをインストール
できます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition の Lightning Experience と
Salesforce Classic に適用されます。
方法:

Field Service: ステップごとの作業ガイド、サービスレポートの機能強
化、コミュニティのディスパッチャコンソール
ナビゲーションが容易な ToDo のリストを作成し、チームの現場での作業をガイドします。言語の選択を含む、
サービスレポートの新しいオプションを使用できます。派遣担当者がより効率的にスケジュールできるよう
に、ガントチャートのカスタム色を作成し、派遣業務を Lightning コミュニティユーザと共有します。

このセクションの内容:

サービスの Lightning フローを使用した次のステップへの従業員の誘導
エージェント、派遣担当者、派遣作業員は、異なる顧客に対して同じ一連のタスクを実行することがよく
あります。サービスの Lightning フローを使用して定期的な ToDo を標準化し、ガイド付きアクションリスト
で従業員がステップを段階的に進めるようにします。作業指示と作業指示品目にリストを表示する作業種
別を作成します。
他の言語でのサービスレポートの生成
フィールドサービス作業が複数言語で行われる場合、コミュニケーションが難しくなることがあります。
作業指示の新規項目を使用すれば、任意のサポート対象言語でサービスレポートを作成できます。たとえ
ば特定の作業指示で、フランス語を話す顧客に対してフランス語で 1 つのサービスレポートを作成し、ベ
ルリンを拠点とするスーパーバイザに対してドイツ語で 2 つ目のサービスレポートを作成できます。
逐次化された製品項目の移送 (ベータ)

[シリアル番号] 項目が入力されている製品項目の移動を追跡する製品移送を作成します。製品項目のロケー
ションは移送が完了したときに自動更新され、項目が保管またはインストールされている場所をチームが
簡単に確認できます。以前は、逐次化された製品項目は移送できませんでした。
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サービスレポートリガの作成
Apex トリガを作成して、サービスレポートを使用する方法を拡張します。たとえば、サービスレポートが
作成されるたびに顧客にメールを送信するトリガを設定します。
署名済みサービスレポートの迅速な検索
作業指示、作業指示品目、またはサービス予定で複数のサービスレポートが生成された場合、一部のサー
ビスレポートのみに署名が含まれている可能性があります。サービスレポートの新しい [署名済み] チェッ
クボックスを使用して、署名が含まれるサービスレポートを識別します。
サービス予定と作業指示の自動的な共有
Salesforce 内の共有ルールの上書きを設定し、サービスリソースにサービス予定が割り当てられたときに、
予定とその親レコードがサービスリソースと共有されるようにします。
ロケーションおよび製品項目の関連製品移送の表示
ロケーションの新しい [製品移送 (移送先)] および [製品移送 (移送元)] 関連リストには、そのロケーションが
追加先および追加元となる製品移送が表示されます。製品項目の新しい [製品移送] 関連リストには、関連
する製品移送が表示されます。この製品移送で在庫の移動を追跡します。
Android でのユーザプロファイル画像の保存
Android L デバイスでのクラッシュを避けるため、2018 年 9 月 11 日にリリースされた Field Service Lightning Android

モバイルアプリケーション 4.1.1 パッチでは、ユーザプロファイル画像を外部デバイスストレージに保存し
ます。新しい権限は、パッチによって自動的に有効になります。
Field Service 管理パッケージ: コミュニティディスパッチャ、ガントチャートのカラーパレット、ディスパッ
チャコンソールのカスタムアクション
派遣担当者の作業が簡単になりました。コントラクターマネージャに Lightning コミュニティのディスパッ
チャコンソールへのアクセス権を付与し、チームの割り当てを管理できるようにします。選択した項目に
基づいてサービス予定に色コードを割り当てることができるカスタムパレットで、ガントチャートを装飾
します。カスタムアクション、アップグレードされた稼働状況ビュー、地図の改善、予定の予約設定の詳
細な制御により、ディスパッチャコンソールで主要情報を強調表示します。

サービスの Lightning フローを使用した次のステップへの従業員の誘導
エージェント、派遣担当者、派遣作業員は、異なる顧客に対して同じ一連のタスクを実行することがよくあり
ます。サービスの Lightning フローを使用して定期的な ToDo を標準化し、ガイド付きアクションリストで従業
員がステップを段階的に進めるようにします。作業指示と作業指示品目にリストを表示する作業種別を作成し
ます。
対象: Field Service Lightning 機能と管理パッケージは、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および
Developer Edition で使用できます。作業指示は Professional Edition でも使用できます。
対象ユーザ: ガイド付きアクションリストを作業種別に追加するには、ユーザに作業種別に対する「作成」が
必要です。
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方法: サービスの Lightning フローでは、RecordAction 連結オブジェクトを使用して、フローをレコードタイプに
関連付けます。Salesforce 自動化ツールを使用して、プロセスのフローを作成します。API、プロセスビルダー、
ガイド付きアクションリストコンポーネントを使用してフローをレコードに関連付け、ガイド付きアクション
リストのある作業種別を作成します。その作業種別から作業指示または作業指示品目が作成されると、技術者
のレコードページにリストが表示されます。

重要: 作業種別から RecordAction オブジェクトを作業指示または作業指示品目にコピーする場合、その作
業指示や作業指示品目のチャネル設定を定義しないでください。作業指示または作業指示品目のチャネ
ル設定を定義すると、作業指示または作業指示品目の作成時に [作業種別] 項目を指定する必要がありま
す。このようにしないと、作業種別の RecordActions ではなく、チャネル設定の RecordActions がコピーされ
ます。

実行時に従業員の作業指示または作業指示品目にリストが表示され、従業員はリストのフローを段階的に進め
てタスクを完了できます。

メモ: 作業種別から作業指示または作業指示品目が作成されるまでガイド付きアクションを実行できませ
ん。
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ガイド付きアクションリストコンポーネントには、完了時にフローが表示されます。ページを更新すると、完
了したアクションがリストから削除されます。[履歴] タブには、ガイド付きアクションのライフサイクル (フ
ローを誰がいつ開始、一時停止、再開、完了したのかなど) が表示されます。

関連トピック:

サービスの Lightning フロー: エージェントが予定通りに業務を進めるために役立つ新しい名前と新機能
Lightning Flow for Service Developer Guide (サービスの Lightning フロー開発者ガイド)

他の言語でのサービスレポートの生成
フィールドサービス作業が複数言語で行われる場合、コミュニケーションが難しくなることがあります。作業
指示の新規項目を使用すれば、任意のサポート対象言語でサービスレポートを作成できます。たとえば特定の
作業指示で、フランス語を話す顧客に対してフランス語で 1 つのサービスレポートを作成し、ベルリンを拠点
とするスーパーバイザに対してドイツ語で 2 つ目のサービスレポートを作成できます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。[サービスレポート言語] 項目は、Android または iOS 用の Field Service

Lightning モバイルアプリケーションでは使用できません。
対象ユーザ: 作業指示の [サービスレポート言語] 項目を更新するには、作業指示に対する「編集」権限が必要
です。
理由: 以前は、サービスレポートにはレポートの生成者 (通常は技術者かスーパーバイザ) の言語が使用されて
いました。作業指示の [サービスレポート言語] 項目を使用して、サービスレポートが翻訳される言語を指定で
きるようになりました。選択した言語は、作業指示、そのサービス予定、およびその作業指示品目とそれらの
サービス予定で作成されたすべてのサービスレポートとサービスレポートプレビューで使用されます。
方法: [サービスレポート言語] 項目にオプションとして表示する言語は、トランスレーションワークベンチで
設定するか、Salesforceの 18 個の完全サポート対象言語に含まれている必要があります。サービスレポート項目
名は翻訳されますが、リッチテキスト項目名、サービスレポートセクション名、テキスト項目値 (サービスメ
モなど) は翻訳されません。
作業指示の [サービスレポート言語] 項目で言語を選択します。作業指示ページレイアウトに項目を追加し、API

(API 参照名: ServiceReportLanguage) で更新するか、作業指示のクイックアクションを作成して更新するこ
とができます。項目が空白 (デフォルト) の場合、サービスレポートにはレポートの作成者の言語が使用されま
す。

メモ: サービスレポートにも新しい [サービスレポート言語] 項目があり、この項目によってレポートに表
示される言語が示されます。この項目は参照のみで、API (API 参照名: ServiceReportLanguage) からの
みアクセスできます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: サービスレポートの作成 (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)

Salesforce ヘルプ: コードサンプル: カスタムディスパッチャコンンソールアクション (リリースプレビューの
時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)
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逐次化された製品項目の移送 (ベータ)
[シリアル番号] 項目が入力されている製品項目の移動を追跡する製品移送を作成します。製品項目のロケー
ションは移送が完了したときに自動更新され、項目が保管またはインストールされている場所をチームが簡単
に確認できます。以前は、逐次化された製品項目は移送できませんでした。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。

メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの逐次化された製品項目の製品移送が含まれています。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。正式リリースされた製品および機能に基づいてのみ
購入をご決定ください。

対象ユーザ: 逐次化された製品項目に関連付けられた製品移送を作成するには、製品項目とロケーションに対
する「参照」権限、および製品移送に対する「作成」権限が必要です。製品移送を受領済みとしてマークする
には、製品項目に対する「編集」権限が必要です。
理由: 特定のロケーションの在庫を表す製品項目は、シリアル番号の有無を問わず Salesforce で追跡できます。
たとえば、メイン倉庫に保管された 75 個のハンマーを表す製品項目を作成する場合、[シリアル番号] 項目の使
用は無意味です。ただし、コンピュータなどの金額が高い在庫の場合、項目ごとに 1 つの製品項目レコードを
作成すると役立ちます。これにより、各項目のシリアル番号を記録し、その移動を追跡できます。
逐次化された製品項目の製品移送が受領済みとしてマークされたときに、製品項目のロケーションは移送を反
映して更新されます。たとえば、倉庫 A のロケーションに保管されたデスクトップコンピュータの逐次化され
た製品項目を作成するとします。本社が新しいコンピュータを要求したときに、製品移送を作成し、[ソース
製品項目] 項目でコンピュータの製品項目を選択します。移送が受領済みとしてマークされたときに、製品項
目の [ロケーション] 項目は「倉庫 A」から「本社」に変更されます。その [在庫数量] はそのまま変更されませ
ん。
方法: 逐次化された製品項目の移送を許可するには、Salesforce にお問い合わせください。この機能へのアクセ
ス権を取得したら、シリアル番号がない場合と同様に、適切な権限を持つユーザが逐次化された製品項目の製
品移送を作成できます。
この機能を使用する前に、次の考慮事項を確認します。
• 逐次化された製品項目の [ロケーション] 項目を手動で更新することはできません。
• 逐次化された製品項目に関連付けられた製品移送が受領済みとしてマークされたときに、製品項目トラン

ザクションは作成されません。
• 逐次化された製品項目の部分的移送はできません。つまり、ソース製品項目が逐次化されている製品移送

は、製品移送の [出荷済み数量] と [受領済み数量] が製品項目の [在庫数量] と等しい場合にのみ、受領済み
としてマークできます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: パーツの移送 (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: 製品移送の仕組み (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)
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https://help.salesforce.com/articleView?id=fs_create_product_transfers.htm&language=ja
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サービスレポートリガの作成
Apex トリガを作成して、サービスレポートを使用する方法を拡張します。たとえば、サービスレポートが作成
されるたびに顧客にメールを送信するトリガを設定します。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。
方法:

• Lightning Experience: [設定] のオブジェクトマネージャで、[サービスレポート] をクリックし、[トリガ] をク
リックします。

• Salesforce Classic: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「サービスレポート」と入力し、[サービスレポート]

の [トリガ] をクリックします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Apex トリガ: サービスレポートの作成時にメールを送信 (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)

署名済みサービスレポートの迅速な検索
作業指示、作業指示品目、またはサービス予定で複数のサービスレポートが生成された場合、一部のサービス
レポートのみに署名が含まれている可能性があります。サービスレポートの新しい [署名済み] チェックボック
スを使用して、署名が含まれるサービスレポートを識別します。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic、および Salesforce アプリケーションに適用されます。[署名済み] 項目は、Android または
iOS 用の Field Service Lightning アプリケーションでは使用できません。
方法: サービス予定、作業指示、または作業指示品目ページレイアウトの [サービスレポート] 関連リストに [署
名済み] 項目を追加します。これにより、関連リストを一目見るだけで、署名が含まれるサービスレポートを
識別できます。API (API 参照名: IsSigned) でもアクセスできます。

メモ: 複数のサービスレポートバージョンで署名を再利用している場合、再利用した署名が含まれるサー
ビスレポートの [署名済み] 項目は空白になります。

サービス予定と作業指示の自動的な共有
Salesforce 内の共有ルールの上書きを設定し、サービスリソースにサービス予定が割り当てられたときに、予定
とその親レコードがサービスリソースと共有されるようにします。
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対象: 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。
理由: サービス予定が派遣作業員に割り当てられたときに、作業員はサービス予定とその親作業指示または作
業指示品目にアクセスする必要があります。ただし、派遣作業員はすべてのレコードへのアクセス権は必要あ
りません。
方法: 以前は管理パッケージを使用して、サービス予定に割り当てられた作業員のみとアクセス権を共有して
いました。今回のリリースで、[設定] の [Field Service 設定] ページにある 3 つの新しい設定を使用して、割り当
てられたリソースのみにレコードアクセスを制限できるようになりました。

作業指示、作業指示品目、サービス予定のデフォルトの共有は「公開」で、すべてのユーザがすべてのレコー
ドを参照および更新できます。作業指示、作業指示品目、サービス予定の共有が公開されている場合、これら
の設定は適用されません。

重要: 現在 Field Service Lightning 管理パッケージでこれらの設定を使用している場合、管理パッケージの設
定を無効にし、[Field Service 設定] ページで設定を有効にします。
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ロケーションおよび製品項目の関連製品移送の表示
ロケーションの新しい [製品移送 (移送先)] および [製品移送 (移送元)] 関連リストには、そのロケーションが追
加先および追加元となる製品移送が表示されます。製品項目の新しい [製品移送]関連リストには、関連する製
品移送が表示されます。この製品移送で在庫の移動を追跡します。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。
方法: ロケーションおよび製品項目ページレイアウトに新しい関連リストを追加します。

Android でのユーザプロファイル画像の保存
Android L デバイスでのクラッシュを避けるため、2018 年 9 月 11 日にリリースされた Field Service Lightning Android

モバイルアプリケーション 4.1.1 パッチでは、ユーザプロファイル画像を外部デバイスストレージに保存しま
す。新しい権限は、パッチによって自動的に有効になります。
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Field Service 管理パッケージ: コミュニティディスパッチャ、ガントチャートの
カラーパレット、ディスパッチャコンソールのカスタムアクション
派遣担当者の作業が簡単になりました。コントラクターマネージャに Lightning コミュニティのディスパッチャ
コンソールへのアクセス権を付与し、チームの割り当てを管理できるようにします。選択した項目に基づいて
サービス予定に色コードを割り当てることができるカスタムパレットで、ガントチャートを装飾します。カス
タムアクション、アップグレードされた稼働状況ビュー、地図の改善、予定の予約設定の詳細な制御により、
ディスパッチャコンソールで主要情報を強調表示します。

このセクションの内容:

パートナーにコミュニティからの派遣を許可
コミュニティを使用して会社とコミュニケーションを取るコントラクターマネージャが派遣を制御できる
ようにします。新しい「FSL Community Dispatcher License (FSL コミュニティディスパッチャライセンス)」権限
セットには、派遣担当者がディスパッチャコンソールを使用し、グローバルアクションおよびその関連オ
ブジェクトを表示し、サービス予定をスケジュール、最適化、割り当てするために必要なすべての権限が
含まれます。
ガントチャートの色コード
サービス予定項目に基づくガントチャートのカスタムカラーパレットを作成して、作業を明確にします。
パレットは、チェックボックス、選択リスト、日付、日時、数値、パーセント、または通貨型のサービス
予定項目に基づいて作成できます。たとえば、期日の近接性に基づくカスタムカラースペクトルで予定を
表示するパレットを作成します。
ディスパッチャコンソールへのカスタムアクションの追加
ディスパッチャコンソールにカスタムアクションを追加して、派遣担当者がより詳細に制御できるように
します。カスタムアクションは、Apex をコールするか Visualforce ページを開くことができます。ディスパッ
チャコンソールのいくつかの領域でレコードに対して実行できます。アクションは、関連するレコードま
たはリストのアクションメニューに表示されます。
ガントチャート稼働状況ビューのカスタマイズ
スケジュール時に簡単に稼働状況を考慮できるようになりました。ガントチャートの稼働状況ビューに表
示される日数を選択し、その期間の各リソースの平均稼働率を表示し、平均稼働率でリソースリストを並
び替えることができます。
カスタム予定リスト検索条件の機能強化
カスタム予定リスト検索条件を適用するときに、ディスパッチャコンソールの予定リストに表示される列
を制御します。以前は、予定リストレイアウトは項目セットに基づき、カスタム検索条件による影響は受
けませんでした。
ディスパッチャコンソールの地図上へのリソースの不在の表示
チームの毎日のルートに関するより多くのインサイトを取得します。リソースの不在は、不在アイコン、
および不在住所に行き来する予定ルートと共に地図上に表示されます。
予定の予約の簡易化
予定を予約するときに、最適な時間帯を簡単に検索できるようになりました。特定の評価より低い予定を
除外し、デフォルトで拡張された予定ビューを開き、リストの上部に上位 3 つの高評価の時間枠を固定で
きます。
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ガントチャートに予定を表示するタイミングの選択
ガントチャートの表示日付を手動で設定しましょう。新しい [Gantt Display Date (ガントチャートの表示日付)]

項目を使用して、ガントチャートに予定が表示されるタイミングを詳細に制御できます。
緊急予定割り当ての Chatter 投稿の有効化
派遣担当者が緊急サービス予定について電話で技術者に通知する場合、自動 Chatter 通知では通知が多すぎ
てしまう可能性があります。新しく割り当てられた緊急予定について、派遣担当者が割り当て済みリソー
スに通知する Chatter 投稿を有効にするかどうかを選択できるようにします。
Field Service Lightning 管理パッケージのその他の改善
Field Service Lightning 管理パッケージの小規模でも強力なその他の改善について説明します。

パートナーにコミュニティからの派遣を許可
コミュニティを使用して会社とコミュニケーションを取るコントラクターマネージャが派遣を制御できるよう
にします。新しい「FSL Community Dispatcher License (FSL コミュニティディスパッチャライセンス)」権限セットに
は、派遣担当者がディスパッチャコンソールを使用し、グローバルアクションおよびその関連オブジェクトを
表示し、サービス予定をスケジュール、最適化、割り当てするために必要なすべての権限が含まれます。
対象: この変更は、Field Service Lightning 管理パッケージがインストールされている Enterprise Edition、Performance

Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
対象ユーザ: ユーザがコミュニティでディスパッチャコンソールを使用するには、次のライセンスが必要です。
• パートナーコミュニティライセンス
• 「FSL Dispatcher (FSL 派遣担当者)」権限セットライセンス
理由: 以前は、コミュニティユーザがコミュニティからディスパッチャコンソールにアクセスするために必要
な権限を取得する明確な方法はありませんでした。管理パッケージの「FSL Self Service (FSL セルフサービス)」権
限セットには、派遣権限は含まれません。そのため、コントラクターマネージャが予定を割り当てる責務を
チームと共有することが困難でした。
方法: 現在のリリースにアップグレードしたら、Field Service Admin アプリケーションを開きます。[Field Service

Settings (Field Service 設定)] > [Getting Started (使用開始)] > [Permission Sets (権限セット)] をクリックします。[FSL

Community Dispatcher (FSL コミュニティディスパッチャ)] タイルで、[Create Permissions (権限の作成)] をクリック
します。権限が作成されたら、「FSL Community Dispatcher License (FSL コミュニティディスパッチャライセンス)」
権限セットと「FSL Community Dispatcher Permissions (FSL コミュニティディスパッチャ権限)」権限セットの 2 つを
適切なユーザに割り当てます。
権限を作成して割り当てたら、コミュニティにディスパッチャコンソールを埋め込みます。手順は、「コミュ
ニティへのディスパッチャコンソールの追加」(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) を参照してください。

メモ:

• コミュニティディスパッチャは、複合作業機能やガントチャートのライブ更新にはアクセスできませ
ん。

• 権限セットに権限を追加できますが、権限を削除することはお勧めしません。含まれる権限を参照す
るには、[設定] の [権限セット] ページに移動します。
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ガントチャートの色コード
サービス予定項目に基づくガントチャートのカスタムカラーパレットを作成して、作業を明確にします。パ
レットは、チェックボックス、選択リスト、日付、日時、数値、パーセント、または通貨型のサービス予定項
目に基づいて作成できます。たとえば、期日の近接性に基づくカスタムカラースペクトルで予定を表示するパ
レットを作成します。
対象: この変更は、Field Service Lightning 管理パッケージがインストールされている Enterprise Edition、Performance

Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
対象ユーザ: ガントチャートの [Palettes (パレット)] タブを表示し、パレットを適用するには、「Gantt Palettes View

(ガントチャートパレットの参照)」権限が必要です。ガントチャートのパレットを作成、編集、削除するには、
「Gantt Palettes Edit (ガントチャートパレットの編集)」権限が必要です。
理由: ガントチャートのパレットを使用して、スケジュールを明確にし、今後の予定に関する情報を一目で確
認できるようにします。たとえば、カスタム項目を使用して次の処理を行うパレットを作成します。
• VIP 顧客の予定を強調表示する
• サービス費に基づいて予定に色コードを割り当てる
• 親作業指示の優先度に基づいて予定に色コードを割り当てる
方法: 簡単に使用し始めることができるように、「Due Date Approaching (期日接近)」というサンプルパレットが
用意されています。このパレットは、期日がどの程度近づいているかに基づいて予定に色コードが割り当てら
れています。

ガントチャート検索条件の [Palettes (パレット)] タブ (1) をクリックし、パレットを切り替えます。パレットを選
択して [Apply Palette (パレットを適用)] をクリックし、ガントチャートと予定リストに配色を適用します。ド
ロップダウンリストには、最近変更した 10 件の有効なパレットが表示されます。[Use Default Palette (デフォル
トのパレットを使用)] (2) をクリックしていつでも元の配色に戻すことができます。
パレットを作成、編集、および削除するには、パレットアイコン (3) をクリックします。管理者ユーザはパレッ
トを作成および管理することができ、ディスパッチャコンソールへのアクセス権を持つユーザは適用されるパ
レットを変更できます。
パレットを作成するときに、その基盤となる項目を選択し、色の設定をカスタマイズします。選択リスト項目
の場合、各選択リスト値に色を割り当てます。チェックボックス項目の場合、オンとオフを示す 2 つの色を選
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択します。数値または日付ベースの項目の場合、使用する色の数、最小色と最大色、および対応する最小値と
最大値を選択します。これで、パレットエディタによってスペクトルが作成されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: ガントチャートの色コード

ディスパッチャコンソールへのカスタムアクションの追加
ディスパッチャコンソールにカスタムアクションを追加して、派遣担当者がより詳細に制御できるようにしま
す。カスタムアクションは、Apex をコールするか Visualforce ページを開くことができます。ディスパッチャコ
ンソールのいくつかの領域でレコードに対して実行できます。アクションは、関連するレコードまたはリスト
のアクションメニューに表示されます。
対象: この変更は、Field Service Lightning 管理パッケージがインストールされている Enterprise Edition、Performance

Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
理由: カスタムアクションでは、派遣担当者が特殊なアクションを簡単に実行できるようにすることができま
す。たとえば、次のようなアクションを作成します。
• 選択されたすべてのサービス予定を異なるサービスリソースに再割り当てする Apex クラスをコールする
• 派遣担当者が多角形内のすべての予定の許容最早開始日を更新できる Visualforce ページを開く (多角形がサー

ビステリトリーの洪水を表す場合など)

ディスパッチャコンソールの次の領域にカスタムアクションを追加できます。
• 予定リストの個別または複数の予定
• ガントチャートの個別または複数の予定
• ガントチャートの個別のサービスリソースまたはリソースの不在
• 地図上の多角形 (多角形内の予定に対してアクションを実行)

方法: まず、アクションに関連付ける Apex クラスまたは Visualforce ページを作成します。アクションが表示され
るユーザを制限するカスタム権限を作成して割り当てるか、既存の権限を使用します。次に、アクションを作
成します。アプリケーションランチャーから Field Service Admin アプリケーションを開き、[Field Service Settings
(Field Service 設定)] > [Dispatcher Console UI (ディスパッチャコンソール UI)] > [Custom Actions (カスタムアクショ
ン)]をクリックします。表示するアクションを選択し、[New Action (新規アクション)]をクリックして詳細を追
加し、アクションを保存します。カスタムアクションを作成または編集したら、適切な権限を持つユーザの
ディスパッチャコンソールにそのアクションを表示するには、ガントチャートを更新する必要があります。
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Apex クラスまたは Visualforce ページをディスパッチャコンソールカスタムアクションで使用するように設定す
る方法についての詳細は、「コードサンプル: ディスパッチャコンソールカスタムアクション」(リリースプレ
ビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります) を参照してください。

メモ: アクションで管理パッケージに含まれる Visualforce ページを開くことはできません。

ガントチャート稼働状況ビューのカスタマイズ
スケジュール時に簡単に稼働状況を考慮できるようになりました。ガントチャートの稼働状況ビューに表示さ
れる日数を選択し、その期間の各リソースの平均稼働率を表示し、平均稼働率でリソースリストを並び替える
ことができます。
対象: この変更は、Field Service Lightning 管理パッケージがインストールされている Enterprise Edition、Performance

Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
理由: スケジュールを決定するときに役立つ各サービスリソースの稼働状況を Salesforce が計算します。ガント
チャート検索条件の [Utilization (稼働状況)] タブで [Appointments (予定)]、[Travel Time (移動時間)]、[Absences (不在)]、
[Breaks (休憩)]、または [Overtime (残業)] 要素を 1 つ以上選択して、稼働状況が計算される方法を制御します。
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[Utilization (稼働状況)] タブで、稼働状況ビューに表示される日数を指定します (1)。デフォルトでは、31 の最大
値に設定されています。
リソースリスト (2) には、表示期間の各リソースの平均稼働率が表示されます。ガントチャート検索条件の
[Resources (リソース)] タブから、平均稼働率に基づいてリソースリストを並び替えることもできます。
方法: ガントチャート検索条件の [Utilization (稼働状況)] および [Resources (リソース)] タブから、稼働状況設定をカ
スタマイズします。稼働状況ビューに切り替えるには、ガントチャートの右上隅にあるガントチャートの分割
法ドロップダウンで [Utilization (稼働状況)] を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: リソース使用量の測定 (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)

カスタム予定リスト検索条件の機能強化
カスタム予定リスト検索条件を適用するときに、ディスパッチャコンソールの予定リストに表示される列を制
御します。以前は、予定リストレイアウトは項目セットに基づき、カスタム検索条件による影響は受けません
でした。
対象: この変更は、Field Service Lightning 管理パッケージがインストールされている Enterprise Edition、Performance

Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
対象ユーザ:予定リストの個人用カスタム検索条件を作成、編集、削除するには、派遣担当者に「FSL Dispatcher

(FSL 派遣担当者)」権限セットと「Create Filter (検索条件を作成)」カスタム権限が必要です。[Make this filter available

for all users (すべてのユーザがこの検索条件を使用できるようにします)]設定でカスタム検索条件を共有または
非表示にするには、「Publish Filter (検索条件を公開)」カスタム権限も必要です。
理由: 通常、予定リストの順序とコンテンツは、Service Appointment List Columns 項目セットで制御されます。今
回のリリースで、予定リストの列をカスタマイズするオプションがカスタム予定リスト検索条件に含まれるよ
うになりました。たとえば、予定の状況に基づいて検索条件を作成した場合、予定リストの先頭に [Status (状
況)] 項目を表示すると役立ちます。
方法: まだカスタム検索条件を有効にしていない場合、アプリケーションランチャーから Field Service Admin アプ
リケーションを開きます。[Field Service Settings (Field Service 設定)] から [Dispatcher Console UI (ディスパッチャコン
ソール UI)] に移動し、[Enable Custom Filters (カスタム検索条件の有効化)] を選択します。
予定リストの右上隅にある編集アイコンをクリックし、検索条件を作成します。必ず [Make this filter available

for all users (すべてのユーザがこの検索条件を使用できるようにします)]を選択してください。これを選択しな
いと、検索条件が自分以外のユーザに表示されません。
検索条件の詳細を入力します。新しい [Fields to Display (表示する項目)] セクションで、検索条件の使用中に予定
リストで列として使用する項目を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Field Service Lightning 管理パッケージを使用したカスタム予定リスト検索条件の作成 (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)
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ディスパッチャコンソールの地図上へのリソースの不在の表示
チームの毎日のルートに関するより多くのインサイトを取得します。リソースの不在は、不在アイコン、およ
び不在住所に行き来する予定ルートと共に地図上に表示されます。
対象: この変更は、Field Service Lightning 管理パッケージがインストールされている Enterprise Edition、Performance

Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
理由: 以前は、技術者の就業日にスケジュールされた不在がある場合、その不在が地図に反映されませんでし
た。派遣担当者は不在の前後の予定の間に予定されたルートを見ることができましたが、移動時間には不在の
期間が含まれないため、混乱が生じていました。

方法: アプリケーションランチャーから、Field Service Admin アプリケーションを開きます。[Field Service Settings
(Field Service 設定)] > [Dispatcher Console UI (ディスパッチャコンソール UI)] > [Gantt Configurations (ガントチャー
ト設定)] をクリックします。[Show absences on resource map (リソースマップに不在を表示)] を選択します。

メモ: リソースの不在は、データインテグレーションルールで適切に地理コード化されている必要があり
ます。つまり、地図に表示するには緯度と経度が必要です。

予定の予約の簡易化
予定を予約するときに、最適な時間帯を簡単に検索できるようになりました。特定の評価より低い予定を除外
し、デフォルトで拡張された予定ビューを開き、リストの上部に上位 3 つの高評価の時間枠を固定できます。
対象: この変更は、Field Service Lightning 管理パッケージがインストールされている Enterprise Edition、Performance

Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
理由: 予定を予約するときに、予定の予約条件にどの程度一致するかに基づいて各時間枠の候補に評価が割り
当てられます。最小評価 (50 など) を設定して、表示される時間枠の候補を制限します。
評価が上位の時間枠のみに関心がありますか? 上位 3 つの高評価時間枠は、リストの上部に金色で強調表示さ
れて固定されます。
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予定を予約するときに、[Show More Options (表示するオプションを増やす)]をクリックすると拡張されたビュー
が開き、[Earliest Start Permitted (予定の許容最早開始日)] と [Due Date (期日)] が表示されます。デフォルトでこれら
の項目が表示されるため、[Show More Options (表示するオプションを増やす)] のクリックは必要ありません。
方法: アプリケーションランチャーから Field Service Admin アプリケーションを開きます。[Field Service Settings

(Field Service 設定)] > [Global Actions (グローバルアクション)] > [Appointment Booking (予定の予約)] をクリック
し、新しい設定を指定します。
• Minimum Grade (最小評価) (デフォルトは 0)

• Open extended view by default (デフォルトで拡張されたビューを開く) (デフォルトでは未選択)

• Pin three highest graded time slots to the top (上位 3 つの高評価時間枠を上部に固定) (デフォルトで選択)

ガントチャートに予定を表示するタイミングの選択
ガントチャートの表示日付を手動で設定しましょう。新しい [Gantt Display Date (ガントチャートの表示日付)] 項
目を使用して、ガントチャートに予定が表示されるタイミングを詳細に制御できます。
対象: この変更は、Field Service Lightning 管理パッケージがインストールされている Enterprise Edition、Performance

Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
理由: ガントチャートの期間は次の設定で制御されます。
• [Dispatch console settings (ディスパッチャコンソール設定)] で定義される [Scheduling window limit (スケジュール

対象期間の制限)]

• 予定リストに表示される [Horizon (対象期間)]
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• [Horizon (対象期間)] に影響する予定リストの [Match Gantt Dates (ガントチャートの日付を照合)]チェックボッ
クス

• 適用されるすべてのガントチャート検索条件
予定リストドロップダウンメニューで選択された [Earliest Start Permitted (許容最早開始日)]、[Due Date (期日)]、
[Arrival Window Start (到着期間の開始)]、[Arrival Window End (到着期間の終了)]、[Scheduled Start (スケジュール済み開
始時刻)]、[Scheduled End (スケジュール済み終了時刻)] 日付項目により、ガントチャートに表示される予定が決
まります。予定で選択した日付項目のいずれかの値が指定された期間内にある場合、その予定はガントチャー
トに表示されます。
ただし、その期間内にはない日付の予定をガントチャートに表示したい場合があります。たとえば、今後 6 か
月以内にメンテナンス予定を完了する必要があり、ガントチャートにリマインダーとして毎日表示したい場合
などです。表示するために日付設定を変更することなく、サービス予定で新しい [Gantt Display Date (ガントチャー
ト表示日付)] 項目を使用できるようになりました。サービス予定の [Gantt Display Date (ガントチャート表示日付)]

がガントチャートの期間内にある場合、その予定はガントチャートに表示されます。

方法:

• [Gantt Display Date (ガントチャート表示日付)] 項目を使用するには、サービス予定ページレイアウトにこの項
目を追加します。

• ガントチャートに予定を表示するときに考慮される日付項目を制御するには、予定リストの時計アイコン
をクリックします。デフォルトでは、[Gantt Display Date (ガントチャート表示日付)] は選択されていません。

• スケジュール対象期間の制限を更新するには、予定リストの設定アイコンをクリックし、[Dispatch console

settings (ディスパッチャコンソール設定)] をクリックします。予定リストから直接 [Horizon (対象期間)] の日
付を更新します。

ヒント:  Lightning プロセスビルダーで、重要な予定の [Gantt Display Date (ガントチャート表示日付)] を今日の
日付に自動的に設定し、毎日更新するプロセスを設定します。

緊急予定割り当ての Chatter 投稿の有効化
派遣担当者が緊急サービス予定について電話で技術者に通知する場合、自動 Chatter 通知では通知が多すぎてし
まう可能性があります。新しく割り当てられた緊急予定について、派遣担当者が割り当て済みリソースに通知
する Chatter 投稿を有効にするかどうかを選択できるようにします。
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対象: この変更は、Field Service Lightning 管理パッケージがインストールされている Enterprise Edition、Performance

Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
理由: 以前は、緊急サービス予定に割り当てられた技術者はカスタマイズ可能な Chatter 投稿で予定について通
知されていました。今回のリリースで、緊急派遣の Chatter 投稿を無効にしたり、派遣担当者がカスタム Chatter

投稿を行ったり、まったく投稿しないことを選択可能にできるようになりました。
方法: アプリケーションランチャーから Field Service Admin アプリケーションを開きます。[Field Service Settings

(Field Service 設定)] をクリックして、[Global Actions (グローバルアクション)] > [Emergency Wizard (緊急ウィザー
ド)] をクリックします。
• 緊急予定が割り当てられたときに、派遣担当者が Chatter で割り当て済みリソースに通知するかどうかを個

別に決定できるようにする場合、[Allow Chatter Post (Chatter 投稿を許可)] が選択されていることを確認しま
す。派遣プロセス中、派遣担当者には次の画面が表示されます。

• すべての緊急派遣で Chatter 投稿を無効にするには、[Allow Chatter post (Chatter 投稿を許可)] を選択解除しま
す。

Field Service Lightning 管理パッケージのその他の改善
Field Service Lightning 管理パッケージの小規模でも強力なその他の改善について説明します。
対象: これらの変更は、Field Service Lightning 管理パッケージがインストールされている Enterprise Edition、Performance

Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
理由: これらの改善により、ディスパッチャコンソールのナビゲーションと自動設定の指定が容易になります。
変更点を次に示します。
ガントチャートで記憶される表示設定数の増加

ガントチャートから他の画面に移動しても、次の設定はそのままになります。
• ガントチャート検索条件の [Utilization (稼働状況)] タブにある稼働状況プロパティ設定
• テリトリーが展開されているか折りたたまれているか
• 予定リストドロップダウンメニューで選択されている日付項目 (時計アイコンをクリックしてアクセス)

ディスパッチャコンソールでの候補者のスコア詳細の表示
ディスパッチャコンソールで [Get Candidates (候補者を設定)] アクションを使用しているときに、候補者の名
前の横にある青い情報アイコンをクリックすると、使用中の各スケジュールポリシーに含まれる各サービ
ス内容に対する候補者のスコアが表示されます。これらのスコアの平均が候補者の全体のスコアになりま
す。
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ルート詳細ペインの新しいホーム
地図のルート詳細ペインが地図の下部から右側に移動されました。このペインを非表示にするには、[Hide

Route Details (ルート詳細を非表示)]をクリックします。予定にズームインするには、ペインの予定番号にマ
ウスポインタを置いて [Center on Map (地図の中央に表示)] をクリックします。

より詳細な予定リストからの検索
予定リスト検索では、リスト内の予定を絞り込む検索クエリを入力できます。以前は、検索クエリに一致
する予定がリスト内にない場合、「No Appointments (予定はありません)」メッセージが表示されていまし
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た。今回のリリースで、クエリに一致する予定がない場合、予定リスト内の [Search All Records (すべてのレ
コードを検索)] をクリックし、組織内のすべてのサービス予定を検索できるようになりました。これによ
り、ガントチャートの読み込み条件に一致しないサービス予定を予定リストに強制的に追加できます。

オートメーションジョブ設定時のすべてのテリトリーの検索と選択
オートメーションジョブ設定のテリトリーリストに、検索項目、スクロールバー、およびすべてのテリト
リーを選択または選択解除するリンクが追加されました。これらのオプションは、Field Service Admin アプリ
ケーションの [Field Service Settings (Field Service 設定)] タブで、[Optimization (最適化)]、[Dispatch (派遣)]、および
[Sharing (共有)] のスケジュール済みジョブ設定に移動すると表示されます。

ガイド付き設定での自動権限割り当ての終了
以前のガイド付き設定では、必要なオブジェクト権限やユーザ権限がない場合、Salesforce が自動的にそれ
らの権限を割り当てていました。今回のリリースで、ユーザに必要な権限を示し、それらの権限をシステ
ム管理者に要求するように指示するメッセージが表示されるようになりました。

方法: これらの改善はユーザに自動的に適用され、セットアップは不要です。

ケース管理: オムニチャネルのスキルベースのルーティング、画像の
コピーと貼り付け、マクロとクイックテキストのフォルダ
堅牢なソリューションでスキルべースとキューベースのオムニチャネルルーティングを同時に使用して、作業
項目をエージェントに割り当てます。エージェントが作業項目を受け取ると、エージェントはケースをクロー
ズするのに役立つより多くのツールを使用できます。エージェントは画像をコピーしてケースのメールに直接
貼り付けることができます。また、マクロとクイックテキストをより簡単に整理および共有するのにフォルダ
が役立ちます。
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このセクションの内容:

サービスコンソール: フォルダによる生産性の向上、ナビゲーション項目のカスタマイズ、Lightning Experience

のスイッチャ
Salesforce は、サービスコンソールでエージェントの作業効率を上げる方法を常に模索しています。エージェ
ントはフォルダを使用してマクロとクイックテキストを論理グループに整理できるようになっただけでな
く、フォルダ全体を他のエージェントと共有できるようになりました。また、ナビゲーション項目をカス
タマイズして、パーソナライズした環境を設定することもできます。Salesforce Classic コンソールアプリケー
ションを使用している仲間のために、Lightning Experience にすばやく切り替える方法があります (ユーザプロ
ファイルメニューでリンクを探すだけです)。
サービスの Lightning フロー: エージェントが予定通りに業務を進めるために役立つ新しい名前と新機能
サービスの Lightning フロー (旧称「Lightning のガイド付きエンゲージメント」) を使用して、エージェントは
ケースを迅速に解決することに集中できます。ガイド付きアクションリストコンポーネントには、フロー
がいつ開始、一時停止、再開、完了したかをエージェントが一目で確認できる [履歴] タブがあります。最
もよく使用するステップをすぐに使用できるように、エージェントがリストに追加可能なガイド付きアク
ションを事前に定義できます。また、必須ステップの完了を促すリマインダーにより、エージェントが重
要なプロセスの完了を忘れることはありません。
ケース: Lightning Experience でのコンパクトフィードの機能強化と Visualforce テンプレート
狭い列では、コンパクトケースフィードで画面領域を最大限に利用します。また、Lightning Experience でケー
スフィードが表示されるすべての場所で、コンパクトフィードを使用できるようになりました。メール-to-

ケースメッセージの添付ファイルは、自動的に Salesforce Files に変換されます。画像をメールに埋め込むに
は、コピーして貼り付けるか、URL を指定するか、Salesforce Files から選択します。
オムニチャネル: スキルベースのルーティングの改善とチャット監視
オムニチャネルでより柔軟に組織の作業項目を割り当てることができます。同じ組織でキューベースのルー
ティングとスキルベースのルーティングの両方を同時に使用して作業項目を転送できます。スキルベース
のルーティング (ベータ機能) を使用すると、Live Agent チャットが適切なエージェントに転送されます。サ
ポートマネージャは、Omni-Channel Supervisor でキューやスキルによって転送された作業を監視できます。
Omni-Channel Supervisor の一部のタブの名前が新しくなり、表示される情報が明確になっています。スーパー
バイザは処理中のチャットを監視し、必要に応じてサポートしたり、エージェントや顧客が入力している
内容をプレビューしたりできます。
エージェントの生産性: フォルダと共有、ボタン
フォルダでマクロとクイックテキストを整理して、探しているものを容易に見つけます。フォルダ全体を
共有し、マクロやクイックテキストに他のユーザが簡単にアクセスできるようにします。新しいボタンを
使用すると、クイックテキストを容易に挿入でき、一段と見やすくなったため、ユーザにとってこの時間
節約ツールは重宝します。
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サービスコンソール: フォルダによる生産性の向上、ナビゲーション項目のカ
スタマイズ、Lightning Experience のスイッチャ
Salesforce は、サービスコンソールでエージェントの作業効率を上げる方法を常に模索しています。エージェン
トはフォルダを使用してマクロとクイックテキストを論理グループに整理できるようになっただけでなく、
フォルダ全体を他のエージェントと共有できるようになりました。また、ナビゲーション項目をカスタマイズ
して、パーソナライズした環境を設定することもできます。Salesforce Classic コンソールアプリケーションを使
用している仲間のために、Lightning Experience にすばやく切り替える方法があります (ユーザプロファイルメ
ニューでリンクを探すだけです)。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition (Service Cloud 付属) の Lightning Experience に適用されます。

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。
[設定] から Salesforce Classic コンソールアプリケーションを Lightning Experience にアップグレードすることは
できません。Lightning Experience で使用を開始するには、Salesforce 提供のサービスコンソールアプリケー
ションをカスタマイズします。

方法: サービスコンソールでは次の新機能を使用できます。
Lightning コンソールアプリケーション: カスタマイズ可能なタブ、カスタマイズ可能なナビゲーション項目、
追加 API、Visualforce の上書き

カスタマイズ可能なタブタイトル、タブアイコン、ナビゲーション項目で独自のコンソールを作成します。
Lightning コンソール JavaScript API でコンソール URL を生成して開き、ナビゲーション項目を設定できます。
コンソールアプリケーションでの Visualforce の上書きのサポートにより、Salesforce Classic で Visualforce の上書
きを利用できます。

サービスの Lightning フロー: エージェントが予定通りに業務を進めるために役立つ新しい名前と新機能
サービスの Lightning フロー (旧称「Lightning のガイド付きエンゲージメント」) を使用して、エージェントは
ケースを迅速に解決することに集中できます。ガイド付きアクションリストコンポーネントには、フロー
がいつ開始、一時停止、再開、完了したかをエージェントが一目で確認できる [履歴] タブがあります。最
もよく使用するステップをすぐに使用できるように、エージェントがリストに追加可能なガイド付きアク
ションを事前に定義できます。また、必須ステップの完了を促すリマインダーにより、エージェントが重
要なプロセスの完了を忘れることはありません。

エージェントの生産性: フォルダと共有、ボタン
マクロとクイックテキストを整理して、探しているものを容易に見つけます。フォルダ全体を共有し、そ
のフォルダ内のすべてのマクロやクイックテキストに他のユーザがすばやく簡単にアクセスできるように
します。メール、ナレッジ、チャット、行動、ToDoなどにある新しいボタンを使用して、クイックテキス
トをさらに容易に挿入できます。

ケース: Lightning Experience でのコンパクトフィードの機能強化と Visualforce テンプレート
狭い列では、コンパクトケースフィードで画面領域を最大限に利用します。また、Lightning Experience でケー
スフィードが表示されるすべての場所で、コンパクトフィードを使用できるようになりました。メール-to-

ケースメッセージの添付ファイルは、自動的に Salesforce Files に変換されます。画像をメールに埋め込むに
は、コピーして貼り付けるか、URL を指定するか、Salesforce Files から選択します。
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Salesforce Classic コンソールアプリケーションから Lightning Experience への直接切り換え
Lightning Experience に Salesforce Classic コンソールアプリケーションから容易にアクセスできるようになりまし
た。ユーザプロファイルメニューで [Lightning Experience に切り替え] リンクをクリックするだけです。こ
のリンクはすべてのユーザの Salesforce Classic コンソールアプリケーションに自動的に表示されます。

表示密度設定を使用したビューの変更
エージェントは、2 つの Lightning Experience 表示密度設定を使用してデータの表示方法を制御できます。ペー
ジレイアウトを変更する必要もありません。エージェントがユーザプロファイルメニューからコンソール
の密度を変更するだけです。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience コンソールの制限事項 (リリースプレビューの時点で内容が刷新された
り、使用不能になる可能性があります)

Salesforce Classic コンソールアプリケーションから Lightning Experience への直接切り換え
Lightning Experience に Salesforce Classic コンソールアプリケーションから容易にアクセスできるようになりました。
ユーザプロファイルメニューで [Lightning Experience に切り替え] リンクをクリックするだけです。このリンク
はすべてのユーザの Salesforce Classic コンソールアプリケーションに自動的に表示されます。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Salesforce Classic に適用されます。
方法: リンクをクリックすると、デフォルトの Lightning Experience アプリケーションが開きます。デフォルトア
プリケーションを変更するには、ユーザプロファイルの [カスタムアプリケーション設定] でアプリケーション
のデフォルトの選択を更新します。
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サービスの Lightning フロー: エージェントが予定通りに業務を進めるために役
立つ新しい名前と新機能
サービスの Lightning フロー (旧称「Lightning のガイド付きエンゲージメント」) を使用して、エージェントはケー
スを迅速に解決することに集中できます。ガイド付きアクションリストコンポーネントには、フローがいつ開
始、一時停止、再開、完了したかをエージェントが一目で確認できる [履歴] タブがあります。最もよく使用す
るステップをすぐに使用できるように、エージェントがリストに追加可能なガイド付きアクションを事前に定
義できます。また、必須ステップの完了を促すリマインダーにより、エージェントが重要なプロセスの完了を
忘れることはありません。

このセクションの内容:

ガイド付きアクションリストの [履歴] タブを使用した状況の迅速な把握
エージェントやケーススーパーバイザは、ガイド付きアクションの履歴を表示したり、完了した内容を確
認したり、飛ばしたステップがないことを確かめたりできます。ガイド付きアクションリストコンポーネ
ントの [履歴] タブには、起動されたフロー、フローを起動したエージェント、各フローがいつ開始、一時
停止、再開、完了したのかが表示されます。エージェントはこれまでに起こったことを把握でき、ギャッ
プを特定して問題を迅速に解決できます。
ガイド付きアクションのサブセットを使用したエージェントの選択の絞り込み
エージェントがガイド付きアクションリストに追加できるガイド付きアクションのサブセットを定義しま
す。エージェントは、[追加] をクリックしたときに組織のすべての有効な画面フローではなく、絞り込ま
れたリストから選択できます。
ガイド付きアクションが必須な場合のエージェントへの警告
コンプライアンスの目標を達成したり、ビジネスルールを満たしたりするために必要なステップを完了す
るようにエージェントに通知します。エージェントが必須のガイド付きアクションを起動して、タブまた
はウィンドウを閉じようとすると、完了を促す警告が表示されます。

関連トピック:

サービスの Lightning フローを使用した標準のナビゲーションアプリケーションでのフローの起動
サービスの Lightning フローを使用した次のステップへの従業員の誘導

ガイド付きアクションリストの [履歴] タブを使用した状況の迅速な把握
エージェントやケーススーパーバイザは、ガイド付きアクションの履歴を表示したり、完了した内容を確認し
たり、飛ばしたステップがないことを確かめたりできます。ガイド付きアクションリストコンポーネントの
[履歴] タブには、起動されたフロー、フローを起動したエージェント、各フローがいつ開始、一時停止、再
開、完了したのかが表示されます。エージェントはこれまでに起こったことを把握でき、ギャップを特定して
問題を迅速に解決できます。
対象: この機能は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: Lightning アプリケーションビルダーを使用してガイド付きアクションリストコンポーネントをページに
追加すると、エージェントは [履歴] タブ (1) を参照できます。タブには、レコードの過去のガイド付きアクショ
ンが新しい順に表示されます。各エントリには、エージェントの名前、タイムスタンプ、状況 ([開始]、[一時
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停止]、[再開]、[完了]) があります。ガイド付きアクションは、ユーティリティバーからアクセスする履歴ユー
ティリティ

(2) にリストされなくなりました。

関連トピック:

Lightning Flow for Service Developer Guide (サービスの Lightning フロー開発者ガイド)

ガイド付きアクションのサブセットを使用したエージェントの選択の絞り込み
エージェントがガイド付きアクションリストに追加できるガイド付きアクションのサブセットを定義します。
エージェントは、[追加]をクリックしたときに組織のすべての有効な画面フローではなく、絞り込まれたリス
トから選択できます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: Lightning アプリケーションビルダーを使用して、ガイド付きアクションリストコンポーネントをレコー
ドに追加します。[ガイド付きアクション設定] を編集します。
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エージェントが [追加]をクリックしたときにアクションピッカーで使用できるガイド付きアクションを 175 個
まで選択します。次に、エージェントはアクションをすばやく見つけて、ガイド付きアクションリストに追加
できます。
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サブセットを設定しないと、エージェントのアクションピッカーに組織のすべての有効な画面フローが表示さ
れます。

関連トピック:

Lightning Flow for Service Developer Guide (サービスの Lightning フロー開発者ガイド)
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ガイド付きアクションが必須な場合のエージェントへの警告
コンプライアンスの目標を達成したり、ビジネスルールを満たしたりするために必要なステップを完了するよ
うにエージェントに通知します。エージェントが必須のガイド付きアクションを起動して、タブまたはウィン
ドウを閉じようとすると、完了を促す警告が表示されます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法:クラウドフローデザイナを使用してフローを作成します。次に、プロセスビルダーを使用して RecordAction

連結オブジェクトでレコードをフローに関連付けます。フローが必須であることを示すには、省略可能な項目
[Is Mandatory (必須)] を追加して、項目値を True に設定します。

エージェントが必須のガイド付きアクションのあるタブまたはウィンドウを閉じようとすると、アクションが
必須であることを説明するメッセージが表示されます。[キャンセル]をクリックすると、警告が消えてフロー
が続行します。また、エージェントは[後で完了]をクリックして、タブまたはウィンドウを閉じることもでき
ます。
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関連トピック:

Lightning Flow for Service Developer Guide (サービスの Lightning フロー開発者ガイド)

ケース: Lightning Experience でのコンパクトフィードの機能強化と Visualforce
テンプレート
狭い列では、コンパクトケースフィードで画面領域を最大限に利用します。また、Lightning Experience でケース
フィードが表示されるすべての場所で、コンパクトフィードを使用できるようになりました。メール-to-ケー
スメッセージの添付ファイルは、自動的に Salesforce Files に変換されます。画像をメールに埋め込むには、コ
ピーして貼り付けるか、URL を指定するか、Salesforce Files から選択します。

このセクションの内容:

Lightning Experience でのケースメールへの画像の埋め込み
エージェントは新しいボタンを使用して、簡単にケースメールに画像を挿入できます。ケースの [メール]

アクションで、メールツールバーにあるボタンを探してください。エージェントは、Salesforce Files または
Web URL から画像を挿入できます。画像をコピーしてクリップボードから貼り付けることもできます。
Lightning Experience のすべての場所でコンパクトケースフィードを利用可能
Lightning Experience でケースフィードまたはソーシャルフィードが表示されるすべての場所で、コンパクト
フィードを使用できます。また、標準ナビゲーションアプリケーションやコンソールナビゲーションアプ
リケーションにもコンパクトフィードを設定できます。
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Lightning Experience でのケースフィードの操作の効率化
ケースフィードのすべての項目の折りたたみ/展開を行うボタンがよりスマートになりました。また、読み
込まれるフィード項目数は、画面のサイズに比例します。ウィンドウが長いほど、読み込まれるフィード
項目数が多くなります。スクロールダウンすると、自動的に追加フィード項目が読み込まれます。ケース
フィードは Lightning アプリケーションビルダーで幅が 25% の狭い列をサポートするようになったため、画
面領域を最大限に活用できます。
Lightning Experience での Visualforce メールテンプレートの使用
エージェントはメールテンプレートを使用して、メールのドラフトを作成する時間を大幅に削減できます。
Lightning Experience で、Visualforce メールテンプレートを活用できるようになりました。ユーザは数回クリッ
クするだけで、テキスト、項目データ、メール添付ファイルをケースメールパブリッシャーに挿入できま
す。
メール-to-ケース添付ファイルを Salesforce Files として自動的に保存してファイルの共有とプレビューを実行
新しく受信したメール-to-ケースメッセージの添付ファイルは、自動的に Salesforce Files に変換されます。こ
の変換により、エージェントは添付ファイルをコンピュータにダウンロードすることなくプレビューでき
ます。Salesforce Files は Salesforce 全体で検索および共有できるため、エージェントはファイルを探すために
レコードの関連リストに移動する必要がありません。
メールのインポート時に監査項目を設定
API を介して Salesforce にメールメッセージをインポートするときに、作成されるメールメッセージレコード
に対して監査項目を設定できるようになりました。これにより、レコードには元のメールメッセージと同
じ監査項目の詳細 (メールの作成者や作成日など) が反映されます。
スパム対策 — reCAPTCHA 確認を使用していないケースを拒否
スパム送信者による偽のケースの送信を防ぎます。reCAPTCHA 確認を使用していない Web-to-ケースからの
ケースを拒否します。

関連トピック:

ワンクリック — ボタン 1 つでメールにクイックテキストを挿入

Lightning Experience でのケースメールへの画像の埋め込み
エージェントは新しいボタンを使用して、簡単にケースメールに画像を挿入できます。ケースの [メール] アク
ションで、メールツールバーにあるボタンを探してください。エージェントは、Salesforce Files または Web URL

から画像を挿入できます。画像をコピーしてクリップボードから貼り付けることもできます。
対象:この変更は、Professional Edition、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

Idea Exchange: Allow "Inline" Images in Email Sent from SFDC (SFDC から送信されるメールで「インライン」画像を許
可する)
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Lightning Experience のすべての場所でコンパクトケースフィードを利用可能
Lightning Experience でケースフィードまたはソーシャルフィードが表示されるすべての場所で、コンパクトフィー
ドを使用できます。また、標準ナビゲーションアプリケーションやコンソールナビゲーションアプリケーショ
ンにもコンパクトフィードを設定できます。
対象:この変更は、Professional Edition、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: デフォルトでは、コンパクトフィードはケースとソーシャル投稿のページレイアウトの Chatter および
Chatter フィード Lightning アプリケーションビルダーコンポーネントで使用されます。以前は、コンパクトフィー
ドを使用できるのは Chatter コンポーネントで使用されるケースのみでした。
Lightning サービスコンソールアプリケーションのデフォルトのケースおよびソーシャル投稿ページレイアウト
には、すでにコンパクトフィードを利用する Chatter コンポーネントが含まれています。
Lightning Experience でケースとソーシャル投稿のコンパクトフィードを無効にするには、Salesforce サポートにお
問い合わせください。

Lightning Experience でのケースフィードの操作の効率化
ケースフィードのすべての項目の折りたたみ/展開を行うボタンがよりスマートになりました。また、読み込
まれるフィード項目数は、画面のサイズに比例します。ウィンドウが長いほど、読み込まれるフィード項目数
が多くなります。スクロールダウンすると、自動的に追加フィード項目が読み込まれます。ケースフィードは
Lightning アプリケーションビルダーで幅が 25% の狭い列をサポートするようになったため、画面領域を最大限
に活用できます。
対象:この変更は、Professional Edition、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: 長いケースフィードは、フィード投稿を最大 5 ページまでスクロール可能で、その後はユーザに [さらに
表示] ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると、フィードを無限にスクロールできます。
画面幅が 25% の列のケースフィードは、幅の広いフィードとは若干異なって情報が表示されます。たとえば、
狭いフィードにはユーザのアバターが表示されません。

Lightning Experience での Visualforce メールテンプレートの使用
エージェントはメールテンプレートを使用して、メールのドラフトを作成する時間を大幅に削減できます。
Lightning Experience で、Visualforce メールテンプレートを活用できるようになりました。ユーザは数回クリックす
るだけで、テキスト、項目データ、メール添付ファイルをケースメールパブリッシャーに挿入できます。
対象:この変更は、Professional Edition、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: Salesforce Classic で Visualforce メールテンプレートを作成および編集します。Lightning Experience では、Visualforce

メールテンプレートから動的に生成された添付ファイルが自動的に Salesforce Files になります。
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Visualforce メールテンプレートは、マクロではサポートされていません。

関連トピック:

Apex 開発者ガイド: QuickActionDefaultsHandler インターフェース
Visualforce 開発者ガイド: Visualforce メールテンプレート

メール-to-ケース添付ファイルを Salesforce Files として自動的に保存してファイルの共有と
プレビューを実行
新しく受信したメール-to-ケースメッセージの添付ファイルは、自動的に Salesforce Files に変換されます。この
変換により、エージェントは添付ファイルをコンピュータにダウンロードすることなくプレビューできます。
Salesforce Files は Salesforce 全体で検索および共有できるため、エージェントはファイルを探すためにレコードの
関連リストに移動する必要がありません。
対象: この変更は、Professional Edition、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Salesforce Classic と Lightning Experience に適用されます。
方法: メール-to-ケースまたはオンデマンドメール-to-ケースが有効化される Spring '18 以降に作成された組織は、
この機能が自動的に有効になります。既存の組織でこの機能を有効にするには、[設定] から [クイック検索]

ボックスに「メール-to-ケース」と入力し、[メール-to-ケース] を選択します。[編集] をクリックして [メール
-to-ケース添付ファイルを Salesforce Files として保存] を有効にします。[保存] をクリックします。

メモ: メール-to-ケース添付ファイルを Salesforce Files として保存するときに問題が発生した場合、組織のシ
ステム管理者にメール通知が送信されます。

関連トピック:

Idea Exchange: Email to Case Attachments -- Add to Files (メール-to-ケース添付ファイル -- ファイルの追加)

メールのインポート時に監査項目を設定
API を介して Salesforce にメールメッセージをインポートするときに、作成されるメールメッセージレコードに
対して監査項目を設定できるようになりました。これにより、レコードには元のメールメッセージと同じ監査
項目の詳細 (メールの作成者や作成日など) が反映されます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition に適用されます。
対象ユーザ: 新しく作成されたメールレコードの値を設定するには、「レコードの作成時に監査項目を設定」ユー
ザ権限が必要です。

ヒント: 監査項目は、Salesforce Classic、Lightning Experience、および Salesforce アプリケーションの「参照」権
限を持つユーザに表示されます。ただし、監査項目はレコードの作成中に API を介してのみ設定できま
す。

関連トピック:

Salesforce および Force.com のオブジェクトリファレンス: EmailMessage
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スパム対策 — reCAPTCHA 確認を使用していないケースを拒否
スパム送信者による偽のケースの送信を防ぎます。reCAPTCHA 確認を使用していない Web-to-ケースからのケー
スを拒否します。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Salesforce Classic と Lightning Experience に適用されます。
方法: [設定] で、[Web-to-ケースの設定] ページに移動し、[reCAPTCHA 確認が必要] 設定を見つけます。この設定を
有効にすると、[Web-to-ケース HTML ジェネレータ] ページの [HTML に reCAPTCHA を含める] 設定が有効になりま
す。次に、Web サイトの HTML に reCAPTCHA コードが含まれていることを確認します。

新しい組織では、[reCAPTCHA 確認が必要] がデフォルトで有効になっています。

メモ: 組織で reCAPTCHA がすでに使用されている場合は、[reCAPTCHA 確認が必要]を手動で有効にします。
この設定を有効にしたら、Web サイトのコードに reCAPTCHA 検証コードが含まれていることを確認するこ
とが重要です。HTML コードを再生成し、Web サイトで HTML コードを更新することが必要になる場合があ
ります。Web サイトに reCAPTCHA コードが含まれない場合、顧客はケースを送信できません。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: スパムケースを防止するための reCAPTCHA 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)

オムニチャネル: スキルベースのルーティングの改善とチャット監視
オムニチャネルでより柔軟に組織の作業項目を割り当てることができます。同じ組織でキューベースのルー
ティングとスキルベースのルーティングの両方を同時に使用して作業項目を転送できます。スキルベースの
ルーティング (ベータ機能) を使用すると、Live Agent チャットが適切なエージェントに転送されます。サポート
マネージャは、Omni-Channel Supervisor でキューやスキルによって転送された作業を監視できます。Omni-Channel

Supervisor の一部のタブの名前が新しくなり、表示される情報が明確になっています。スーパーバイザは処理中
のチャットを監視し、必要に応じてサポートしたり、エージェントや顧客が入力している内容をプレビューし
たりできます。
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このセクションの内容:

同じ組織でキューとスキルの両方を同時に使用したエージェントへの作業の転送
お馴染みのキューベースのルーティングを保持したままオムニチャネルのスキルベースのルーティングを
試してみましょう。オムニチャネルにより、会社にとって最適な方法で柔軟に作業項目をエージェントに
転送できます。一部の作業項目はスキルで転送し、他の作業項目はキューで転送します。同じ組織で双方
の長所を活かすことができます。
スキルベースのルーティングを使用した Live Agent チャットの転送 (ベータ)

顧客の問題を解決できる適切なスキルを持つエージェントに Live Agent チャットを転送します。オムニチャ
ネルにより、会社にとって最適な方法で柔軟にチャットを転送できます。オムニチャネルのスキルベース
のルーティングですべてのチャットを転送するか、一部のチャットはキューで転送し、他のチャットはス
キルで転送します。ただし、スキルベースのルーティングで転送されたチャットを別のエージェント、
キュー、スキルに転送することはできません。
Omni-Channel Supervisor を使用したキューベースのルーティングとスキルベースのルーティングのエージェン
トの作業負荷の監視
同じ組織でキューベースのルーティングとスキルベースのルーティングの両方を使用している場合、
Omni-Channel Supervisor には、両方のルーティング種別のタブが表示され、サポートマネージャは作業の転送
方法に関係なくエージェントと作業項目を追跡できます。また、Omni-Channel Supervisor の一部のタブの名前
が変更され、表示される情報が明確になりました。[キュー] タブは [キューのバックログ] という名前に変更
されました。[作業] タブは [割り当てられた作業]、[バックログ] は [スキルのバックログ] に変更されました。
Omni-Channel Supervisor でのスーパーバイザによるチャットのリアルタイム監視
サポートスーパーバイザは、Omni-Channel Supervisor の [エージェント] タブで [監視]をクリックし、チャット
ウィンドウを開いて、エージェントと顧客の会話を確認できます。スーパーバイザは、最大 5 つの会話を
同時に表示できます。
エージェントや顧客がチャットで入力している内容のスーパーバイザによるプレビュー
エージェントと顧客間で送信されているメッセージをスーパーバイザが把握できるようにします。スーパー
バイザはプレビュー機能を使用して、エージェントが入力しているの内容をメッセージの送信前に確認で
きます。顧客プレビューを使用すると、スーパーバイザは顧客が入力している内容を送信前に確認できま
す。

同じ組織でキューとスキルの両方を同時に使用したエージェントへの作業の転送
お馴染みのキューベースのルーティングを保持したままオムニチャネルのスキルベースのルーティングを試し
てみましょう。オムニチャネルにより、会社にとって最適な方法で柔軟に作業項目をエージェントに転送でき
ます。一部の作業項目はスキルで転送し、他の作業項目はキューで転送します。同じ組織で双方の長所を活か
すことができます。

重要: 以前は、組織でキューベースのルーティングを使用している場合にスキルベースのルーティングを
使用するように切り替えると、オムニチャネルによってキューへの作業の転送が停止されていました。
Winter '19 が組織にリリースされると、スキルへの作業の転送に加えて、キューへの作業の転送がオムニ
チャネルで再開されます。

対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition (Service

Cloud 付属) の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
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対象ユーザ: システム管理者は、オムニチャネルを設定するには、「アプリケーションのカスタマイズ」権限
が必要です。
方法: [設定] で、[クイック検索] ボックスに「オムニチャネル」と入力し、[オムニチャネル設定]を選択します。
オムニチャネルを有効にし、キューベースのルーティングを設定します。同じ組織で、スキルベースのルー
ティングを有効にして設定します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: オムニチャネルのスキルベースのルーティング (リリースプレビューの時点で内容が刷新
されたり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: スキルベースのルーティングの設定 (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)

スキルベースのルーティングを使用した Live Agent チャットの転送 (ベータ)

顧客の問題を解決できる適切なスキルを持つエージェントに Live Agent チャットを転送します。オムニチャネ
ルにより、会社にとって最適な方法で柔軟にチャットを転送できます。オムニチャネルのスキルベースのルー
ティングですべてのチャットを転送するか、一部のチャットはキューで転送し、他のチャットはスキルで転送
します。ただし、スキルベースのルーティングで転送されたチャットを別のエージェント、キュー、スキルに
転送することはできません。
対象:オムニチャネルは、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

(Service Cloud 付属) の Lightning Experience および Salesforce Classic で使用できます。
Live Agent は、次のエディションの Lightning Experience および Salesforce Classic で使用できます。
• 2012 年 6 月 14 日よりも後に作成された Performance Edition および Developer Edition の組織
• Unlimited Edition (Service Cloud 付属)

• Enterprise Edition および Unlimited Edition (有料オプション)

メモ:  Live Agent チャットのスキルベースのルーティング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。自身の独自の決
定権でこの機能を使用し、現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて購入をご決定くだ
さい。Salesforce 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しません。また、い
かなる時点でもこの機能を終了できるものとします。この機能は、評価目的のみで、本番での使用を目
的にしたものではありません。この機能は、そのままの状態で提供され、サポートされておらず、ここ
から生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任も負いません。す
べての制約、Salesforce の権利の保留、本サービスに関する義務、および関連する Salesforce 以外のアプリ
ケーションならびにコンテンツの条件は、この機能の使用に等しく適用されます。Live Agent チャットの
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 Community の IdeaExchange に投稿
してください。

対象ユーザ: システム管理者は、オムニチャネルを設定するには、「アプリケーションのカスタマイズ」権限
が必要です。
方法:オムニチャネルでキューベースのルーティングとスキルベースのルーティングを設定します。次に、ルー
ティング種別が [オムニチャネルスキル] のチャットボタンを使用して、Live Agent リリースを作成します。
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Omni-Channel Supervisor を使用したキューベースのルーティングとスキルベースのルーティ
ングのエージェントの作業負荷の監視
同じ組織でキューベースのルーティングとスキルベースのルーティングの両方を使用している場合、Omni-Channel

Supervisor には、両方のルーティング種別のタブが表示され、サポートマネージャは作業の転送方法に関係なく
エージェントと作業項目を追跡できます。また、Omni-Channel Supervisor の一部のタブの名前が変更され、表示
される情報が明確になりました。[キュー] タブは [キューのバックログ] という名前に変更されました。[作業]

タブは [割り当てられた作業]、[バックログ] は [スキルのバックログ] に変更されました。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition (Service

Cloud 付属) の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Omni-Channel Supervisor (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる
可能性があります)

Salesforce ヘルプ: Omni-Channel Supervisor のタブの概要 (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)

Omni-Channel Supervisor でのスーパーバイザによるチャットのリアルタイム監視
サポートスーパーバイザは、Omni-Channel Supervisor の [エージェント] タブで [監視]をクリックし、チャットウィ
ンドウを開いて、エージェントと顧客の会話を確認できます。スーパーバイザは、最大 5 つの会話を同時に表
示できます。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

(Service Cloud 付属) の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ:システム管理者は、Omni-Channel Supervisor を設定するには、「アプリケーションのカスタマイズ」
権限が必要です。
方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「オムニチャネル」と入力し、[スーパーバイザ設定] を選択しま
す。[会話の監視] を選択して、[保存] をクリックします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Omni-Channel Supervisor (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる
可能性があります)

Salesforce ヘルプ: Omni-Channel Supervisor でのエージェントのチャットの監視 (リリースプレビューの時点で内
容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

エージェントや顧客がチャットで入力している内容のスーパーバイザによるプレビュー
エージェントと顧客間で送信されているメッセージをスーパーバイザが把握できるようにします。スーパーバ
イザはプレビュー機能を使用して、エージェントが入力しているの内容をメッセージの送信前に確認できま
す。顧客プレビューを使用すると、スーパーバイザは顧客が入力している内容を送信前に確認できます。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

(Service Cloud 付属) の Lightning Experience に適用されます。
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対象ユーザ:システム管理者は、Omni-Channel Supervisor を設定するには、「アプリケーションのカスタマイズ」
権限が必要です。
方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「オムニチャネル」と入力し、[スーパーバイザ設定] を選択しま
す。目的のオプションを選択し、[保存] をクリックします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Omni-Channel Supervisor (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる
可能性があります)

Salesforce ヘルプ: Omni-Channel Supervisor でのエージェントのチャットの監視 (リリースプレビューの時点で内
容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

エージェントの生産性: フォルダと共有、ボタン
フォルダでマクロとクイックテキストを整理して、探しているものを容易に見つけます。フォルダ全体を共有
し、マクロやクイックテキストに他のユーザが簡単にアクセスできるようにします。新しいボタンを使用する
と、クイックテキストを容易に挿入でき、一段と見やすくなったため、ユーザにとってこの時間節約ツールは
重宝します。

このセクションの内容:

フォルダでのマクロとクイックテキストの共有および整理
多くのマクロとクイックテキストがあると、それらを把握することが困難になる可能性があります。その
ため、この時間節約ツールを論理グループに容易に整理できるようにしました。マクロとクイックテキス
トのフォルダを有効にすると、ユーザはそれらを他のユーザとも共有できます。以前は、マクロとクイッ
クテキストは Salesforce Classic 内でのみ共有できました。
ワンクリック — ボタン 1 つでメールにクイックテキストを挿入
ワンクリックで定義済みメッセージを挿入できるようになりました。メールアクションツールバーの新し
いボタンで、この時間を節約できるツールがユーザに視覚的に表示されます。以前は、キーボードショー
トカットでのみクイックテキストを挿入できました。
ToDo と行動でのクイックテキストの使用
ユーザに多くの ToDo または行動があり、それらがすべて同じではありませんか? そんな場合に耳より情報
です。ToDo と行動でクイックテキストがサポートされるようになりました。ユーザは同じメッセージを繰
り返し入力するのではなく、クイックテキストを挿入して「顧客の詳細をフォローアップ」や「顧客の住
所を確認」のような共通の説明を入力できます。
ナレッジ記事およびチャットへのクイックテキストの挿入
ナレッジ記事を作成および編集する場合、またはチャットで顧客に応答する場合、クイックテキストを挿
入できます。リッチテキストエディタのツールバーでクイックテキストボタンを探すだけです。
ポップアップボタンによりクイックテキストを常に意識
クイックテキストは時間節約ツールとして高く評価されています。エージェントは定義済みのメッセージ
をあらゆる種類のテキスト項目に入力できます。テキストのこの簡単な挿入方法をエージェントが常に意
識できるように、クイックテキストをサポートするテキスト項目の横にポップアップボタンが表示されま
す。以前は、キーボードショートカットを使用してのみクイックテキストを挿入できました。
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フォルダでのマクロとクイックテキストの共有および整理
多くのマクロとクイックテキストがあると、それらを把握することが困難になる可能性があります。そのた
め、この時間節約ツールを論理グループに容易に整理できるようにしました。マクロとクイックテキストの
フォルダを有効にすると、ユーザはそれらを他のユーザとも共有できます。以前は、マクロとクイックテキス
トは Salesforce Classic 内でのみ共有できました。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience に適用されます。マクロとクイックテキストのフォルダは、Essentials ではサポートされて
いません。
対象ユーザ: マクロまたはクイックテキストのフォルダを作成するには、ユーザにオブジェクトの「作成」権
限が必要です。マクロまたはクイックテキストのフォルダを共有するには、ユーザはそのフォルダの所有者で
あるか、そのフォルダの「管理」アクセス権を持っている必要があります。システム管理者と、マクロまたは
クイックテキストオブジェクトの「すべての編集」権限を持つ他のユーザもフォルダを管理できます。
理由: フォルダは生産性を拡散するのに役立ちます。マクロの達人であるユーザが、特定の商品についてのケー
スを操作する多数のマクロを作成したとします。そのユーザはフォルダを使用してマクロを他のユーザと共有
できます。これで、すべてのエージェントがマクロの魔術師になります。
更新されたブラウザでユーザは次の操作を行うことができます。ユーティリティまたはブラウザでデータを作
成します (1)。すべてのフォルダまたは最近使ったデータを表示するようにビューを変更します (2)。下部にあ
るフォルダパスのブレッドクラムを使用して移動します (3)。

マクロとクイックテキストのフォルダを有効にすると、オブジェクトのホームにリストビューではなくフォル
ダビューが表示されます。ユーザはすべてのフォルダ、ユーザが作成したフォルダのみ、またはユーザが共有
しているフォルダを表示できます (1)。フォルダを共有するには、フォルダの横にあるドロップダウンメニュー
を使用して、[共有] をクリックします (2)。
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ユーザはフォルダ内に最大 3 個のサブフォルダを作成できます。サブフォルダにはフォルダまたは個々のデー
タの組み合わせを含めることができます。ただし、共有できるのは、ルートフォルダと呼ばれる第 1 レベルの
フォルダのみです。サブフォルダを共有することはできません。
方法: [設定] の [マクロ設定] と [クイックテキスト設定] ページでマクロとクイックテキストのフォルダを有効に
します。フォルダを有効にすると、マクロユーティリティとクイックテキストブラウザが更新されます。

重要: フォルダに対する共有設定は、個々のデータに対する共有設定を上書きします。Salesforce Classic で
マクロとクイックテキストを共有していた場合、それらの設定はこの設定を有効にすると無視されます。
この設定を有効にした後、既存のデータをフォルダに移動し、そのフォルダをユーザと共有することを
お勧めします。データがフォルダ内にない場合、所有者、作成者、およびシステム管理者のみがアクセ
スできます。後で、この設定を無効にするように決定した場合、フォルダ共有は無視され、個別の共有
設定が適用されます。

フォルダを有効にする場合は、次の点に注意してください。
• 新しい組織の場合、[フォルダ] 項目がマクロおよびクイックテキストのページレイアウトにデフォルトで

追加されます。Winter '19 より前に作成した組織の場合、[フォルダ] 項目をこれらのレイアウトに手動で追加
します。

• クイックテキストとマクロを作成および管理するには、権限セットまたはユーザプロファイルを使用して、
クイックテキストとマクロオブジェクトに対する作成、編集、および削除権限をユーザに付与します。
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• マクロとクイックでは分割ビューを使用しないことをお勧めします。フォルダを有効にすると、分割ビュー
用に最適化されていないフォルダリストビューが分割ビューに表示されます。

• レポートやダッシュボードの場合と同様に、API を使用してマクロとクイックテキストのフォルダの設定と
管理ができます。「Analytics Folders API Resource Reference (Analytics フォルダの API リソースリファレンス)」を参
照してください。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Service Cloud 生産性ツールの使用 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用
不能になる可能性があります)

ワンクリック — ボタン 1 つでメールにクイックテキストを挿入
ワンクリックで定義済みメッセージを挿入できるようになりました。メールアクションツールバーの新しいボ
タンで、この時間を節約できるツールがユーザに視覚的に表示されます。以前は、キーボードショートカット
でのみクイックテキストを挿入できました。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: クイックテキストを挿入するには、ユーザにクイックテキストオブジェクトの「参照」権限が必
要です。必要に応じて、「作成」、「編集」、および「削除」アクセス権をユーザに付与し、ユーザが独自の
クイックテキストを作成および管理可能にすることもできます。
Spring '18 の後に作成された組織では、すべてのユーザプロファイルにデフォルトで「参照」アクセス権が含ま
れます。ただし、Salesforce Platform ユーザライセンスのユーザは、クイックテキストを操作できません。クイッ
クテキストの作成、参照、更新、および削除権限を Salesforce Classic でユーザに付与している場合、その権限が
Lightning Experience で使用されます。
理由:多くの場合、エージェントは Word またはメモ帳を Salesforce と一緒に開いたままにしに、そこに定義済み
メッセージを保存します。クイックテキストでは、エージェントがコンテキストを切り替えることなく Salesforce

内で作業を続行できます。これにより、以前行っていたタスクのコピー、貼り付け、カスタマイズといった面
倒な作業が不要になります。
方法: Lightning Experience では、クイックテキストはすべての組織でデフォルトで有効化されています。Salesforce

Classic でクイックテキストを有効化して作成していた場合、メッセージは Lightning Experience で機能します。
クイックテキストを作成または編集するときに、[チャネル] 項目を [メール] に設定します。メールを作成する
ときに、新しいクイックテキストボタンを見つけます。
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ヒント: 営業担当には、取引先と取引先責任者にメールを送信するときにもクイックテキストボタンが表
示されます。

クイックテキストボタンは、リストメールでも使用できます。

メモ:

• クイックテキストは、Salesforce Classic メールテンプレートで使用される Salesforce Merge Language (SML) で
機能します。Lightning Experience メールテンプレートで使用される Handlebars Merge Language (HML) では機
能しません。
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• テキスト内容を使用するメールアクションでは、代わりにクイックテキストポップアップボタンが表
示されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: クイックテキストメッセージの作成 (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)

ToDo と行動でのクイックテキストの使用
ユーザに多くの ToDo または行動があり、それらがすべて同じではありませんか? そんな場合に耳より情報で
す。ToDo と行動でクイックテキストがサポートされるようになりました。ユーザは同じメッセージを繰り返
し入力するのではなく、クイックテキストを挿入して「顧客の詳細をフォローアップ」や「顧客の住所を確
認」のような共通の説明を入力できます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: クイックテキストを挿入するには、ユーザにクイックテキストオブジェクトの「参照」権限が必
要です。必要に応じて、「作成」、「編集」、および「削除」アクセス権をユーザに付与し、ユーザが独自の
クイックテキストを作成および管理可能にすることもできます。
Spring '18 の後に作成された組織では、すべてのユーザプロファイルにデフォルトで「参照」アクセス権が含ま
れます。ただし、Salesforce Platform ユーザライセンスのユーザは、クイックテキストを操作できません。クイッ
クテキストの作成、参照、更新、および削除権限を Salesforce Classic でユーザに付与している場合、その権限が
Lightning Experience で使用されます。
方法: Lightning Experience では、クイックテキストはすべての組織でデフォルトで有効化されています。Salesforce

Classic でクイックテキストを有効化して作成していた場合、メッセージは Lightning Experience で機能します。
クイックテキストを作成または編集するときに、[チャネル] 項目を [ToDo]または [行動]に設定します。クイッ
クテキストをサポートする項目にカーソルを置くとクイックテキストボタンが表示されます。

行動で、[説明] 項目を確認します。ToDo で、[コメント] 項目を確認します。
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営業担当も ToDo と行動でクイックテキストを使用できます。

メモ: このポップアップボタンを無効にするには、[設定] で [クイックテキスト設定] ページに移動して、
[クイックテキストボタンとポップアップを非表示]を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: クイックテキストメッセージの作成 (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)

ナレッジ記事およびチャットへのクイックテキストの挿入
ナレッジ記事を作成および編集する場合、またはチャットで顧客に応答する場合、クイックテキストを挿入で
きます。リッチテキストエディタのツールバーでクイックテキストボタンを探すだけです。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。詳細は、リンクされたトピックを参照してください。

関連トピック:

ナレッジ記事でのクイックテキストの使用
ボタンを使用したチャットへのクイックテキストの挿入
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ポップアップボタンによりクイックテキストを常に意識
クイックテキストは時間節約ツールとして高く評価されています。エージェントは定義済みのメッセージをあ
らゆる種類のテキスト項目に入力できます。テキストのこの簡単な挿入方法をエージェントが常に意識できる
ように、クイックテキストをサポートするテキスト項目の横にポップアップボタンが表示されます。以前は、
キーボードショートカットを使用してのみクイックテキストを挿入できました。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: クイックテキストを挿入するには、ユーザにクイックテキストオブジェクトの「参照」権限が必
要です。必要に応じて、「作成」、「編集」、および「削除」アクセス権をユーザに付与し、ユーザが独自の
クイックテキストを作成および管理可能にすることもできます。
Spring '18 の後に作成された組織では、すべてのユーザプロファイルにデフォルトで「参照」アクセス権が含ま
れます。ただし、Salesforce Platform ユーザライセンスのユーザは、クイックテキストを操作できません。クイッ
クテキストの作成、参照、更新、および削除権限を Salesforce Classic でユーザに付与している場合、その権限が
Lightning Experience で使用されます。
方法: Lightning Experience では、クイックテキストはすべての組織でデフォルトで有効化されています。Salesforce

Classic でクイックテキストを有効化して作成していた場合、メッセージは Lightning Experience で機能します。
ポップアップボタンもデフォルトで有効になっています。
活動の記録、(テキスト内容の) メール、行動、および ToDo の各アクションでクイックテキストをサポートする
項目にカーソルを置くとクイックテキストポップアップボタンが表示されます。
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メモ: このポップアップボタンを無効にするには、[設定] で [クイックテキスト設定] ページに移動して、
[クイックテキストボタンとポップアップを非表示]を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: クイックテキストの有効化 (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)

モバイル用 Service Cloud: ローカライズおよび Chatter メンション
Android バージョンと iOS バージョンの Service Cloud Mobile がバージョン 1.1.0 に更新されます。この更新では、組
織のデフォルト言語に合わせたローカライズが提供され、Chatter メンションが改善されます。また、Android

バージョンが iOS バージョンと一致します。オブジェクトページレイアウトに基づいてクイックアクションが
サポートされ、ケースフィードで Salesforce ファイルを投稿するためのファイルピッカーがサポートされます。

このセクションの内容:

モバイルのローカライズにより組織の言語で作業
Service Cloud Mobile が組織のデフォルト言語に対応するようにローカライズされました。このアプリケーショ
ンは、完全サポートされる 18 個のすべての言語をサポートします。
モバイルのメンションによる直感的なやり取り
ケースフィードへの投稿時に人とグループにメンションします。以前は、既存のフィード投稿にコメント
する方法でのみ、ユーザまたはグループにメンションできました。
ページレイアウトによるクイックアクションのカスタマイズ (Android)

ユーザはアプリケーションで参照しているレコードのページレイアウトに含まれるクイックアクションを
使用できるようになりました。以前は、クイックアクションは iOS バージョンでのみページレイアウトに基
づいて読み込まれていました。
ケースフィードへのファイルの投稿 (Android)

ケースフィードがより堅牢になり、ケースフィードへの Salesforce ファイルの投稿機能が追加されました。
以前は、ファイルの投稿は iOS バージョンでのみ使用できました。

モバイルのローカライズにより組織の言語で作業
Service Cloud Mobile が組織のデフォルト言語に対応するようにローカライズされました。このアプリケーション
は、完全サポートされる 18 個のすべての言語をサポートします。
対象: この変更は、すべての Service Cloud Mobile アプリケーションユーザに適用されます。
時期: Service Cloud Mobile 1.1.0 は 2018 年 9 月 17 日の週に Play Store で入手できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: サポート言語 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性
があります)
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モバイルのメンションによる直感的なやり取り
ケースフィードへの投稿時に人とグループにメンションします。以前は、既存のフィード投稿にコメントする
方法でのみ、ユーザまたはグループにメンションできました。
対象: この変更は、すべての Service Cloud Mobile アプリケーションユーザに適用されます。
時期: Service Cloud Mobile 1.1.0 は 2018 年 9 月 17 日の週に Play Store で入手できます。

ページレイアウトによるクイックアクションのカスタマイズ (Android)
ユーザはアプリケーションで参照しているレコードのページレイアウトに含まれるクイックアクションを使用
できるようになりました。以前は、クイックアクションは iOS バージョンでのみページレイアウトに基づいて
読み込まれていました。
対象: この変更は、Service Cloud Mobile Android アプリケーションユーザに適用されます。
時期: Service Cloud Mobile 1.1.0 は 2018 年 9 月 17 日の週に Play Store で入手できます。

ケースフィードへのファイルの投稿 (Android)
ケースフィードがより堅牢になり、ケースフィードへの Salesforce ファイルの投稿機能が追加されました。以前
は、ファイルの投稿は iOS バージョンでのみ使用できました。
対象: この変更は、Service Cloud Mobile Android アプリケーションユーザに適用されます。
時期: Service Cloud Mobile 1.1.0 は 2018 年 9 月 17 日の週に Play Store で入手できます。

ナレッジ: Lightning Knowledge の拡張機能、記事を管理するためのオ
プションの追加
より多くの Salesforce Classic 機能が Lightning Knowledge に拡張されました。[記事] 関連リストからケースに関する
より多くの操作を実行し、記事リストビューでより多くの作業を完了し、アクション、ボタン、およびリンク
を使用して記事をカスタマイズします。さらに、ナレッジデータのグローバル検索をカスタマイズし、参照項
目を記事バージョンに追加し、翻訳付きの記事をインポートし、より多くのものを Lightning Knowledge に移行
します。

このセクションの内容:

Service Essentials への Lightning Knowledge の追加
強力ながら手頃なナレッジソリューションを組織に追加します (アドオンは無料)。Service Essentials Edition で
Lightning Knowledge を使用して、記事を書いたり知識ベースを管理したりします。Service Cloud Essentials は、
CRM ベースのカスタマーサービス環境を構築する必要がある小規模ビジネス向けに設計されています。
ケース項目とデータカテゴリの対応付けによる検索結果の改善
Lightning Knowledge でケースを解決するときの推奨記事およびナレッジコンポーネントの検索の関連性を高
めることができます。Salesforce Classic と同様に、ケース項目をデータカテゴリに対応付けて、ケースの項目
に対応付けられたカテゴリの記事が表示されるようにナレッジコンポーネントを自動的に絞り込むことが
できます。
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一括アクションを使用した記事リストビューの作業効率の向上
数回クリックするだけで最大 100 件の記事を編集できます。記事リストビューの一括アクションにより、
エージェントはプレスリリース後に関連する記事を一括公開したり、ドラフト記事を別のユーザに一括割
り当てしたりできます。記事リストで使用できる新しい標準アクションを公開して割り当てます。
リッチテキスト項目へのアンカーリンクの挿入による閲覧者のサポート
記事のリッチテキスト項目にアンカーリンクを追加して、閲覧者が別のセクションに移動しやすくします。
アンカーは Lightning Knowledge の改訂済みの記事または公開記事に残るため、リンクが壊れることはありま
せん。リッチテキスト項目ごとに複数のアンカーを作成して名前を付けます。これにより、コミュニティ、
Snap-in、Salesforce アプリケーションで記事のリンクを簡単に見つけて使用できるようになります。
アクション、ボタン、リンクを使用した記事のカスタマイズ (ベータ)

Lightning Knowledge のエージェントが Salesforce データを操作したり、外部サービス (ビジネスに固有のオンラ
インマップや Web サイトなど) とやりとりできるようにカスタムボタンおよびリンクを作成します。エー
ジェントが記事からさまざまなタスク (レコードの作成、レコードの更新、フローアクションの開始、
Lightning コンポーネントアクションのトリガなど) を実行できるように 4 つのアクション種別を追加します。
レコード更新アクションのボタンは、ドラフトが公開状況の場合にのみドラフト記事のレコードホームペー
ジやナレッジオブジェクトのホームリストビューに表示されます。
さまざまなレコードの記事バージョンへの参照項目の追加
特定のレコード (リードやカスタムオブジェクトなど) の Lightning Knowledge 記事バージョンを検索して、2

つのレコードをリンクします。新しい記事バージョンが公開されても、作成した参照関係はそのバージョ
ンに接続されたままになります。リードを商談に変換した特定の記事を確認したり、カスタムオブジェク
トレコードの親レコードとなっている記事を表示したりできます。
ケースの [記事] 関連リストでできる操作の増加
エージェントは、[編集]、[削除]、[ドラフトとして編集]、[記事をメールに挿入] などを設定していれば、
Lightning Knowledge で記事の公開や削除、記事リストの更新、アクションの表示を実行できるようになりま
した。エージェントに適切な権限がある場合にのみこれらのアクションにアクセスできます。以前は、エー
ジェントは Salesforce Classic のケースの [記事] 関連リストからしかこれらの操作を実行できませんでした。
最も関連性の高いナレッジデータを見つけるためのグローバル検索のカスタマイズ
Lightning Knowledge 項目が検索結果や検索条件オプションに含まれるようにグローバル検索を設定します。
この更新は Lightning Experience に適用されるため、ナレッジサイドバー、[ナレッジ] タブ、[記事] タブ、[記
事の管理] の Salesforce ナレッジ項目は検索結果や検索条件のカスタマイズで使用できません。検索条件を設
定しても、グローバル検索の Lightning Knowledge の高度な検索条件は変更されません。
言語の取りこぼしのない、翻訳のある記事のインポート
Lightning Knowledge では、記事インポートツールで翻訳のある記事をインポートし、マスタ記事とその翻訳
のレコードタイプを指定できます。インポート後に各記事翻訳に対してレコードタイプを追加する必要が
なくなりました。
Lightning Knowledge に移行できる項目の増加 (コミュニティトピックおよび記事検索データ) (ベータ)

Lightning Knowledge 移行ツールにより、Salesforce ナレッジから新しい Lightning Knowledge データモデルへの移
行で迷うことがなくなります。ツールの応答画面に従えば、強力な新しいナレッジオブジェクトにデータ
がまとめられ、Lightning Experience ユーザインターフェースでナレッジを使用できます。移行プロセス中に
組織に関連ケース、データカテゴリ、コミュニティトピック、作業指示品目、フィールドサービス作業指
示、または記事ビュー、投票、検索のレポートデータがある場合、これらの項目は移行後に適切に機能し
ます。
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メールの便利なリンクを使用した記事の翻訳の迅速化と、ページに均等に並んで表示される列
組織の設定に応じて Lightning Knowledge、Salesforce ナレッジ、またはその両方で、記事への直接リンクが記
載されたメール通知を割り当て済みの翻訳者に送信します。また、新しいカスタムレコードページテンプ
レートを使用すると、翻訳記事とマスタ記事が均等に並んで表示されるため、すばやく比較できます。
Salesforce アプリケーションからの記事のスマートリンクへのアクセス
Salesforce アプリケーションでスマートリンクが記事の本文に表示されるようになり、外出先でリッチテキ
スト項目の項目をクリックして、コンテンツに移動できるようになりました。エージェントは、モバイル
デバイスから確信を持って Lightning Knowledge 記事を開くことができ、スマートリンクも表示できます。記
事の名前または URL が変更されると、スマートリンクは自動的に調整されます。
Lightning Knowledge から直接記事コンテンツをメールに挿入
Lightning Knowledge の設定で使用できるコミュニケーションチャネルの対応付けにより、エージェントは簡
単に顧客メールの本文に記事コンテンツを埋め込むことができるようになりました。チャネルまたは記事
レコードタイプで使用する記事項目を設定するために Salesforce Classic に切り替える必要がなくなりました。
これらは Lightning Experience で直接選択できます。
ナレッジ記事でのクイックテキストの使用
繰り返しナレッジ記事に追加される情報をエージェントがコピーして貼り付けなくて済むようにします。
エージェントは、クイックテキストを使用して、定義済みのメッセージを記事に挿入できます。エージェ
ントは、一般的な質問への回答やサポートの連絡先情報 (電話番号や Web サイトなど) などのクイックテキ
ストを作成できます。

Service Essentials への Lightning Knowledge の追加
強力ながら手頃なナレッジソリューションを組織に追加します (アドオンは無料)。Service Essentials Edition で
Lightning Knowledge を使用して、記事を書いたり知識ベースを管理したりします。Service Cloud Essentials は、CRM

ベースのカスタマーサービス環境を構築する必要がある小規模ビジネス向けに設計されています。
対象: この変更は、Service Cloud の Essentials Edition で使用する Lightning Knowledge に適用されます。
対象ユーザ: Service Essentials ライセンス保有者が Lightning Knowledge を使用できます。詳細は、Salesforce の担当者
にお問い合わせください。Lightning Knowledge はすべてのユーザが使用できます。

ケース項目とデータカテゴリの対応付けによる検索結果の改善
Lightning Knowledge でケースを解決するときの推奨記事およびナレッジコンポーネントの検索の関連性を高める
ことができます。Salesforce Classic と同様に、ケース項目をデータカテゴリに対応付けて、ケースの項目に対応
付けられたカテゴリの記事が表示されるようにナレッジコンポーネントを自動的に絞り込むことができます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition (Service Cloud 付属) の Lightning Knowledge に適用されます。Salesforce ナレッジは、Professional

Edition、Enterprise Edition、および Performance Edition でアドオンとして使用できます。
方法: カテゴリの対応付けを設定するには、どのケース項目をどのデータカテゴリに対応付けるかを選択しま
す。対応付けられた項目に値がないケースのためのデフォルトのデータカテゴリを追加します。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「データカテゴリの対応付け」と入力し、[データカテゴリの対応付

け] を選択します。
2. [ケースの項目] 列で、ドロップダウンリストを使用して項目を追加します。
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3. [データカテゴリグループ] 列で、ドロップダウンリストを使用して、参照項目からの情報をデータカテゴ
リに対応付けます。

4. 項目値がカテゴリグループのどのカテゴリとも一致しない場合は、[デフォルトデータカテゴリ] 列でドロッ
プダウンリストを使用して、データカテゴリを割り当てます。

5. [追加] をクリックします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: データカテゴリの対応付けを使用した記事の絞り込み (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)

Salesforce ヘルプ: Lightning サービスコンソールでのナレッジコンポーネントの使用 (リリースプレビューの時
点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

一括アクションを使用した記事リストビューの作業効率の向上
数回クリックするだけで最大 100 件の記事を編集できます。記事リストビューの一括アクションにより、エー
ジェントはプレスリリース後に関連する記事を一括公開したり、ドラフト記事を別のユーザに一括割り当てし
たりできます。記事リストで使用できる新しい標準アクションを公開して割り当てます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition (Service Cloud 付属) の Lightning Knowledge に適用されます。Salesforce ナレッジは、Professional

Edition、Enterprise Edition、および Performance Edition でアドオンとして使用できます。
対象ユーザ: 翻訳記事の参照、編集、削除、公開を行うための適切な権限を持つエージェント。

リッチテキスト項目へのアンカーリンクの挿入による閲覧者のサポート
記事のリッチテキスト項目にアンカーリンクを追加して、閲覧者が別のセクションに移動しやすくします。ア
ンカーは Lightning Knowledge の改訂済みの記事または公開記事に残るため、リンクが壊れることはありません。
リッチテキスト項目ごとに複数のアンカーを作成して名前を付けます。これにより、コミュニティ、Snap-in、
Salesforce アプリケーションで記事のリンクを簡単に見つけて使用できるようになります。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition (Service Cloud 付属) の Lightning Knowledge に適用されます。Salesforce ナレッジは、Professional

Edition、Enterprise Edition、および Performance Edition でアドオンとして使用できます。

アクション、ボタン、リンクを使用した記事のカスタマイズ (ベータ)
Lightning Knowledge のエージェントが Salesforce データを操作したり、外部サービス (ビジネスに固有のオンライ
ンマップや Web サイトなど) とやりとりできるようにカスタムボタンおよびリンクを作成します。エージェン
トが記事からさまざまなタスク (レコードの作成、レコードの更新、フローアクションの開始、Lightning コン
ポーネントアクションのトリガなど) を実行できるように 4 つのアクション種別を追加します。レコード更新
アクションのボタンは、ドラフトが公開状況の場合にのみドラフト記事のレコードホームページやナレッジオ
ブジェクトのホームリストビューに表示されます。
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対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition (Service Cloud 付属) の Lightning Knowledge に適用されます。Salesforce ナレッジは、Professional

Edition、Enterprise Edition、および Performance Edition でアドオンとして使用できます。

メモ: アクション、ボタン、リンクを使用した記事のカスタマイズ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。自身の独
自の決定権でこの機能を使用し、現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて購入をご決
定ください。Salesforce 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しません。ま
た、いかなる時点でもこの機能を終了できるものとします。この機能は、評価目的のみで、本番での使
用を目的にしたものではありません。この機能は、そのままの状態で提供され、サポートされておらず、
ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任も負いませ
ん。すべての制約、Salesforce の権利の保留、本サービスに関する義務、および関連する Salesforce 以外のア
プリケーションならびにコンテンツの条件は、この機能の使用に等しく適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: アクション、ボタン、およびリンクの提供 (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)

記事でサポートされるようになったフローアクション

さまざまなレコードの記事バージョンへの参照項目の追加
特定のレコード (リードやカスタムオブジェクトなど) の Lightning Knowledge 記事バージョンを検索して、2 つの
レコードをリンクします。新しい記事バージョンが公開されても、作成した参照関係はそのバージョンに接続
されたままになります。リードを商談に変換した特定の記事を確認したり、カスタムオブジェクトレコードの
親レコードとなっている記事を表示したりできます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition (Service Cloud 付属) の Lightning Knowledge に適用されます。Salesforce ナレッジは、Professional

Edition、Enterprise Edition、および Performance Edition でアドオンとして使用できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 外部オブジェクトの参照関係項目 (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)

Salesforce ヘルプ: 外部オブジェクトリレーション (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用
不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: カスタム項目のデータ型 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能に
なる可能性があります)

ケースの [記事] 関連リストでできる操作の増加
エージェントは、[編集]、[削除]、[ドラフトとして編集]、[記事をメールに挿入]などを設定していれば、Lightning

Knowledge で記事の公開や削除、記事リストの更新、アクションの表示を実行できるようになりました。エー
ジェントに適切な権限がある場合にのみこれらのアクションにアクセスできます。以前は、エージェントは
Salesforce Classic のケースの [記事] 関連リストからしかこれらの操作を実行できませんでした。
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対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition (Service Cloud 付属) の Lightning Knowledge に適用されます。Salesforce ナレッジは、Professional

Edition、Enterprise Edition、および Performance Edition でアドオンとして使用できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 関連リストのカスタマイズ (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能
になる可能性があります)

最も関連性の高いナレッジデータを見つけるためのグローバル検索のカスタマ
イズ
Lightning Knowledge 項目が検索結果や検索条件オプションに含まれるようにグローバル検索を設定します。この
更新は Lightning Experience に適用されるため、ナレッジサイドバー、[ナレッジ] タブ、[記事] タブ、[記事の管理]

の Salesforce ナレッジ項目は検索結果や検索条件のカスタマイズで使用できません。検索条件を設定しても、グ
ローバル検索の Lightning Knowledge の高度な検索条件は変更されません。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition (Service Cloud 付属) の Lightning Knowledge に適用されます。Salesforce ナレッジは、Professional

Edition、Enterprise Edition、および Performance Edition でアドオンとして使用できます。

メモ: データカテゴリは検索条件で使用できません。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience での検索結果の設定 (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)

言語の取りこぼしのない、翻訳のある記事のインポート
Lightning Knowledge では、記事インポートツールで翻訳のある記事をインポートし、マスタ記事とその翻訳のレ
コードタイプを指定できます。インポート後に各記事翻訳に対してレコードタイプを追加する必要がなくなり
ました。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition (Service Cloud 付属) の Lightning Knowledge に適用されます。Salesforce ナレッジは、Professional

Edition、Enterprise Edition、および Performance Edition でアドオンとして使用できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Salesforce ナレッジにインポートするための記事の準備 (リリースプレビューの時点で内容が
刷新されたり、使用不能になる可能性があります)
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Lightning Knowledge に移行できる項目の増加 (コミュニティトピックおよび記
事検索データ) (ベータ)
Lightning Knowledge 移行ツールにより、Salesforce ナレッジから新しい Lightning Knowledge データモデルへの移行
で迷うことがなくなります。ツールの応答画面に従えば、強力な新しいナレッジオブジェクトにデータがまと
められ、Lightning Experience ユーザインターフェースでナレッジを使用できます。移行プロセス中に組織に関連
ケース、データカテゴリ、コミュニティトピック、作業指示品目、フィールドサービス作業指示、または記事
ビュー、投票、検索のレポートデータがある場合、これらの項目は移行後に適切に機能します。

メモ:  Lightning Knowledge 移行ツール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。自身の独自の決定権でこの機能を使用
し、現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて購入をご決定ください。Salesforce 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しません。また、いかなる時点でもこの機
能を終了できるものとします。この機能は、評価目的のみで、本番での使用を目的にしたものではあり
ません。この機能は、そのままの状態で提供され、サポートされておらず、ここから生じる、またはこ
れに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任も負いません。すべての制約、Salesforce

の権利の保留、本サービスに関する義務、および関連する Salesforce 以外のアプリケーションならびにコ
ンテンツの条件は、この機能の使用に等しく適用されます。組織でこの機能の有効化することについて
は、Salesforce にお問い合わせください。

対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

(Service Cloud 付属) の Lightning Knowledge に適用されます。
対象ユーザ: システム管理者権限のあるユーザは、移行ツールを実行できます。Salesforce 製品マネージャが
Lightning Knowledge 移行ツールを有効にする必要があります。詳細は、Salesforce の担当者にお問い合わせくださ
い。
方法: 一定の準備を済ませたら応答画面に従います。大変な作業は移行ツールがやってくれます。Lightning の
ナレッジオブジェクトは、記事タイプの代わりにレコードタイプ、ファイル項目の代わりにファイルを使用し
て最適化されます。データモデルの変更後は、Lightning Experience または Salesforce Classic を使用できます。移行
後、システム管理者は、新しいナレッジオブジェクトを使用するために手動でカスタマイズを修正します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Knowledge 移行ツール (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)

メールの便利なリンクを使用した記事の翻訳の迅速化と、ページに均等に並ん
で表示される列
組織の設定に応じて Lightning Knowledge、Salesforce ナレッジ、またはその両方で、記事への直接リンクが記載さ
れたメール通知を割り当て済みの翻訳者に送信します。また、新しいカスタムレコードページテンプレートを
使用すると、翻訳記事とマスタ記事が均等に並んで表示されるため、すばやく比較できます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition (Service Cloud 付属) の Lightning Knowledge に適用されます。Salesforce ナレッジは、Professional

Edition、Enterprise Edition、および Performance Edition でアドオンとして使用できます。
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方法: システム管理者は、Lightning アプリケーションビルダーを使用して、マスタ記事コンポーネントを新し
い「ヘッダーとヘッダーと 2 つの等しい列」レコードページテンプレートに追加します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: マスタ記事と翻訳の横並びビューの設定 (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: Lightning Knowledge の記事の翻訳 (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 アプリケーションからの記事のスマートリンクへのアクセス
Salesforce アプリケーションでスマートリンクが記事の本文に表示されるようになり、外出先でリッチテキスト
項目の項目をクリックして、コンテンツに移動できるようになりました。エージェントは、モバイルデバイス
から確信を持って Lightning Knowledge 記事を開くことができ、スマートリンクも表示できます。記事の名前ま
たは URL が変更されると、スマートリンクは自動的に調整されます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition (Service Cloud 付属) の Lightning Knowledge に適用されます。Salesforce ナレッジは、Professional

Edition、Enterprise Edition、および Performance Edition でアドオンとして使用できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Salesforce ナレッジ記事へのスマートリンク (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)

Salesforce ヘルプ: Lightning Knowledge の記事へのスマートリンクの挿入 (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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Lightning Knowledge から直接記事コンテンツをメールに挿入
Lightning Knowledge の設定で使用できるコミュニケーションチャネルの対応付けにより、エージェントは簡単に
顧客メールの本文に記事コンテンツを埋め込むことができるようになりました。チャネルまたは記事レコード
タイプで使用する記事項目を設定するために Salesforce Classic に切り替える必要がなくなりました。これらは
Lightning Experience で直接選択できます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition (Service Cloud 付属) の Lightning Knowledge に適用されます。Salesforce ナレッジは、Professional

Edition、Enterprise Edition、および Performance Edition でアドオンとして使用できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: メールへの記事コンテンツの挿入 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)

ナレッジ記事でのクイックテキストの使用
繰り返しナレッジ記事に追加される情報をエージェントがコピーして貼り付けなくて済むようにします。エー
ジェントは、クイックテキストを使用して、定義済みのメッセージを記事に挿入できます。エージェントは、
一般的な質問への回答やサポートの連絡先情報 (電話番号や Web サイトなど) などのクイックテキストを作成で
きます。
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対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition (Service Cloud 付属) の Lightning Knowledge に適用されます。Salesforce ナレッジは、Professional

Edition、Enterprise Edition、および Performance Edition でアドオンとして使用できます。
対象ユーザ: エージェントがクイックテキストを挿入するには、クイックテキストオブジェクトに対する「参
照」権限が必要です。必要に応じて、「作成」、「編集」、および「削除」アクセス権をユーザに付与し、
ユーザが独自のクイックテキストを作成および管理可能にすることもできます。
Spring '18 の後に作成された組織では、すべてのユーザプロファイルにデフォルトで「参照」アクセス権が含ま
れます。ただし、Salesforce Platform ユーザライセンスのユーザは、クイックテキストを操作できません。クイッ
クテキストの作成、参照、更新、および削除権限を Salesforce Classic でユーザに付与している場合、その権限が
Lightning Experience で使用されます。
方法: Lightning Experience では、クイックテキストはすべての組織でデフォルトで有効化されています。Salesforce

Classic でクイックテキストを有効化して作成していた場合、メッセージは Lightning Experience で機能します。
クイックテキストを作成または編集するときに、[チャネル] 項目を [ナレッジ]に設定します。次に、ナレッジ
記事を編集または作成するときに新しいクイックテキストボタンを見つけます。

ヒント: キーボードショートカットを使用してクイックテキストを挿入することもできます。Command +

. キー (macOS) または Ctrl + . キー (Windows) を押します。
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次の点に注意してください。
• Lightning Knowledge でクイックテキストを使用するには、クイックテキストレコードの [チャネル] 項目を [ナ

レッジ] に設定します。
• Lightning Knowledge では、クイックテキストの差し込み項目はサポートされていません。
• クイックテキストは、Lightning Knowledge のリッチテキスト項目でのみサポートされます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: クイックテキストメッセージの作成 (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)

設定フロー: サービスを次のレベルへ
ガイド付き設定フローを使用すると、さまざまなサービス機能を容易に開始でき、すばらしいサポートを顧客
に引き続き提供できます。LiveMessage およびヘルプセンターの新しい設定フローがあり、これらにはエディ
ションに応じてアクセスできます。メール-to-ケースと Lightning コミュニティの設定フローにいくつかの更新
が加えられています。
対象: LiveMessage と Lightning コミュニティの設定フローを使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance

Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Service Cloud 付属)。ヘルプセンター設定フローを使用可能なエ
ディション: Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Service

Cloud 付属)メール-to-ケース設定フローを使用可能なエディション: すべてのエディション (Service Cloud 付属)

理由: 設定フローを使用すると、[設定] で費やす時間を短縮し、Service Cloud 機能の使用とカスタマイズに費や
す時間を増やすことができます。
LiveMessage 設定フローでは、SMS テキストメッセージングと Facebook Messenger がサービスチャネルに追加され
ます。
ヘルプセンター設定フローでは、セルフサービスページが作成され、そこで顧客が記事を参照し、問い合わせ
ることができます。
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メール-to-ケース設定フローでは、サポートのメールアドレスを追加する場所が変更されました。気が変わっ
た場合は、戻って値を編集できます。また、登録済みで未確認のメールアドレスが入力された場合、その未確
認が初回のときは、確認メールが再送信されます。
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Lightning コミュニティ設定フローでは、コミュニティ用の連絡フォームを作成できる画面が追加されました。
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関連トピック:

ガイド付き設定フローを使用した LiveMessage の設定
ヘルプセンターで顧客が自己解決できるようにする
Salesforce ヘルプ: ガイド付き設定フローを使用したメール-to-ケースの設定 (リリースプレビューの時点で内
容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: ガイド付き設定フローを使用した Lightning コミュニティの設定 (リリースプレビューの時点
で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

Analytics: レポートとダッシュボード、および Einstein Analytics

レポートとダッシュボード、および Einstein Analytics のインサイトで意思決定を促進します。Lightning Experience

レポートにドリルダウンし、数値の詳細を確認します。テンプレート、拡張された共有セキュリティ、ファイ
ルベースのデータコネクタなどを使用して、Einstein Analytics アセットを作成します。
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このセクションの内容:

レポートおよびダッシュボード: データへのドリルダウン、Lightning Experience レポートビルダーを使用した
結合レポート (ベータ) の編集、登録の拡張
拡張レポート実行ページ (ベータ) から直接データにドリルダウンします。Lightning Experience レポートビル
ダーを使用して結合レポート (ベータ) を編集します。ダッシュボードでは、カスタマイズ可能な範囲、小
数部の精度、ソースレポートとしての結合レポートが提供されます。レポートとダッシュボードの登録オ
プションがよりスマートになっています。
Einstein Analytics: テンプレート、ファイルベースのコネクタ、共有継承
Analytics テンプレートでアプリケーションをすばやく構築します。スマートダッシュボードテンプレートを
使用して、独自のデータが入力されたすべてのダッシュボードを作成します。直接 Amazon S3 バケットに接
続して、より多くのサードパーティデータを取り込みます。コア共有ルールに基づいて拡張された共有セ
キュリティを使用して、共有を制御します。

レポートおよびダッシュボード: データへのドリルダウン、Lightning
Experience レポートビルダーを使用した結合レポート (ベータ) の編
集、登録の拡張
拡張レポート実行ページ (ベータ) から直接データにドリルダウンします。Lightning Experience レポートビルダー
を使用して結合レポート (ベータ) を編集します。ダッシュボードでは、カスタマイズ可能な範囲、小数部の精
度、ソースレポートとしての結合レポートが提供されます。レポートとダッシュボードの登録オプションがよ
りスマートになっています。
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このセクションの内容:

レポート: Einstein データインサイト (正式リリース)、高度な実行ページの改善 (ベータ)、データへのドリル
ダウン、Lightning Experience レポートビルダーを使用した結合レポートの編集 (ベータ)

高度な実行ページレポートの 2 番目のベータリリースは、すべてのユーザが使用できます。レポート閲覧
者は、レポートデータのグループ化や詳細行の表示の切り替えなどの数多くの強力な機能を使用できます。
データにドリルインして詳細情報を取得します。Lightning 結合レポート (ベータ) の一部として、Lightning

Experience レポートビルダーで結合レポートを編集します。
ダッシュボード: 検索条件値の増加、ソースレポートとしての結合レポート、カスタム軸範囲と小数部の精
度
検索条件あたり最大 50 個の値、結合レポートのデータ、グラフの軸のカスタム範囲、小数点第 5 位まで表
示される数値が提供されるダッシュボードでデータに光を当てます。
登録およびフォルダ: 拡張された登録オプション、クイック検索、フォルダの機能強化
レポートおよびダッシュボードに他のユーザを登録者として追加し、設定されたスケジュールで最新情報
を自動的に共有できるようにします。[レポートおよびダッシュボード] タブからレポート、ダッシュボー
ド、フォルダを検索します。
レポートと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、Salesforce はレポートとダッシュボードの操作性を継続して改善してい
ます。

レポート: Einstein データインサイト (正式リリース)、高度な実行ページの改善
(ベータ)、データへのドリルダウン、Lightning Experience レポートビルダーを
使用した結合レポートの編集 (ベータ)
高度な実行ページレポートの 2 番目のベータリリースは、すべてのユーザが使用できます。レポート閲覧者
は、レポートデータのグループ化や詳細行の表示の切り替えなどの数多くの強力な機能を使用できます。デー
タにドリルインして詳細情報を取得します。Lightning 結合レポート (ベータ) の一部として、Lightning Experience

レポートビルダーで結合レポートを編集します。

このセクションの内容:

Einstein データインサイト: レポートから得られるインサイトの向上 (正式リリース)

Einstein データインサイトはレポートが AI で拡張され、データに関する新しい有益なインサイトを取得する
ために役立ちます。
Lightning レポートビルダーを使用した結合レポートの編集 (ベータ)

Lightning レポートビルダーおよび多くの実行ページ機能 (絞り込み、並べ替えなど) を使用して結合レポート
を編集し、結合レポートワークフローを強化します。
高度な実行ページによるインターフェースの向上 (ベータ)

ユーザの時間とクリック数を節約するため、高度な実行ページのインターフェースを合理化しました。
データへのドリルインによるインサイトの迅速な取得
サマリーレポートまたはマトリックスレポートで、編集することなくレコードを詳しく調査します。第 1

行グルーピングのドリルダウン機能は、高度な実行ページ (ベータ) で導入されます。
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レポートの通貨の選択
組織に国際的な顧客がいる場合、ユーザは他の通貨で財務データを確認するオプションがほしいと考える
可能性があります。Lightning レポートビルダーを使用すると、ユーザはレポートに通貨を設定できます。

Einstein データインサイト: レポートから得られるインサイトの向上 (正式リリース)

Einstein データインサイトはレポートが AI で拡張され、データに関する新しい有益なインサイトを取得するた
めに役立ちます。
対象: この変更は、Lightning Experience での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics および Einstein データ
インサイトは、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で使用できます。
Developer Edition でも使用可能。
対象ユーザ: インサイトを表示するには、Einstein Analytics Plus ライセンスに含まれる「Einstein データインサイト
の実行」ユーザ権限が必要です。
方法: Einstein データインサイトを実行して、レポートの結果をさらに詳しく分析します。Salesforce 組織で次の
手順を実行します。
1. レポートを実行します。
2. 分析を開始するには、[Einstein データインサイト] をクリックしてレポートデータの分析を開始します。し

ばらくすると、レポートでの項目の出現頻度に基づいて分析が表示されます。

3. データを探索するためにできることを次に示します。
• ストーリーの目標 (結果変数) を変更する。
• データを絞り込んで特定のインサイトに集中する。
• インサイトの関連性が高くなるようにデータを改善する。
• インサイトリストをスクロールして、関心のあるインサイトを探す。
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• インサイトをクリックして展開する。
• グラフの区分やハイパーリンクにマウスポインタを置いてその詳細を表示し、関心のあるインサイトに

ついて詳しく知る。

Einstein データインサイトには Einstein Analytics Plus ライセンスが必要です。このライセンスが組織で有効になっ
ている必要があります。

Lightning レポートビルダーを使用した結合レポートの編集 (ベータ)

Lightning レポートビルダーおよび多くの実行ページ機能 (絞り込み、並べ替えなど) を使用して結合レポートを
編集し、結合レポートワークフローを強化します。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience の
ベータです。

メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの Lightning 結合レポートが含まれています。機能の品質は
高いですが、既知の制限があります。Lightning 結合レポートは、Salesforce がドキュメント、プレスリリー
ス、または公式声明で正式リリースを発表しない限り、正式リリースされません。特定期間内の正式リ
リースあるいはリリースの有無は保証できません。正式リリースされた製品および機能に基づいてのみ
購入をご決定ください。

対象ユーザ:

• Lightning Experience で結合レポートを表示するには、「レポート実行」ユーザ権限が必要です。
• 結合レポートを作成および編集するには、「レポートの作成とカスタマイズ」、「レポートビルダー」、

または「レポートビルダー (Lightning Experience)」のいずれかの権限が必要です。
理由: Lightning Experience の最新のインターフェースで結合レポートを操作し、レポート実行ページの絞り込み
など、Lightning Experience の生産性向上機能を利用します。Lightning レポートビルダーで、結合された検索条
件、グループ (クロスブロックグループを含む)、および列を編集します。
方法: 必要に応じて、Lightning 結合レポート (ベータ) を有効にします。[設定] から、[クイック検索] ボックスに
「レポート」と入力し、[レポートおよびダッシュボードの設定]を選択します。[Lightning 結合レポートを有効
化 (ベータ)] を選択し、[保存] をクリックします。
Lightning レポートビルダーで結合レポートを編集するには、[編集 (ベータ)]をクリックします。
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Lightning Experience で他のレポートを操作するように、結合レポート実行ページで結合レポートを操作します。
たとえば、検索条件を操作するには、 をクリックします。

編集に加えて次の機能を新しく使用できます。
• グラフ
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• 表示中に検索条件を編集
• ダッシュボードに追加
• 保存
• 列とグループの並び替え
Lightning Experience で結合レポートを使用する準備ができたら、次に示すベータの制限事項に注意してくださ
い。次の機能は、Lightning 結合レポート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。
使用できない機能

次の機能は Lightning Experience レポートビルダーでは使用できませんが、埋め込まれた Salesforce Classic レポー
トビルダーでは使用できます。Lightning Experience で Salesforce Classic レポートビルダーを開くには、[新規レ
ポート (Salesforce Classic)] または [編集 (Salesforce Classic)] をクリックします。編集と作成に関する使用でき
ない機能と制限事項を次に示します。
• 結合レポートの作成
• ブロックおよびレポートタイプの追加または削除
• ブロック名の変更
• ブロックの並び替え
• 主レポートタイプの変更
• カスタム集計項目とクロスブロックカスタム集計項目の追加と編集
実行と参照に関する使用できない機能と制限事項を次に示します。
• 登録
• エクスポート
• Quip で開く
• Chatter フィード
• トレンド
• Einstein データインサイト (ベータ)

高度な実行ページによるインターフェースの向上 (ベータ)

ユーザの時間とクリック数を節約するため、高度な実行ページのインターフェースを合理化しました。
対象: この機能は Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、および Developer Edition の Lightning Experience のベータ機能です。

メモ: このリリースには、Lightning Experience に高度な実行ページ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。高度な実行ページは、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。正式リリースされた製品および機能に
基づいてのみ購入をご決定ください。

理由: レポートの行数、詳細行、小計、総計をすばやく確認または非表示にする方法があったらいいと思いま
せんか? 高度な実行ページにこれらの各オプションの切り換え機能を含めました (1)。新しいインターフェース
には、レポートの基礎となっているレポートタイプも表示されます (2)。また、レポートに追加されたクロス
条件が [条件] ペインに表示されるようになりました (3)。
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方法: レポートで [高度な実行ページに切り替え (ベータ)] をクリックします。戻る必要がある場合は、[従来の
実行ページに切り替え] をクリックします。

データへのドリルインによるインサイトの迅速な取得
サマリーレポートまたはマトリックスレポートで、編集することなくレコードを詳しく調査します。第 1 行グ
ルーピングのドリルダウン機能は、高度な実行ページ (ベータ) で導入されます。
対象: この機能は Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、および Developer Edition の Lightning Experience で使用できます。
対象ユーザ:高度な実行ページからレポートにドリルダウンしてレポートの列でグループ化するには、「レポー
ト実行」権限が必要です。ドリルインして、このレポートタイプのすべての列でグループ化するには、「レ
ポートの作成とカスタマイズ」権限が必要です。
理由: 営業リーダーは、数人の営業担当の進行状況のみを追跡したいと思うことがあります。あるいは、当四
半期中に成立する商談を確認したい場合もあります。高度な実行ページ (ベータ) のドリルダウンオプションを
使用すると、ユーザはサマリーレポートまたはマトリックスレポートからさらに深く掘り下げて、それらの回
答を簡単に見つけることができます。
方法: サマリーレポートまたはマトリックスレポートの高度な実行ページから、ドリルダウンする第 1 グルー
ピング値の横にあるチェックボックスをオンにします。[ドリルダウン]をクリックします。結果をグループ化
する項目を指定し、[適用] をクリックします。
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レポートの通貨の選択
組織に国際的な顧客がいる場合、ユーザは他の通貨で財務データを確認するオプションがほしいと考える可能
性があります。Lightning レポートビルダーを使用すると、ユーザはレポートに通貨を設定できます。
対象: この機能は Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、および Developer Edition の Lightning Experience で使用できます。
理由:英国の営業担当は、イギリスポンドでセールスパイプライン金額を追跡したいとします。一方、ヨーロッ
パの営業マネージャは、ユーロで商談成立金額を比較したいと考えています。レポートごとに通貨を選択する
オプションを使用すれば、チームは手動で金額を変換することなく貴重なインサイトを得ることができます。
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方法: マルチ通貨が有効になっていて、通貨が有効化されている組織で、レポートを選択します。[編集] をク
リックします。[通貨] 選択リストで、通貨を設定します。このレポートの選択を保持するには、[保存]をクリッ
クします。

ダッシュボード: 検索条件値の増加、ソースレポートとしての結合レポート、
カスタム軸範囲と小数部の精度
検索条件あたり最大 50 個の値、結合レポートのデータ、グラフの軸のカスタム範囲、小数点第 5 位まで表示
される数値が提供されるダッシュボードでデータに光を当てます。

このセクションの内容:

各ダッシュボード検索条件への最大 50 個の値の追加
ダッシュボードではビジネスデータに光を当てることができますが、ダッシュボード検索条件ではビジネ
スの特定の部分に光を当てることができます。以前は、最大 10 個の個別値 ([州] [次の文字列と一致する] [カ
リフォルニア] など) をダッシュボード検索条件に追加できましたが、各ダッシュボード検索条件に最大 50

個の個別値を追加できるようになりました。
ダッシュボードグラフおよびテーブルの小数部の精度の設定
ダッシュボードのグラフ、テーブル、総計値で表示される小数部の桁数 (0 ～ 5) を選択します。
ダッシュボードグラフの軸範囲のカスタマイズ
ダッシュボードグラフの X 軸と Y 軸の範囲を選択するか、Salesforce で自動的に設定します。数値項目を表示
する軸のカスタム範囲のみを設定できます。
ダッシュボードコンポーネントのソースレポートとしての結合レポートの使用
ソースレポートとして結合レポートを使用すると、ダッシュボードコンポーネントに複数の標準レポート
タイプまたはカスタムレポートタイプのデータを含めることができます。また、同じオブジェクトの複数
のビューを提供することもできます。
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各ダッシュボード検索条件への最大 50 個の値の追加
ダッシュボードではビジネスデータに光を当てることができますが、ダッシュボード検索条件ではビジネスの
特定の部分に光を当てることができます。以前は、最大 10 個の個別値 ([州] [次の文字列と一致する] [カリフォ
ルニア] など) をダッシュボード検索条件に追加できましたが、各ダッシュボード検索条件に最大 50 個の個別
値を追加できるようになりました。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の
Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
対象ユーザ:

• 検索条件を表示したり、更新したり、ダッシュボードに適用したりするには、「レポート実行」ユーザ権
限が必要です。

• 検索条件をダッシュボードに追加するには、「ダッシュボードの作成とカスタマイズ」、「私のダッシュ
ボードの編集」、「公開フォルダのダッシュボードの管理」のいずれかの権限が必要です。

• 検索条件を編集したり、動的ダッシュボードに追加したりするには、「動的ダッシュボードの管理」ユー
ザ権限が必要です。

理由: 検索条件あたり最大 50 個の値を使用できると、50 の州すべてで絞り込むことができます。
方法: 検索条件を追加または編集して項目を選択します。次に、[検索条件値を追加] をクリックし、最大 50 個
の検索条件値を追加します。

ダッシュボードグラフおよびテーブルの小数部の精度の設定
ダッシュボードのグラフ、テーブル、総計値で表示される小数部の桁数 (0 ～ 5) を選択します。
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対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ:

• ダッシュボードコンポーネントの小数部の桁数を設定するには、「ダッシュボードの作成とカスタマイ
ズ」、「私のダッシュボードの編集」、「公開フォルダのダッシュボードの管理」のいずれかの権限が必
要です。

• 動的ダッシュボードのダッシュボードコンポーネントの小数部の桁数を設定するには、「動的ダッシュボー
ドの管理」ユーザ権限が必要です。

理由: 14.11B は 14B よりも大きいため、90%、90.1%、90.10001% の違いが重要になります。
方法: ダッシュボードコンポーネントを編集または追加し、[小数部の桁数] で小数部の精度を指定します。

ダッシュボードグラフの軸範囲のカスタマイズ
ダッシュボードグラフの X 軸と Y 軸の範囲を選択するか、Salesforce で自動的に設定します。数値項目を表示す
る軸のカスタム範囲のみを設定できます。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ:

• ダッシュボードコンポーネントの軸範囲をカスタマイズするには、「ダッシュボードの作成とカスタマイ
ズ」、「私のダッシュボードの編集」、「公開フォルダのダッシュボードの管理」のいずれかの権限が必
要です。

• 動的ダッシュボードのダッシュボードコンポーネントの軸範囲をカスタマイズするには、「動的ダッシュ
ボードの管理」ユーザ権限が必要です。
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理由: 範囲の部分のみを表示してグラフの特定のセクションを強調表示するか、範囲全体を表示してすべてを
強調表示します。
方法: ダッシュボードコンポーネントを編集または追加し、[X 軸の範囲] または [Y 軸の範囲] で [カスタム] を選
択して範囲をカスタマイズします。[最小]と [最大]の両方の範囲を選択します。あるいは、一方のみを設定す
ると、もう一方は Salesforce によって設定されます。一部のグラフでは X 軸または Y 軸のみをカスタマイズでき
ます。たとえば、横棒グラフでは X 軸の範囲のみをカスタマイズできます。

ダッシュボードコンポーネントのソースレポートとしての結合レポートの使用
ソースレポートとして結合レポートを使用すると、ダッシュボードコンポーネントに複数の標準レポートタイ
プまたはカスタムレポートタイプのデータを含めることができます。また、同じオブジェクトの複数のビュー
を提供することもできます。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ:

• ダッシュボードコンポーネントのソースレポートとして結合レポートを使用するには、「ダッシュボード
の作成とカスタマイズ」、「私のダッシュボードの編集」、「公開フォルダのダッシュボードの管理」の
いずれかの権限が必要です。

• 動的ダッシュボードのダッシュボードコンポーネントのソースレポートとして結合レポートを使用するに
は、「動的ダッシュボードの管理」ユーザ権限が必要です。
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理由: [ケース] レポートタイプを [取引先] レポートタイプに結合し、オープンケースを絞り込み、取引先でグ
ループ化して、オープンケースのある取引先を表示します。または、3 つの結合レポートブロックで [ケース]

レポートタイプを結合し、各ブロックを状況 (オープン、処理中、クローズ) で絞り込み、状況別にケースを表
示します。
方法: ソースレポートとして結合レポートを使用するには、結合レポートにグラフが含まれている必要があり
ます。グラフを結合レポートに追加するには、Lightning Experience レポートビルダーまたは Salesforce Classic で編
集します。Lightning Experience に埋め込まれた Salesforce Classic レポートビルダーを使用して、グラフを結合レポー
トに追加することはできません。その後、[グラフを追加] をクリックします。

メモ: ソースレポートとして結合レポートを使用すると、[レポートのグラフ設定を使用] がデフォルトで
オンになります。これはオフにできません。ダッシュボードグラフをカスタマイズするには、結合レポー
トグラフをカスタマイズします。次のコンポーネントプロパティのみを設定できます。
• カスタムリンク
• 表示する最大グループ数
• 役職
• サブタイトル
• フッター
• コンポーネントテーマ
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登録およびフォルダ: 拡張された登録オプション、クイック検索、フォルダの
機能強化
レポートおよびダッシュボードに他のユーザを登録者として追加し、設定されたスケジュールで最新情報を自
動的に共有できるようにします。[レポートおよびダッシュボード] タブからレポート、ダッシュボード、フォ
ルダを検索します。

このセクションの内容:

クイック検索: レポート、ダッシュボード、およびフォルダの高速検索
グローバル検索は組織全体でオブジェクトを検索するのに適しています。では、レポートおよびダッシュ
ボード内で検索するにはどうすればよいでしょうか? その場合はクイック検索を利用します。[レポート] ま
たは [ダッシュボード] タブから直接レポート、ダッシュボード、フォルダを検索します。
レポートおよびダッシュボードフォルダの機能強化
小さなことが大きな違いをもたらすことがあります。このため、小さな機能強化をいくつか加えてレポー
トフォルダとダッシュボードフォルダの操作性を改善しました。

クイック検索: レポート、ダッシュボード、およびフォルダの高速検索
グローバル検索は組織全体でオブジェクトを検索するのに適しています。では、レポートおよびダッシュボー
ド内で検索するにはどうすればよいでしょうか? その場合はクイック検索を利用します。[レポート] または
[ダッシュボード] タブから直接レポート、ダッシュボード、フォルダを検索します。
対象:この変更は、Group Edition、Essentials Edition (フォルダではなく、レポートとダッシュボードのみ)、Professional

Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されま
す。
対象ユーザ: クイック検索は、すべてのユーザが使用できます。クイック検索を実行して、アクセス可能なあ
らゆるレポート、ダッシュボード、フォルダを検索します。
理由: クイック検索はグローバル検索の優れた補足機能です。グローバル検索は組織全体でオブジェクトを検
索するのに役立ちますが、クイック検索はオブジェクトを局所的に検索するのに役立ちます。商談に関連する
(名前に opp を含む) すべての公開レポートを検索するとします。クイック検索を使用する場合、[レポート] >

[公開レポート] を選択し、検索ボックスに「opp」と入力します。これで、一致するすべての公開レポートが
表示されます。
方法: クイック検索ボックスは、各レポートページ、ダッシュボードページ、およびフォルダページの上部に
あります。サイドメニューで範囲を選択すると (1)、検索コンテキストがその範囲にすぐに変更されます (2)。
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テキストの入力を開始すると、選択した範囲内の一致のリストが表示されます。

クイック検索に関するいくつかの注意点を次に示します。
• クイック検索では、最初の 20 件の結果のみが表示されます。表示されていないその他の結果があるかどう

かがメッセージで示されます。
• サイドメニューで選択されたものが常にコンテキストになります。
• フォルダに対するクイック検索では、アクセスできるすべてのフォルダとサブフォルダが検索されますが、

フォルダ内のレポートとダッシュボードは検索されません。
• クイック検索中は、列をカスタマイズするオプションと、新規フォルダを作成するオプションは無効になっ

ています。
• クイック検索では、列の現在のカスタム選択と並び替えが保持されます。

レポートおよびダッシュボードフォルダの機能強化
小さなことが大きな違いをもたらすことがあります。このため、小さな機能強化をいくつか加えてレポート
フォルダとダッシュボードフォルダの操作性を改善しました。
対象: これらの変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: これらの変更は、アクセス権のあるすべてのフォルダに適用されます。
理由: フォルダを操作するときにフォルダ間を移動せずにアクションを実行できたら、時間とクリック数が節
約されます。
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作成したフォルダまたは共有しているフォルダの内部から、フォルダレベルのアクションを使用できるように
なりました。フォルダの共有、名前変更、お気に入り登録、削除を行うのに、1 レベル上に移動する必要はも
うありません。
レポートまたはダッシュボードを保存または移動している場合、現在のアクティビティから離れて新しいフォ
ルダを作成する必要はありません。フォルダ選択画面でフォルダを作成できるようになりました。
最後に、フォルダ共有種別を追加しました。テリトリーと下位テリトリーをフォルダ共有種別として使用でき
るようになりました。
方法:

フォルダレベルの新しいアクションにアクセスする手順は、次のとおりです。
1. 作成したまたは共有しているレポートフォルダまたはダッシュボードフォルダに移動します。
2. [新規フォルダ] ボタンの右にある矢印をクリックし、現在のフォルダに対するアクションを選択します。

レポートまたはダッシュボードを保存または移動しているときに新しいフォルダを作成する手順は、次のとお
りです。
1. 選択画面で [新規フォルダ] をクリックします。
2. 新しいフォルダに名前を付けて保存します。作成したフォルダが選択された状態で画面が再度開きます。

フォルダ共有用のテリトリーまたはテリトリーおよび下位テリトリーを指定するには、[フォルダの共有] 画面
でいずれかのオプションを選択します。
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レポートと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、Salesforce はレポートとダッシュボードの操作性を継続して改善していま
す。
対象: これらの変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、
Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
理由: 小さな変更が大きな違いをもたらすことがあります。
[レポート] および [ダッシュボード] ダブで、固定されるようになった列のカスタマイズ

[レポート] および [ダッシュボード] タブで列の変更を失う必要はありません。[レポート] または [ダッシュ
ボード] タブで設定オプションを使用して列をサイズ変更または選択してから離れても、後で戻ったときに
変更は失われません。

高度な実行ページ (ベータ) で、レポートのすべてのレコードを反映するレポートグラフ
精度を高めるため、改善された実行ページ (ベータ) のレポートグラフには、レポートの制限である最大 2,000

レコードのみではなく、すべてのレコードが表されるようになりました。

メモ: 従来の実行ページのグラフには、引き続き最大 2,000 レコードが表示されます。

高度な実行ページ (ベータ) と Lightning レポートビルダーでの同じグラフ設定のサポート
Lightning レポートビルダーで、グラフのグルーピングを第 1 行グルーピングから第 2 グルーピングまたは列
グルーピングに変更すると、高度な実行ページに新しいグルーピングが反映されます。

マルチ通貨組織のダッシュボードでの負の値の正しい表示
以前は、負の値が -USD 100 と表示されていましたが、より論理的に USD -100 と表示されるようになりまし
た。

高度な実行ページ (ベータ) からのダッシュボードへのレポートの追加
レポートをダッシュボードに追加するには、アクションメニューを開き、[ダッシュボードに追加]をクリッ
クします。
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Einstein Analytics: テンプレート、ファイルベースのコネクタ、共有継
承
Analytics テンプレートでアプリケーションをすばやく構築します。スマートダッシュボードテンプレートを使
用して、独自のデータが入力されたすべてのダッシュボードを作成します。直接 Amazon S3 バケットに接続し
て、より多くのサードパーティデータを取り込みます。コア共有ルールに基づいて拡張された共有セキュリ
ティを使用して、共有を制御します。

このセクションの内容:

Analytics オンボーディングおよび使用開始: アプリケーション内動画、歓迎メッセージ、アプリケーション
ナビゲーション
Analytics 全体にある説明用のジャストインタイム動画を使用して、その場所について学習します。新規ユー
ザ用の歓迎メッセージをロールアウトします。ドロップダウンメニューからアプリケーションに移動し、
リンクを [分析] タブと Analytics Studio のどちらで開くかを選択します。
Analytics アプリケーション構築: スマートテンプレート、カスタム地図、ウィジェットアクション
スマートテンプレートを使用して、完全に機能するダッシュボードを短時間で構築します。数回クリック
するだけで独自の地図を追加できます。ウィジェットのアクションを非表示にして、ダッシュボード閲覧
者によるデータの追跡や共有を防止します。
Analytics 事前作成済みアプリケーション: 多数の Analytics アプリケーションテンプレート、新しいテンプレー
トピッカー
増え続けるテンプレートセットから選択し、Analytics プラットフォームの使用をすばやく開始します。新し
いテンプレートピッカーでは、分析のニーズに最適なテンプレートを見つけるための優れた方法が用意さ
れています。
Analytics データインテグレーション: 「複製」から「データ同期」への名前変更、新しい Amazon S3 コネク
タ、インサイトへのパスの高速化、レシピのナビゲーションの強化、共有継承の強化
「複製」が「データ同期」という名前に変更されました。Amazon S3 コネクタを使用して、複数の CSV ファ
イルの読み込みと追加を行います。1 つのプロセスで CSV データをファイルからレンズまたはレシピに取り
込みます。レシピエディタの [列] タブで、列のナビゲーションを行います。強化された共有継承を使用し
て、共有を制御します。
Analytics モバイルアプリケーション: 転送通知、動的ページ、オフライン (パイロット)、新しいグラフ、新し
いウィジェット
転送通知、動的ページ、オフライン (パイロット) に加えて、新しいグラフとウィジェットをモバイルで使
用できるようになりました。
Einstein Discovery: Einstein Analytics への統合
Einstein Discovery が Einstein Analytics に完全に統合されました。Analytics データセットからストーリーを作成し、
ストーリーの操作、インサイトの調査、データの視覚化、および予測の検出を、使い慣れた Einstein Analytics

インターフェース内からすべて行います。統計的基礎およびパフォーマンスを明らかにする総計値を調べ
ることでモデルを強化し、新しいモデルマネージャを使用して、Salesforce にリリースした目標とモデルを
管理する方法を確認します。

307

Einstein Analytics: テンプレート、ファイルベースのコネ
クタ、共有継承

Salesforce Winter '19 リリースノート



Analytics オンボーディングおよび使用開始: アプリケーション内動画、歓迎メッ
セージ、アプリケーションナビゲーション
Analytics 全体にある説明用のジャストインタイム動画を使用して、その場所について学習します。新規ユーザ
用の歓迎メッセージをロールアウトします。ドロップダウンメニューからアプリケーションに移動し、リンク
を [分析] タブと Analytics Studio のどちらで開くかを選択します。

このセクションの内容:

歓迎メッセージリソースによる Analytics の操作開始
Analytics Studio を初めて使用するユーザは、白紙の状態から開始する必要がなくなりました。使用開始に役
立つリソースの歓迎メッセージがロールアウトされました。ユーザは、ダッシュボードデザイナとデータ
マネージャで新しいウォークスルーにアクセスすることもできます。さらに、Analytics の各領域で、Einstein

Analytics 学習マップとヘルプメニューが更新されました。
アプリケーション内動画を使用したコンテキスト学習
Analytics 全体の主要領域にある紹介と説明用の動画により、プロセスの詳細な手順を確認したり、新機能に
ついて知ることができます。サイズ変更可能でドラッグ可能な独立した動画プレーヤーで、動画の手順を
開いたままにし、Analytics で作業中に参照できます。
Analytics Studio 内での学習体験アプリケーションへのアクセス
Einstein Analytics 学習体験アプリケーションが Analytics Studio に統合されるようになったため、テンプレート
へのアクセス権を持つユーザはアプリケーションを自分でインストールできます。このアプリケーション
で、適切なグラフの選択、バインドの構築、SAQL クエリの記述を行う方法を学習できます。これはアプリ
ケーションであるため、内部を調べると各ダッシュボードの作成に使用されている JSON を確認できます。
対話形式のクエリを使用したデータ視覚化の迅速化 (正式リリース)

1、2 語入力して提案されたデータクエリをクリックし、グラフまたはテーブルに回答をすぐに表示します。
対話形式の探索はこのように簡単で、今回正式リリースされました。さらに、コンテキスト内クエリヘル
プや、日付検索条件の追加オプションなどの機能強化もあります。
Analytics アプリケーションのメニューからの簡単な移動
これまでナビゲーションパネルが占めるスペースが大きすぎたため、アプリケーションナビゲーションが
ドロップダウンメニューに移動されました。メニューから、次のレンズやダッシュボードを選択したり、
組織ダイアログに移動してアプリケーションのナビゲーションを設定したりします。
[分析] タブまたは Analytics Studio で開くリンクの共有
ダッシュボードまたはレンズを共有する URL を取得するときに、そのリンクによりアセットが Analytics Studio

と Lightning Experience の [分析] タブのどちらで開くかを選択できます。いずれの場合も、リンクによりアセッ
トとその共有時の選択内容が含まれるページが開きます。
Analytics のその他の機能強化
より多くの通知を設定し、ダッシュボードを検索してフォローし、ステップを再追跡して簡単にホームに
移動できます。
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歓迎メッセージリソースによる Analytics の操作開始
Analytics Studio を初めて使用するユーザは、白紙の状態から開始する必要がなくなりました。使用開始に役立つ
リソースの歓迎メッセージがロールアウトされました。ユーザは、ダッシュボードデザイナとデータマネー
ジャで新しいウォークスルーにアクセスすることもできます。さらに、Analytics の各領域で、Einstein Analytics 学
習マップとヘルプメニューが更新されました。
対象:これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics

は、Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited

Edition で使用できます。
理由: 新しい Analytics Studio ユーザは、データセットへのデータの統合、アプリケーションの作成、データクエ
リの視覚化のいずれから開始する場合でも、すぐに操作を開始できます。ユーザは歓迎メッセージのクリック
可能な各タイルを使用して、すばやく Analytics アセットを作成するために役立つ学習ジャーニーを開始できま
す。

方法: 歓迎メッセージは、Analytics Studio が初めて開かれたときに表示されます。その後は、ヘルプメニューか
ら歓迎メッセージとウォークスルーを起動できます。Einstein Analytics 学習マップは、ヘルプメニューからアク
セスするか、http://www.einsteinanalyticslearningmap.com で直接アクセスできます。

アプリケーション内動画を使用したコンテキスト学習
Analytics 全体の主要領域にある紹介と説明用の動画により、プロセスの詳細な手順を確認したり、新機能につ
いて知ることができます。サイズ変更可能でドラッグ可能な独立した動画プレーヤーで、動画の手順を開いた
ままにし、Analytics で作業中に参照できます。
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対象:これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics

は、Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited

Edition で使用できます。
理由: レシピ、データフロー、データコネクタ、対話形式のクエリ、比較テーブル、SAQL、ダッシュボードレ
イアウト、ダッシュボードページ、[項目] パネル、条件付き書式などの機能について学習します。
方法: コンテキスト内の動画アイコンを見つけます。

をクリックして動画プレーヤーを開きます。
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自由にプレーヤーのサイズを変更したりプレーヤーを移動したりできます。完了したら、プレーヤーの右上隅
にある [X] をクリックします。

Analytics Studio 内での学習体験アプリケーションへのアクセス
Einstein Analytics 学習体験アプリケーションが Analytics Studio に統合されるようになったため、テンプレートへの
アクセス権を持つユーザはアプリケーションを自分でインストールできます。このアプリケーションで、適切
なグラフの選択、バインドの構築、SAQL クエリの記述を行う方法を学習できます。これはアプリケーション
であるため、内部を調べると各ダッシュボードの作成に使用されている JSON を確認できます。
対象:この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
対象ユーザ: 学習体験アプリケーションをインストールするには、「Analytics テンプレートアプリケーションの
管理」権限が必要です。インストールした学習体験アプリケーションにアクセスするには、「Analytics テンプ
レートアプリケーションの使用」権限が必要です。
方法: [作成]をクリックして [アプリケーション]を選択し、[テンプレートから開始] の下で [作成]をもう一度ク
リックします。次に、[Learning Adventure] を選択します。
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対話形式のクエリを使用したデータ視覚化の迅速化 (正式リリース)

1、2 語入力して提案されたデータクエリをクリックし、グラフまたはテーブルに回答をすぐに表示します。対
話形式の探索はこのように簡単で、今回正式リリースされました。さらに、コンテキスト内クエリヘルプや、
日付検索条件の追加オプションなどの機能強化もあります。
対象:この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
対象ユーザ: 実行中のアプリケーションやエクスプローラで対話形式のクエリを使用してデータを探索するに
は、「Analytics の使用」権限が必要です。ダッシュボードデザイナで対話形式のクエリを使用してデータを探
索するには、「Analytics ダッシュボードの作成と編集」権限が必要です。
理由: 次のような新機能と更新があります。
• 日付に関する質問をする修飾子 (「当四半期」、「前年度」、「来週」など) を使用できます。
• 検索条件の作成時に関連性の高い提案が表示されます。
• 新しいタイムゾーン機能は、対話形式のクエリではサポートされていません。
• エクスプローラで複数のデータセットを開いている場合、対話形式のクエリは無効になります。
方法: [設定] の [Analytics 設定] ページで、[対話形式の探索を有効化]を選択します。これで、実行中のアプリケー
ション、エクスプローラ、ダッシュボードデザイナで対話を使用できるようになります。
対話を開始するには、 をクリックします。テキストボックスをクリックして提案を表示するか、各自のク
エリの入力を開始します。
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関連トピック:

Salesforce Einstein: 売上予測のカスタム項目、ボットの自動化フロー、より迅速なデータの視覚化、強化され
た画像検出

Analytics アプリケーションのメニューからの簡単な移動
これまでナビゲーションパネルが占めるスペースが大きすぎたため、アプリケーションナビゲーションがド
ロップダウンメニューに移動されました。メニューから、次のレンズやダッシュボードを選択したり、組織ダ
イアログに移動してアプリケーションのナビゲーションを設定したりします。
対象:この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
理由: アセットの名前の横にあるアプリケーションナビゲーションメニュー ( ) を使用して、ユーザは探索可
能なレンズとダッシュボードを参照できます。

アプリケーションへのマネージャアクセス権がある場合、メニューの最後の項目は[リストを編集]です。これ
をクリックして、アプリケーションのメニューに含めるアセットを指定します。
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[分析] タブまたは Analytics Studio で開くリンクの共有
ダッシュボードまたはレンズを共有する URL を取得するときに、そのリンクによりアセットが Analytics Studio と
Lightning Experience の [分析] タブのどちらで開くかを選択できます。いずれの場合も、リンクによりアセットと
その共有時の選択内容が含まれるページが開きます。
対象:この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
方法: Lightning Experience でアセットを開くリンクを取得するには、[分析] タブを選択します。他の Analytics Builder

とアセットを共有するには、[Analytics Studio] を選択します。
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Analytics のその他の機能強化
より多くの通知を設定し、ダッシュボードを検索してフォローし、ステップを再追跡して簡単にホームに移動
できます。
対象: 別途記載がない限り、これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用さ
れます。Einstein Analytics は、Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance

Edition、および Unlimited Edition で使用できます。
理由: これらの機能強化により、Analytics が使いやすくなります。
• アクセス権によっては、ホームページの追加ナビゲーションリンクを使用して、データマネージャ、モデ

ルマネージャ、Einstein Analytics 学習マップ、Analytics Trailblazer Community、または最新のリリースノートに直
接移動できます。

• ワンクリックで、ダッシュボードまたはレンズのアプリケーションページに移動したり、Analytics ホーム
ページに戻ったりします。Lightning Experience の [分析] タブでは、アセットのアプリケーションと Analytics

ホームページへのリンクは、アセットの名前の横にあります。
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• Analytics Studio で、アプリケーションナビゲーションドロップダウンメニューからダッシュボードまたはレ
ンズを選択すると、アセットが新しいタブで開きます。

• 通常のウィンドウからプレゼンテーション (全画面) に移動して戻る場合、ダッシュボードの状態は保持さ
れます。ダッシュボードの設定に関係なく、画面を移動するときにすべての選択内容が表示されます。

• ダッシュボードをフォローして、ダッシュボードのアノテーションからすべての Chatter を受信します。
[フォローする] ボタンは、アノテーションパネルに表示されるようになりました。

• 設定できる通知数が増えました。ユーザあたりの通知の上限は 10 になりました。

Analytics アプリケーション構築: スマートテンプレート、カスタム地図、ウィ
ジェットアクション
スマートテンプレートを使用して、完全に機能するダッシュボードを短時間で構築します。数回クリックする
だけで独自の地図を追加できます。ウィジェットのアクションを非表示にして、ダッシュボード閲覧者による
データの追跡や共有を防止します。
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このセクションの内容:

1 つのレンズで複数のデータセットからデータを探索
探索して視覚化したいデータが別のデータセット内に存在する場合があります。その場合でも、データの
ドリルインをあきらめないでください。1 つのレンズで複数のデータセットを組み合わせて、ビジネスに関
するインサイトをすばやく取得できるようになりました。
日付検索条件の迅速な追加
ダッシュボード、グローバル検索条件、および日付ウィジェットで新しく改善された日付検索条件が好評
だったため、エクスプローラにもロールアウトしました。プリセット日付のリストから選択するか、日付
範囲検索条件をカスタマイズして最も関連性の高い期間に焦点を絞ります。視覚化に適用される相対日付
検索条件の日付範囲を手動で入力することもできます。相対日付検索条件の新しい切り替えでは、カレン
ダー年と会計年度を簡単に切り替えることができます。
行数表示ラベルの名前変更
エクスプローラでマルチタスクを実行して異なるデータセットを初期状態で開いている場合、各データセッ
トを区別することは困難です。推測作業を取り除きましょう。データセットレンズをすばやく識別できる
ように、レンズの行数表示ラベルを変更できます。
日付と日付要素の一体化
すべての日付項目とその対応する日付要素は、項目パネルに一緒に表示されるようになりました。
数回のクリックで Analytics に独自の地図を追加
Analytics には、あらかじめパッケージに含まれている地図が付属しています。これは、地図、バブルマッ
プ、ジオマップグラフで使用できます。用意されていない地図が必要な場合は、ユーザインターフェース
に geoJSON ファイルをアップロードしてその地図を作成します。特定の地域に焦点を絞る境界を設定しま
す。
グラフのツールチップで null 値を非表示
グラフのツールチップは、各データポイントに関する有益な情報を提供します。ただし、null 値の表示は必
要でしょうか? 今回のリリースで、それらをツールチップで非表示にできるようになりました。
スマートダッシュボードテンプレートを使用した既存のデータセットからの既成のダッシュボードの作成
スマートダッシュボードテンプレートウィザードでいくつかの質問に回答すると、残りの処理は Analytics が
実行します。ダッシュボードエディタを使用せずに、既存の Analytics データセットからパフォーマンスサマ
リーダッシュボードと総計値トレンドダッシュボードをすばやく作成できます。
ダッシュボード閲覧者に対してウィジェットアクションを非表示
ウィジェットのアクションメニューを非表示にして、ユーザがウィジェットの結果をダウンロード、共有、
探索することを防止します。または、アクションが役立たない場合や、小さいウィジェットでアクション
ドロップダウン矢印が邪魔になる場合に、アクションメニューを非表示にします。
Classic デザイナの廃止の計画
Classic デザイナは、2019 年 7 月にすべての Salesforce 組織で廃止される予定です。詳細は、「Classic ダッシュ
ボードの廃止」ナレッジ記事を参照してください。Winter '19 以降、Classic デザイナでダッシュボードを作成
することはできませんが、編集することはできます。
SAQL timeseries 関数を使用した将来の見通し
翌四半期や来年の数値は現在の数値と同じでないことはわかっていますが、具体的にどうなるでしょうか?

今からスタッフの割り当て、トレーニング、購入を計画しておく必要があります。SAQL timeseries関数
では、現在のデータを使用して将来の数値を予測できます。
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SAQL fill 関数を使用したデータストリームの欠落日付の入力
timeseries 関数を使用して、対話型グラフでデータを分析して将来の数値を予測するとします。この場
合、データストリームにすべての日付の行が含まれる必要があります。ただし、商談が成立しなかった月
があり、夏にはそりを購入する人がいなかったため、データには欠落した日付があります。問題ありませ
ん。SAQL fill 関数を使用して null 行に欠落した日付を入力し、Analytics の機能を活用します。
CLI Analytics プラグインを使用した Analytics アプリケーションのライフサイクル全体の管理
コマンドラインインターフェース (CLI) プラグインを使用すると、Analytics アプリケーションの開発、テス
ト、共有を行ったり、Analytics アプリケーションをテンプレートに変換して配布したりするための環境を容
易に作成できます。
Einstein Analytics の採用の追跡
イベントログファイルで、Analytics ダッシュボードの要求を追跡できるようになりました。Wave 変更イベ
ント種別の新しい項目で、Analytics ダッシュボードの要求元を確認できます。項目の詳細は、「変更された
オブジェクト」の「EventLogFile」を参照してください。
アプリケーションの構築のその他の機能強化
新しいグラフのテーマ、新しい日付プリセット、ダッシュボード作成プロセスの操作性の向上について説
明します。

1 つのレンズで複数のデータセットからデータを探索
探索して視覚化したいデータが別のデータセット内に存在する場合があります。その場合でも、データのドリ
ルインをあきらめないでください。1 つのレンズで複数のデータセットを組み合わせて、ビジネスに関するイ
ンサイトをすばやく取得できるようになりました。
対象:この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
理由: 以前は、エクスプローラで複数のデータセットに同時にアクセスするには、SAQL 関数を使用する必要が
ありました。今回のリリースで、数回クリックするだけで複数のデータセットを読み込み、結果を分析し、組
み合わせたデータセットから視覚化を作成できるようになりました。
たとえば、収益が $500,000 を超える取引先のすべての商談を調べるとします。レンズに商談データセットと取
引先データセットを読み込み、データを探索して該当する商談を特定します。
方法: 複数のデータセットからデータを探索するには、ホームページで、探索用のプライマリデータセットを
クリックします。SAQL モードで、[新規データセットを追加] をクリックします。[データセットを選択] ダイア
ログボックスからセカンダリデータセットを選択し、クエリを実行します。さらに多くのデータセットを組み
合わせる場合は、このプロセスを繰り返します。
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重要:

複数のデータセットを操作する場合、XMD を使用して形式をカスタマイズできるのはレンズのプライマリデー
タセットのみです。セカンダリデータセットの項目の再配置や表示/非表示を行うことはできますが、XMD を
使用して形式をカスタマイズすることはできません。

日付検索条件の迅速な追加
ダッシュボード、グローバル検索条件、および日付ウィジェットで新しく改善された日付検索条件が好評だっ
たため、エクスプローラにもロールアウトしました。プリセット日付のリストから選択するか、日付範囲検索
条件をカスタマイズして最も関連性の高い期間に焦点を絞ります。視覚化に適用される相対日付検索条件の日
付範囲を手動で入力することもできます。相対日付検索条件の新しい切り替えでは、カレンダー年と会計年度
を簡単に切り替えることができます。
対象:この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
方法: 日付検索条件を追加するには、探索するデータセットの[絞り込み条件]の下の [+] をクリックします。[日
付] から、検索条件を適用する日付項目を選択します。完了したら、[追加] をクリックします。
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行数表示ラベルの名前変更
エクスプローラでマルチタスクを実行して異なるデータセットを初期状態で開いている場合、各データセット
を区別することは困難です。推測作業を取り除きましょう。データセットレンズをすばやく識別できるよう
に、レンズの行数表示ラベルを変更できます。
対象:この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
方法: 表示ラベルの名前を変更するには、探索するデータセットの [項目]をクリックします。 をクリックし
ます。ダイアログボックスで、新しい表示ラベル名を入力します。[完了] をクリックして、変更を保存しま
す。
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日付と日付要素の一体化
すべての日付項目とその対応する日付要素は、項目パネルに一緒に表示されるようになりました。
対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
理由: 以前は、データセットの日付項目は日付セクションに表示されていました。ただし、その固有の日付要
素 (年、月、日など) はディメンションの下に配置されていました。そのため、より多くのスクロールが必要
で、探索に時間がかかっていました。今回のリリースで、データセットの日付項目の日付要素は自動的に時間
単位順に日付項目の下に表示されるようになりました。
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数回のクリックで Analytics に独自の地図を追加
Analytics には、あらかじめパッケージに含まれている地図が付属しています。これは、地図、バブルマップ、
ジオマップグラフで使用できます。用意されていない地図が必要な場合は、ユーザインターフェースに geoJSON

ファイルをアップロードしてその地図を作成します。特定の地域に焦点を絞る境界を設定します。
対象:この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
対象ユーザ: カスタム地図の追加、編集、削除および geoJSON のアップロードには、「Analytics のカスタム地図
を管理」ユーザ権限が必要です。この権限を持つユーザは、すべてのカスタム地図 (他のユーザが作成した地
図を含む) を編集および削除できます。組織内のすべてのユーザは、この権限を持たない場合でも、レンズと
ダッシュボードのすべての地図を使用できます。
方法: 数回クリックするだけで地図を作成できます。地図ウィジェットを選択し、[地図の種類] ウィジェット
プロパティの横にある をクリックします。
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各地図は、基盤となる geoJSON に基づいています。既存の geoJSON を使用するか、新しい geoJSON をアップロー
ドできます。

ヒント: 異なる地域に焦点を絞った固有の境界を適用して、同じ geoJSON から複数の地図を作成できます。

新しい地図の表示ラベルと投影法の種類を選択します。グラフで地図を使用する場合、ウィジェットプロパ
ティでこのデフォルトの投影法の種類を上書きできます。
地図のハンドルをドラッグして境界を変更し、特定の地域にズームインします。
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地図を編集すると、その地図を使用するすべてのレンズとダッシュボードに変更を適用する[すべてに適用]オ
プションが前の画面に表示されます。このオプションを選択しない場合、変更は現在のウィジェットのみに適
用されます。

メモ: custommap.apex、deletemap.apex、insertmap.apex、updatemap.apex ページは使用できなくなりました。カ
スタム地図を作成および管理するには、ユーザインターフェースを使用できます。

グラフのツールチップで null 値を非表示
グラフのツールチップは、各データポイントに関する有益な情報を提供します。ただし、null 値の表示は必要
でしょうか? 今回のリリースで、それらをツールチップで非表示にできるようになりました。
対象:この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
方法: デフォルトでは、null 値はツールチップにダッシュ (1) で表示されます。null 値を非表示 (2) にするには、
ダッシュボードの編集中に [ツールチップ] ウィジェットプロパティセクションで [ツールチップをカスタマイ
ズ] を選択します。次に、[null 値を表示] を選択解除します。これで null 値は表示されなくなります。
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スマートダッシュボードテンプレートを使用した既存のデータセットからの既成のダッシュ
ボードの作成
スマートダッシュボードテンプレートウィザードでいくつかの質問に回答すると、残りの処理は Analytics が実
行します。ダッシュボードエディタを使用せずに、既存の Analytics データセットからパフォーマンスサマリー
ダッシュボードと総計値トレンドダッシュボードをすばやく作成できます。
対象:この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
対象ユーザ:スマート Analytics ダッシュボードテンプレートを使用するには、Analytics Platform ライセンスが必要
です。
理由: スマートテンプレートは、使い慣れた直観的なすべての Analytics 機能を含む、フル機能のダッシュボード
を自動的に作成します。手動の設定は必要ありません。そのまま使用するか、独自の要件に合わせてカスタマ
イズできます。一般的な分析のニーズに対応できるさまざまなスマートテンプレートが構築されています。最
初に提供されるテンプレートは次のとおりです。
• パフォーマンスサマリー: 選択した重要業績評価指標 (KPI) のトレンド分析、および現在と前回の期間のパ

フォーマンスの比較が表示されます。場所、商品構成、チームメンバーなど、任意の条件でパフォーマン
スをセグメント化することもできます。

• 総計値トレンド: 最大 6 件の条件でセグメント化された最大 4 件の KPI をトレンド分析できます。KPI の年度
累計値、前年比の変化、過去 52 週間のトレンド線も表示されます。

方法: Analytics Studio に移動して [作成] をクリックし、[ダッシュボード] を選択して [テンプレートから開始] を
選択します。テンプレートを選択してその設定ウィザードの質問にすべて回答し、既存のデータセットを選択
してそのデータの表示方法を選択します。ダッシュボードを公開するアプリケーションを選択し、[作成]をク
リックします。アプリケーションに移動してダッシュボードを開くと、すぐにビジネスインサイトを取得でき
ます。
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ダッシュボード閲覧者に対してウィジェットアクションを非表示
ウィジェットのアクションメニューを非表示にして、ユーザがウィジェットの結果をダウンロード、共有、探
索することを防止します。または、アクションが役立たない場合や、小さいウィジェットでアクションドロッ
プダウン矢印が邪魔になる場合に、アクションメニューを非表示にします。
対象:この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
理由: グラフに他のユーザと共有すべきではない機密情報が表示される場合があります。たとえば、次のグラ
フのアクションメニューでは、ユーザが従業員の給与を共有、ダウンロード、探索できます。ダッシュボード
閲覧者がこれらのオプションにアクセスできないように、このグラフでアクションメニューを非表示にできま
す。

方法: すべてのアクションを非表示にするには、ウィジェットのプロパティで[ウィジェットアクションを表示]

を選択解除します。
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メモ: アクションメニューの [調査アイコンを表示] オプションは [探索アクションを表示] に変更されま
す。

Classic デザイナの廃止の計画
Classic デザイナは、2019 年 7 月にすべての Salesforce 組織で廃止される予定です。詳細は、「Classic ダッシュボー
ドの廃止」ナレッジ記事を参照してください。Winter '19 以降、Classic デザイナでダッシュボードを作成するこ
とはできませんが、編集することはできます。
対象:この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
方法: 今すぐ Classic デザイナを新しいダッシュボードデザイナに変換することをお勧めします。詳細は、「Classic

Designer ダッシュボードのダッシュボードデザイナへの変換」を参照してください。

関連トピック:

Einstein Analytics の Classic デザイナダッシュボードの廃止

SAQL timeseries 関数を使用した将来の見通し
翌四半期や来年の数値は現在の数値と同じでないことはわかっていますが、具体的にどうなるでしょうか? 今
からスタッフの割り当て、トレーニング、購入を計画しておく必要があります。SAQL timeseries関数では、
現在のデータを使用して将来の数値を予測できます。
対象:この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
対象ユーザ: SAQL を使用するには、Analytics Platform ライセンスが必要です。
理由: SAQL timeseries は、既存のデータに基づいて可能な限り正確な予測を行います。計算が行われ、現在
のデータに最適なアルゴリズムが選択されます。季節ごとにデータが変化するとしたらどうでしょう? 問題あ
りません。timeseriesは季節データと非季節データの両方を処理します。手動でパラメータを調整する場合
は、任意のアルゴリズム、季節性の種別、および現在の期間を無視するかどうかを指定できます。精度が心配
な場合は、95% の信頼区間を指定して、将来のデータが確実に予測範囲内になるようにします。
方法: timeseries を使用するには、ダッシュボードで SAQL エディタを開きます。foreach を使用して調べ
るデータを抽出し、timeseries を使用して選択した基準の予測を行います。
例を見てみましょう。全国チェーンのコーヒーショップを管理しているとします。冷たい飲み物などの一部の
商品は、夏に売上が増えることがわかっています。エクストラショットなどの他の商品の売上は、季節による
影響を受けません。来年は各種別の飲み物はどれくらい売れるでしょうか?
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データに飲み物の数、種別、販売日付の項目があるとします。timeseriesを使用して、来年の各種別の飲み
物の売上を予測できます。
q = load "coffeeDatabase";
q = filter q by Date_Sold_Year' > "2014";
q = group q by ('Date_Sold_Year', 'Date_Sold_Month', 'Type');
q = foreach q generate 'Date_Sold_Year', 'Date_Sold_Month', 'Type', sum('Number_of_Drinks')
as 'sum_Number_of_Drinks';
q = timeseries q generate 'sum_Number_of_Drinks' as fsum_Number_of_Drinks with
(partition='Type',length=12, dateCols=('Date_Sold_Year','Date_Sold_Month', "Y-M"),
seasonality= 12);
q = foreach q generate 'Date_Sold_Year' + "~~~" + 'Date_Sold_Month' as
'Date_Sold_Year~~~Date_Sold_Month','Type',fsum_Number_of_Drinks ;

この timeseries 関数を詳しく見てみましょう。
• partition='Type'

種別ごとに分割し、温かい飲み物、冷たい飲み物、エクストラショットの差を確認します。
• seasonality= 12

季節性を 12 に設定して年周期を指定します。dateCols は月別にグループ化され、1 年は 12 か月であるた
め、seasonality=12 で年周期を指定します。アルゴリズムは最も正確な季節性の種別を検出できるた
め、このステップは省略可能ですが、これによりデータが確実に年周期になります。

• dateCols=('DateSold_Year','DateSold_Month', "Y-M")

データを年と月でグループ化します。

売上予測結果は次のようになります。

ホットコーヒーと冷たい飲み物は来年過去最高の売上を達成しそうです。そのため、雇用、購入、トレーニン
グを増やして収益を最大化できます。

SAQL fill 関数を使用したデータストリームの欠落日付の入力
timeseries関数を使用して、対話型グラフでデータを分析して将来の数値を予測するとします。この場合、
データストリームにすべての日付の行が含まれる必要があります。ただし、商談が成立しなかった月があり、
夏にはそりを購入する人がいなかったため、データには欠落した日付があります。問題ありません。SAQL fill

関数を使用して null 行に欠落した日付を入力し、Analytics の機能を活用します。
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対象:この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
対象ユーザ: SAQL を使用するには、Analytics Platform ライセンスが必要です。
方法: fill を使用するには、ダッシュボードで SAQL エディタを開きます。foreach を使用してデータを抽出
し、fill を使用して欠落した日付を含む null 行を作成します。

CLI Analytics プラグインを使用した Analytics アプリケーションのライフサイクル全体の管理
コマンドラインインターフェース (CLI) プラグインを使用すると、Analytics アプリケーションの開発、テスト、
共有を行ったり、Analytics アプリケーションをテンプレートに変換して配布したりするための環境を容易に作
成できます。
対象:この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。Dev Hub は Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で使用できます。
対象ユーザ: Salesforce CLI Analytics プラグインを使用するには、Analytics Platform ライセンスが必要です。
理由: CLI Analytics プラグインを使用すると、Einstein Analytics アプリケーションの開発プロセスの管理の効率が大
幅に向上します。Salesforce CLI では、アプリケーションのライフサイクル (ソースコードの開発、テスト、共
有、同期など) を制御するためのスクラッチ組織を容易に作成できます。コマンドラインインターフェースを
使用して必要なすべての作業を実行し、スクラッチ組織で結果を確認します。
スクラッチ組織を使用して Analytics Studio でアプリケーションを開発するには、データセットにデータをイン
ポートし、ダッシュボードを作成して、すべてを接続します。次に、Analytics CLI プラグインコマンドを使用し
てアプリケーションをテンプレートに変換し、テンプレートの JSON ファイルをダウンロードして、設定ウィ
ザードの追加など、さらなる調整を加えます。バージョン管理システムを使用して、作業の結果を他の開発者
と共有することもできます。他の開発者は、テンプレートの JSON ファイルを自分のスクラッチ組織に転送し、
さらなるテストや開発作業を実行できます。
方法: 組織で Dev Hub を有効にした後、Salesforce CLI をダウンロードして、Analytics プラグインをインストールし
ます。
sfdx plugins:install @salesforce/analytics

Dev Hub および Salesforce CLI の設定についての詳細は、『Salesforce DX 設定ガイド』を参照してください。
Salesforce CLI コマンドの詳細は、『Salesforce CLI コマンドリファレンス』を参照してください。

Einstein Analytics の採用の追跡
イベントログファイルで、Analytics ダッシュボードの要求を追跡できるようになりました。Wave 変更イベント
種別の新しい項目で、Analytics ダッシュボードの要求元を確認できます。項目の詳細は、「変更されたオブジェ
クト」の「EventLogFile」を参照してください。
対象:これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics

は、Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited

Edition で使用できます。
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アプリケーションの構築のその他の機能強化
新しいグラフのテーマ、新しい日付プリセット、ダッシュボード作成プロセスの操作性の向上について説明し
ます。
対象:これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics

は、Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited

Edition で使用できます。
理由: 次の改善点を確認してください。
• 新しいグラフのテーマ。ブルーグラス (ライト)、ブルーグラス (ダーク)、日の出 (ライト)、日の出 (ダーク)、

水 (ライト)、水 (ダーク)、スイカ (ライト)、スイカ (ダーク) のいずれかの新しいテーマを適用して、グラフ
を活性化させます。

• より多くの日付プリセット。日付ウィジェット、グローバル日付検索条件、エクスプローラ検索条件で次
の日付プリセットを選択できるようになりました。
– 前四半期累計
– 先月
– 前月度累計
– 過去 90 日間
– 翌 90 日間

330

Einstein Analytics: テンプレート、ファイルベースのコネ
クタ、共有継承

Salesforce Winter '19 リリースノート



• グローバル検索条件と日付ウィジェットの演算子選択リスト日付ウィジェットとグローバル日付検索条件
の絶対日付条件で次の演算子を選択できます。
– 次の値の間
– 以下
– 以上

• クエリ制限を設定する新しい場所。多くの場合、レンズでクエリ結果のサイズを小さくすることは、有益
なビジネスインサイトを取得するために重要です。そのため、[クエリ結果制限を設定] を便利な場所に移
動しました。レンズの左パネルからクエリ結果のサイズを設定できます。
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• 再編成されたダッシュボード作成画面。画面が整理され、すべてのダッシュボードテンプレートがリスト
される専用ページが表示されるようになりました。すべてのテンプレートを表示するには、[テンプレート
からダッシュボード] の [作成] をクリックします。
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• [ウィジェットアクションを表示] メニューの新しいダッシュボード JSON プロパティ。省略可能な
showActionMenu ウィジェットプロパティは Boolean 値を受け入れ、ウィジェットのアクションメニュー
を表示するかどうかを示します。このプロパティがダッシュボード JSON で指定されていない場合、ウィ
ジェットにアクションメニューが表示されます。例:

"widgets": {
"chart_1": {

"parameters": {
"step": "Account_Owner_1",
"visualizationType": "vbar",
"exploreLink": true,
"showActionMenu": true,
"columnMap": {

"trellis": [],
"dimensionAxis": [

"Account_Owner"
],
"plots": [

"count"
]

},
"applyConditionalFormatting": true,

...

},
"type": "chart"

}
}

Analytics 事前作成済みアプリケーション: 多数の Analytics アプリケーションテ
ンプレート、新しいテンプレートピッカー
増え続けるテンプレートセットから選択し、Analytics プラットフォームの使用をすばやく開始します。新しい
テンプレートピッカーでは、分析のニーズに最適なテンプレートを見つけるための優れた方法が用意されてい
ます。

このセクションの内容:

アプリケーションテンプレートを使用した Einstein Analytics 機能の利用
ますます多様化するビジネスニーズに対応するアプリケーションテンプレートを使用して、より早く Analytics

で成果を上げ、独自のソリューションをすばやく作成できます。
新しいテンプレートピッカーを使用したすばやく作成可能な Analytics アプリケーションの検索
1 つのスクロール可能なビューですべての Einstein Analytics テンプレートを参照し、ビジネスニーズを満たす
アプリケーションを簡単に見つけることができます。テンプレートを選択すると、テンプレートに関する
詳細が含まれる新しいプレビューページ、およびアプリケーションダッシュボードのサンプルが表示され
ます。プレビューページは、アプリケーションを作成する前に、最も有益なテンプレートを選択している
ことを確認するために役立ちます。
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価格設定、Salesforce CPQ Analytics を新しいレベルに引き上げるサブスクリプションテンプレート
Einstein Discovery のインテリジェンスを内蔵した最初の Analytics テンプレートである Pricing Analytics では、案
件ごとに適切な割引が提案され、割安価格の案件の特定に役立ちます。Subscription Analytics テンプレートで
は、更新ビジネス、サブスクリプションベースの商品の金額、および更新時期を迎えた取引先の状況が追
跡されます。
Lead Change Analytics テンプレートでリードの取引開始をサポート
Lead Trending Analytics は、リードの取引開始プロセスを営業担当チームが追跡および強化するための優れた
方法を提供します。
Approval Analytics テンプレートを使用して承認プロセスに関するインサイトをすばやく取得
Salesforce 組織に承認プロセスが含まれる場合、Approval Analytics を使用できます。このテンプレートでは、
承認データに Einstein Analytics の機能を適用するアプリケーションが作成されます。
Veeva CRM ユーザ: Salesforce Analytics for Veeva テンプレートを使用したセールスプロセスとパフォーマンスの視
覚化
Analytics for Veeva テンプレートアプリケーションを使用すると、Veeva CRM ユーザは、セールスコール時の営
業担当のプロセスおよび有効性に関するインサイトを得ることができます。
Financial Services Cloud ユーザ向けのリテールバンキングテンプレートで顧客との関係を深め、新規クライア
ントを惹きつける
Retail Banking Analytics テンプレートからアプリケーションを作成し、Einstein Analytics の機能をリレーション
シップマネージャーが使用できるようにします。

アプリケーションテンプレートを使用した Einstein Analytics 機能の利用
ますます多様化するビジネスニーズに対応するアプリケーションテンプレートを使用して、より早く Analytics

で成果を上げ、独自のソリューションをすばやく作成できます。
対象:この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
対象ユーザ: テンプレートから Einstein Analytics アプリケーションを作成するには、Analytics Platform ライセンスが
必要です。一部のテンプレートには、各テンプレートのヘルプページで指定されている追加 Salesforce ライセン
スが必要です。
理由: Analytics テンプレートは、既存のデータに基づいて必要な視覚化を得るために役立ちます。テンプレート
からアプリケーションを作成すると、既存の Salesforce データが Einstein Analytics にインポートされ、ダッシュ
ボードが自動的に作成されます。白紙の状態から開始したり、複雑なデータモデルを処理したり、開始するた
めに視覚化を作成したりする必要はありません。数分でデータからアクション可能なインサイトを取得できま
す。必要なものがすぐに見つからない場合は、直観的なプラットフォーム機能を使用して、カスタマイズを作
成します。独自のダッシュボードとレンズを追加し、使用できないものは削除して独自のアプリケーションを
作成します。
次の表に、最初の提供テンプレートを示します。常に新しいテンプレートが追加されています。
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テンプレートカテゴリ

業種テンプレートは、特定の業種の分析ニーズを満た
します。

• Health Cloud Analytics — ヘルスケアコーディネータは
リスクの高い患者を識別し、患者に必要なケアを
提供できます。

• Financial Advisor Analytics — Financial Services Cloud のデー
タで Analytics の威力を発揮します。

• Fundraising Analytics — 非営利団体が資金調達を成功
させるために役立つ Salesforce Nonprofit Success Pack

のデータに基づいて、アプリケーションを作成し
ます。

事業部門テンプレートは、ビジネスプロセスのパ
フォーマンスを把握するために役立ちます。

• Campaign Analytics — マーケティングキャンペーンが
最終損益に与える影響が表示されます。

• Quoting Analytics — Salesforce CPQ の顧客が設定-価格-

見積 (CPQ) プロセスを把握するのに役立ちます。

プラットフォームテンプレートと高度なテンプレート
では、簡単に Analytics プラットフォームの機能を利用
できます。

• Adoption Analytics — チームが Analytics アセットをど
のように使用しているかに関する既成のインサイ
トを取得できます。

• Change Analytics — Salesforce オブジェクト項目の履歴
データを視覚化し、チームのメンバーがいつ、ど
のように、どこでデータを変更したかを示します。

• Pipeline Analytics — 時間の経過に伴うパイプライン
の変化を表示する既成の waterfall ダッシュボードを
作成します。

• Snapshot Analytics — 既存の Einstein Analytics データセッ
トまたは Salesforce オブジェクトから、データをす
ぐにトレンド分析できます。

また、セールス、サービス、イベントモニタリング、B2B マーケティング、ソーシャルケース分析用のテンプ
レートを含む、より広い目的の以前のテンプレートからもアプリケーションを作成できます。
方法: Analytics Studio に移動して [作成] をクリックし、[アプリケーション] を選択して [テンプレートから開始]

をクリックします。使用するテンプレートを選択し、ウィザードの指示に従ってアプリケーションを作成しま
す。
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新しいテンプレートピッカーを使用したすばやく作成可能な Analytics アプリケーションの
検索
1 つのスクロール可能なビューですべての Einstein Analytics テンプレートを参照し、ビジネスニーズを満たすア
プリケーションを簡単に見つけることができます。テンプレートを選択すると、テンプレートに関する詳細が
含まれる新しいプレビューページ、およびアプリケーションダッシュボードのサンプルが表示されます。プレ
ビューページは、アプリケーションを作成する前に、最も有益なテンプレートを選択していることを確認する
ために役立ちます。

対象:この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
対象ユーザ: Analytics テンプレートを使用するには、Analytics Platform ライセンスが必要です。
方法: Analytics Studio に移動して [作成] をクリックし、[アプリケーション] を選択して [テンプレートから開始]

をクリックします。使用するテンプレートを選択し、ウィザードの指示に従ってアプリケーションを作成しま
す。

価格設定、Salesforce CPQ Analytics を新しいレベルに引き上げるサブスクリプションテンプ
レート
Einstein Discovery のインテリジェンスを内蔵した最初の Analytics テンプレートである Pricing Analytics では、案件ご
とに適切な割引が提案され、割安価格の案件の特定に役立ちます。Subscription Analytics テンプレートでは、更
新ビジネス、サブスクリプションベースの商品の金額、および更新時期を迎えた取引先の状況が追跡されま
す。
対象:この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
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対象ユーザ: Pharma Sales Analytics テンプレートからアプリケーションを作成するには、Analytics Platform ライセン
スと Salesforce CPQ ライセンスが必要です。
理由: 2 つの新しい Analytics テンプレートを使用すると、Salesforce CPQ の顧客はデータからインサイトをすばや
く容易に取得できます。Einstein Discovery のインテリジェンスを使用する Pricing Analytics テンプレートでは、見
積の適切な割引を計算するアプリケーションが作成されます。このダッシュボードでは、適正価格の案件と割
安価格の案件が比較され、割安価格によって失われる可能性がある収益も示されます。また、案件に割安価格
を設定している可能性がある営業担当も確認できるため、その営業担当に割引プロセスを指導できます。
Subscription Analytics テンプレートを使用すると、サブスクリプション契約を通じて販売する製品についての
Salesforce CPQ データで Einstein Analytics の威力が発揮されます。サブスクリプション契約ビジネスの合計金額と、
月および年別の収益ストリームを確認できます。また、更新プロセスを追跡し、ダッシュボードからすぐにア
クションを実行できるため、契約更新の速度が増します。
方法: Analytics Studio に移動して [作成] をクリックし、[アプリケーション] を選択して [テンプレートから開始]

をクリックします。作成するアプリケーションを選択し、ウィザードの指示に従ってアプリケーションを作成
します。アプリケーションの設定と使用に関するガイダンスについては、Salesforce ヘルプにお問い合わせくだ
さい。

Lead Change Analytics テンプレートでリードの取引開始をサポート
Lead Trending Analytics は、リードの取引開始プロセスを営業担当チームが追跡および強化するための優れた方法
を提供します。
対象:この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
対象ユーザ: Lead Trending Analytics テンプレートからアプリケーションを作成するには、Analytics Platform ライセン
スが必要です。
理由: Lead Trending Analytics アプリケーションはリードの取引開始の総計値を視覚化し、チームがリードの取引
を開始するまでの期間を示します。また、リードが行き詰っている場所や、リードが最も長い期間とどまって
いるフェーズが示されるため、ボトルネックの特定に役立ちます。対応策をダッシュボードから直接実行でき
るため、案件の行き詰まりをすばやく解消してビジネスを成立することができます。
方法: Analytics Studio に移動して [作成] をクリックし、[アプリケーション] を選択して [テンプレートから開始]

をクリックします。[Lead Trending Analytics] を選択し、ウィザードの指示に従ってアプリケーションを作成し
ます。アプリケーションを作成するには、組織はリードの履歴を追跡する必要があります。

Approval Analytics テンプレートを使用して承認プロセスに関するインサイトをすばやく取得
Salesforce 組織に承認プロセスが含まれる場合、Approval Analytics を使用できます。このテンプレートでは、承認
データに Einstein Analytics の機能を適用するアプリケーションが作成されます。
対象:この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
対象ユーザ: Approval Analytics テンプレートからアプリケーションを作成するには、Analytics Platform ライセンス
が必要です。
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理由: 以前は、標準の Salesforce レポートを使用してプロセスの現在のステップのみを参照できました。Approval

Analytics では履歴全体が表示されます。つまり、承認数と却下数、保留中の承認、承認したユーザと承認の内
容、承認にかかった期間が表示されます。トレンドの把握、ボトルネックの特定、対応策の実行をアプリケー
ションのダッシュボードから直接行うことができ、承認が合理化されます。
方法: Analytics Studio に移動して [作成] をクリックし、[アプリケーション] を選択して [テンプレートから開始]

をクリックします。Approval Analytics テンプレートを選択し、ウィザードの指示に従ってアプリケーションを作
成します。アプリケーションの使用に関するガイダンスについては、Salesforce ヘルプにお問い合わせくださ
い。

Veeva CRM ユーザ: Salesforce Analytics for Veeva テンプレートを使用したセールスプロセス
とパフォーマンスの視覚化
Analytics for Veeva テンプレートアプリケーションを使用すると、Veeva CRM ユーザは、セールスコール時の営業
担当のプロセスおよび有効性に関するインサイトを得ることができます。
対象:この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
対象ユーザ: Analytics for Veeva テンプレートからアプリケーションを作成するには、Analytics Platform ライセンス
が必要です。
理由: Analytics for Veeva アプリケーションで、医薬品営業担当が 1 つのダッシュボードでどのようにセールスコー
ルを行ったかについてのデータが収集されます。営業担当がセールスコール中に重要なメッセージを使用した
かどうか、特定の製品に焦点を絞ったかどうか、および試供品を置いてきたかどうかを簡単に確認できます。
コールに参加した取引先のリストを表示して、各取引先に対するアクションをダッシュボードから直接実行す
ることもできます。
方法: Analytics Studio に移動して [作成] をクリックし、[アプリケーション] を選択して [テンプレートから開始]

をクリックします。[Analytics for Veeva] を選択し、ウィザードの指示に従ってアプリケーションを作成します。

Financial Services Cloud ユーザ向けのリテールバンキングテンプレートで顧客との関係を深
め、新規クライアントを惹きつける
Retail Banking Analytics テンプレートからアプリケーションを作成し、Einstein Analytics の機能をリレーションシッ
プマネージャーが使用できるようにします。
対象:この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
対象ユーザ: Retail Banking Analytics テンプレートからアプリケーションを作成するには、Analytics Platform ライセン
スがあり、Financial Services Cloud パッケージがインストールされている必要があります。
理由: Retail Banking アプリケーションに含まれる主要な総計値を使用して、リレーションシップマネージャは顧
客のバリューチェーンを引き上げ、運用資産 (AUM) を増加し、商品のクロスセルを行うことができます。視覚
化には顧客の運用資産、他社運用、市場シェアが含まれます。市場セグメントと、クライアントとの関係の状
況に従って、クライアントリストを分類します。金融口座の合計金額を含め、各クライアントの詳細を表示し
ます。
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また、紹介と商談に関するインサイトをすばやく取得して、新しい関係の開始に役立てます。便利な紹介ライ
フサイクルグラフでは、紹介者に接触したかどうか、および紹介者がクライアントの状況に近づいているかど
うかが示されます。また、紹介者が興味を示しているサービスの種別も確認できます。商談のパイプラインを
参照し、パイプラインの合計金額、商談成立したビジネス、商談不成立のビジネス、および成立率を確認でき
ます。
方法: Analytics Studio に移動して [作成] をクリックし、[アプリケーション] を選択して [テンプレートから開始]

をクリックします。[Retail Banking Analytics] を選択し、ウィザードの指示に従ってアプリケーションを作成しま
す。

Analytics データインテグレーション: 「複製」から「データ同期」への名前変
更、新しい Amazon S3 コネクタ、インサイトへのパスの高速化、レシピのナ
ビゲーションの強化、共有継承の強化
「複製」が「データ同期」という名前に変更されました。Amazon S3 コネクタを使用して、複数の CSV ファイ
ルの読み込みと追加を行います。1 つのプロセスで CSV データをファイルからレンズまたはレシピに取り込み
ます。レシピエディタの [列] タブで、列のナビゲーションを行います。強化された共有継承を使用して、共有
を制御します。

このセクションの内容:

「複製」から「データ同期」への名前変更
データ同期 (旧称「複製」) は、ローカル Salesforce データや外部データを Analytics に取り込み、最新の状態に
保つ方法です。このプロセスをより適切に反映する名前に変更されました。簡単にデータの接続と同期を
行えるように、データマネージャでの名前も更新されました。
Amazon S3 コネクタを使用した複数の CSV ファイルの読み込みと追加
会社が Amazon S3 に CSV データを保存している場合、より簡単な方法で Analytics にデータを取り込めるよう
になりました。以前は、ローカルにファイルをダウンロードしてから、そのファイルを Analytics に手動で
アップロードする必要がありました。また、複数のファイルのデータをマージするには、データフローま
たはレシピを使用する必要がありました。今回のリリースで、Amazon S3 コネクタがこのすべての処理を実
行するようになりました。
定期的な完全同期によるデータドリフトの回避
組織でデータ同期が有効になっている場合、Analytics はローカル Salesforce オブジェクトを増分同期します。
前回の同期以降の変更に適合するように、レコードが挿入、更新、削除されます。これにより同期が高速
になりますが、時間の経過に伴い、Analytics のデータが非同期になる可能性があります。この問題は、変更
に数式項目や完全に削除されたレコードが含まれる場合に発生します。今回のリリースで、定期的な完全
同期を使用して Salesforce オブジェクトの同期を常に最新の状態に保てるようになりました。定期的な完全
同期接続モードを選択すると、データが定期的にフル更新されるようになります。データフローの更新は
不要です。
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連動するデータフローの実行時に外部データの同期をトリガ
データフローを実行すると、Analytics はそのデータフローが作成または更新されてから同期されていない参
照外部オブジェクトを確認します。Analytics が該当オブジェクト検出すると、データフローの実行前にその
オブジェクトを同期します。以前は、データフローを実行すると、Analytics は最初に同期が必要だったロー
カルオブジェクトのみを確認していました。外部オブジェクトは手動で確認して同期する必要がありまし
た。
Google BigQuery および Heroku 接続を使用して取り込み可能なデータ量の増加
Google BigQuery および Heroku 接続を使用して、オブジェクトあたり最大で 1 億行を取り込めるようになりま
した。以前のこの制限は 2 千万行でした。
1 か所ででのデータセットの作成
データセットを作成する方法は、ファイルのアップロード、データフローの使用、レシピの作成など多数
ありますが、それらを実行するためにアクセスする場所も多数あります。これを簡略化するため、すべて
の異なるオプションが 1 つのリストに統合されました。
データセット編集ページからの操作の増加
データセット編集ページで、すべてのデータセットツールを 1 か所で起動できるようになりました。使用
可能なツールが増え、そのすべてが簡単にアクセスできるページ上部に表示されます。レシピの開始、
Einstein Discovery でのストーリーの作成、レンズでのデータの探索をすべてデータセット編集ページから行
います。
CSV ファイルからレンズ、レシピ、またはストーリーへの迅速なデータ移動
何もない状態から、外部データをアップロードし、探索や準備を開始してインサイトを取得するまでに必
要なクリック数が少なくなりました。アップロードの進行状況を追跡できます。データセットの編集ペー
ジにアクセスし、そこから Einstein Discovery でレシピやストーリーを開始したり、データを探索したりでき
ます。
実行可能なデータジョブ数の増加
Analytics では、データフローとレシピがデータジョブとして実行されます。操作するデータ量が増えたとき
に、これらすべてのジョブを確実に実行できる必要があります。そのため、24 時間周期で実行できるデー
タジョブの数が 40 から 50 に増大されました。実行時間が 2 分未満のデータフローとレシピの実行、および
データ同期は、24 時間のデータフロー実行制限にカウントされません。
[列] タブでの簡単なレシピ列のナビゲーション
データを準備して変換するときに、そのデータがどのように変更されたをレシピプレビューで簡単に追跡
できます。ただし、変換や他のデータセットによって追加された列が増えると、それらの列の追跡が困難
になります。ここで [列] タブが役立ちます。表示列と非表示の列をすべて一目で確認できます。メタデー
タとプロファイル情報を参照したり、列の表示と非表示を切り替えたり、変換を追加したりできます。
レシピエディタでの列のプロファイルの検索不要
列のプロファイルペインは、レシピのプレビューと新しい [列] タブにデフォルトで開かれるようになりま
した。ここには、列のデータの品質に関する主要情報と、その改善に役立つインタラクティブツールが表
示されます。
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レシピエディタでのデータの追加の迅速化
レシピエディタでのデータの追加プロセスは、乱雑さを軽減して画面数を減らすことで合理化されました。
ルックアップキーの選択、列の選択、結果のプレビューすべてを 1 画面で実行できるようになりました。
多数の列を簡単に操作できるように、いくつかの変更も行われました。保持する列を決定しやすくするた
め、各列に値インジケータが追加されました。
Einstein Analytics で共有可能な共有設定の増加
共有継承ルールのサポートにユーザオブジェクトとキャンペーンオブジェクトが追加されました。また、
Salesforce で何万件ものレコードにアクセスできるユーザが商談オブジェクトの共有継承を使用できるよう
になりました。

「複製」から「データ同期」への名前変更
データ同期 (旧称「複製」) は、ローカル Salesforce データや外部データを Analytics に取り込み、最新の状態に保
つ方法です。このプロセスをより適切に反映する名前に変更されました。簡単にデータの接続と同期を行える
ように、データマネージャでの名前も更新されました。
対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
方法: プロセスとワークフローは変更されていません。作業時の名前がいくつか変更されただけです。いくつ
かの例を見てみましょう。
データ同期を有効にするには、通常どおりに [Analytics 設定] に移動します。

接続を管理するには、データマネージャの [接続] タブを使用します。
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[接続] タブで、すべてのデータ同期および接続タスクを起動できます。接続を作成または編集したり、データ
に接続したりするには、[データに接続] (1) をクリックします。接続するローカルデータと外部データは各接続
のオブジェクト (2) として表示されるようになりました。また、データ同期はオブジェクトメニュー (3) または
接続メニューから実行するようになりました。
オブジェクトの接続と同期を行うときに、レシピとデータフローで使用する通常の場所でデータを使用できま
す。データマネージャの 1 つの場所は [データセット] タブと呼ばれていました。明確化するため、このタブ名
が [データ] に変更され、必要なものを見つけやすいようにサブタブ名が変更されました。

データマネージャのこの場所やレシピなどでデータを選択するときに、データセットか接続済みデータを選択
します。データセットをレンズやダッシュボードで探索できます。接続済みデータとは、Analytics 内で同期す
るローカルデータまたは外部データのことで、レシピまたはデータフローでデータセットに変換できます。
データを Analytics に取り込むパスが明確化されました。そのパスに従うときに表示される、主要な名前の変更
を次にまとめました。

新しい名称以前の名称

データ同期複製
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新しい名称以前の名称

データデータセット (データマネージャタブ)

接続設定 (データマネージャタブ)

データに接続複製を設定 (ボタン)

データ同期を実行複製の実行

接続データ複製データセット

Amazon S3 コネクタを使用した複数の CSV ファイルの読み込みと追加
会社が Amazon S3 に CSV データを保存している場合、より簡単な方法で Analytics にデータを取り込めるようにな
りました。以前は、ローカルにファイルをダウンロードしてから、そのファイルを Analytics に手動でアップ
ロードする必要がありました。また、複数のファイルのデータをマージするには、データフローまたはレシピ
を使用する必要がありました。今回のリリースで、Amazon S3 コネクタがこのすべての処理を実行するように
なりました。
対象: この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
対象ユーザ: 接続を作成するには、Analytics Platform ライセンスおよび「Analytics リモート接続の追加」または
「Analytics の管理」権限が必要です。
理由: 例を見てみましょう。Web サイトで顧客にコールバックサポートサービスを提供しているとします。通
話は、Amazon S3 の月次フォルダ内に毎週個別の .csv ファイルとして自動的に記録されます。1月のフォルダの
週次ファイルは次のようになっています。

343

Einstein Analytics: テンプレート、ファイルベースのコネ
クタ、共有継承

Salesforce Winter '19 リリースノート



Amazon S3 コネクタを使用して、このフォルダへの接続を作成し、その接続の実行時にすべてのファイルを読
み込むことができます。Analytics は、すべてのファイルの行を 1 つのオブジェクトに追加します。

方法: データマネージャの [接続] タブで、他のコネクタと同様に Amazon S3 コネクタで接続を作成します。ただ
し、オブジェクトではなくフォルダに接続するため、接続を作成する前に、次のフォルダ要件を考慮してくだ
さい。
• 接続設定で指定したフォルダパスはバケット名で始まる必要があり、接続するフォルダを含めることはで

きません。コールバックログを例として使用しましょう。1 月のフォルダを S3 で選択すると、フォルダの
上にフォルダパスが表示されます。

S3 のフォルダパスはバケット名 (1) で始まり、フォルダ名 (2) が続きます。この例では、1 月のファイルはサ
ブフォルダ (3) 内にあるため、そのフォルダに接続します。接続設定でこのフォルダパスを指定するとき
に、バケットと親フォルダのみを含め、接続するフォルダは含めません。
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• S3 のフォルダ名は API 参照名の命名規則に従う必要があり、スペースや特殊文字を含めることはできませ
ん。

• S3 フォルダのいずれかのファイルの名前を schema_sample.csv に変更します。Analytics はこのファイル
を使用して、.csv データのスキーマを検出します。

この接続を使用してフォルダに接続すると、Analytics に schema_sample.csv ファイル内のデータのプレビュー
が表示されます。このプレビューから、フォルダから読み込んでいるすべてのファイルの項目属性を表示
および変更できます。
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• S3 フォルダから読み込む各ファイル名は、.csv で終了する必要があります。各ファイルには、ヘッダー
行および schema_sample.csv ファイルと同じ項目が含まれる必要があります。ファイルに追加項目があって
も問題ありませんが、それらの項目は読み込まれません。Analytics は、これらの要件を満たさないファイル
を無視します。

• 各ファイルのヘッダー行の項目名は API 参照名の命名規則に従う必要があり、スペースや特殊文字を含める
ことはできません。

• 読み込めるのはファイル全体のみで、ファイルの一部は読み込めません。

定期的な完全同期によるデータドリフトの回避
組織でデータ同期が有効になっている場合、Analytics はローカル Salesforce オブジェクトを増分同期します。前
回の同期以降の変更に適合するように、レコードが挿入、更新、削除されます。これにより同期が高速になり
ますが、時間の経過に伴い、Analytics のデータが非同期になる可能性があります。この問題は、変更に数式項
目や完全に削除されたレコードが含まれる場合に発生します。今回のリリースで、定期的な完全同期を使用し
て Salesforce オブジェクトの同期を常に最新の状態に保てるようになりました。定期的な完全同期接続モードを
選択すると、データが定期的にフル更新されるようになります。データフローの更新は不要です。
対象: この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
対象ユーザ: 接続モードを編集するには、「Analytics の管理」権限が必要です。
方法: ローカル Salesforce オブジェクトのデフォルトの接続モードは増分です。定期的な完全同期を有効にする
には、データマネージャの [接続] タブで、オブジェクトのメニューから [接続モードを編集] を選択します。
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[接続モードを編集] ダイアログで、[定期的な完全同期] を選択して [保存] をクリックします。これだけです。
組織のタイムゾーンの毎週金曜日午後 11 時より後の最初のスケジュール済み同期中に、完全同期が実行され
ます。

連動するデータフローの実行時に外部データの同期をトリガ
データフローを実行すると、Analytics はそのデータフローが作成または更新されてから同期されていない参照
外部オブジェクトを確認します。Analytics が該当オブジェクト検出すると、データフローの実行前にそのオブ
ジェクトを同期します。以前は、データフローを実行すると、Analytics は最初に同期が必要だったローカルオ
ブジェクトのみを確認していました。外部オブジェクトは手動で確認して同期する必要がありました。
対象: この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
方法: データフローを作成または更新すると、Analytics はそのデータフローのダイジェストノードで参照されて
いる外部オブジェクトの同期をトリガします。

Google BigQuery および Heroku 接続を使用して取り込み可能なデータ量の増加
Google BigQuery および Heroku 接続を使用して、オブジェクトあたり最大で 1 億行を取り込めるようになりまし
た。以前のこの制限は 2 千万行でした。
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対象: この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。

1 か所ででのデータセットの作成
データセットを作成する方法は、ファイルのアップロード、データフローの使用、レシピの作成など多数あり
ますが、それらを実行するためにアクセスする場所も多数あります。これを簡略化するため、すべての異なる
オプションが 1 つのリストに統合されました。
対象: この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
方法: Analytics Studio で、[作成] をクリックして [データセット] を選択します。ここで、権限に基づいてすべて
のオプションが表示されます。1 つ選択して実行します。

データセット編集ページからの操作の増加
データセット編集ページで、すべてのデータセットツールを 1 か所で起動できるようになりました。使用可能
なツールが増え、そのすべてが簡単にアクセスできるページ上部に表示されます。レシピの開始、Einstein

Discovery でのストーリーの作成、レンズでのデータの探索をすべてデータセット編集ページから行います。
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対象: この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
対象ユーザ: レシピを作成するには、「データセットレシピの編集」権限が必要です。ストーリーを作成する
には、組織で Einstein Discovery が有効になっている必要があり、「Einstein Discovery ストーリーの作成および更
新」権限が必要です。
理由: すべての重要なタスクが 1 つの論理的場所、データセット編集ページに統合されました。このページに
は、Analytics Studio とデータマネージャの両方からアクセスできます。

管理ツールはまだここにありますが、新しい場所に新しいボタン (1) で表示されます。また、レシピ、レンズ、
またはストーリーに直接移動できるようになりました (2)。
方法: データセット編集ページにアクセスする方法は変更されていません。データマネージャまたは Analytics

Studio で、データセットのメニューから [データセットを編集] を選択します。Analytics で .csv ファイルのアップ
ロードを完了したときにも、データセット編集ページが表示されます。
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関連トピック:

Salesforce Einstein: 売上予測のカスタム項目、ボットの自動化フロー、より迅速なデータの視覚化、強化され
た画像検出

CSV ファイルからレンズ、レシピ、またはストーリーへの迅速なデータ移動
何もない状態から、外部データをアップロードし、探索や準備を開始してインサイトを取得するまでに必要な
クリック数が少なくなりました。アップロードの進行状況を追跡できます。データセットの編集ページにアク
セスし、そこから Einstein Discovery でレシピやストーリーを開始したり、データを探索したりできます。
対象: この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
理由: さまざまな場所で多数のステップが必要だったものが、1 か所で 1 つのプロセスを使用して実行できるよ
うになりました。

方法: 従来どおり .csv ファイルを Analytics Studio またはデータマネージャからアップロードします。アップロー
ドが開始すると状況ダイアログが表示され、そこでデータセット作成の進行状況を追跡できます。
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データがアップロードされたら、データセットのキューへの登録、準備、作成が行われます。これらのフェー
ズ中、[バックグラウンドで続行して、データ監視で進行状況を確認してください。]リンクをクリックしてプ
ロセスを 1 つのタブで実行中のままにし、新しいタブでデータマネージャにアクセスできます。プロセスが完
了すると、新しいデータセットの編集ページが開き、そこから探索や準備を開始できます。

メモ: 進行状況ダイアログを閉じると、データセットの作成はバックグラウンドで続行しますが、プロセ
スの完了時にデータセットの編集ページは自動的に開きません。

関連トピック:

Salesforce Einstein: 売上予測のカスタム項目、ボットの自動化フロー、より迅速なデータの視覚化、強化され
た画像検出

実行可能なデータジョブ数の増加
Analytics では、データフローとレシピがデータジョブとして実行されます。操作するデータ量が増えたときに、
これらすべてのジョブを確実に実行できる必要があります。そのため、24 時間周期で実行できるデータジョブ
の数が 40 から 50 に増大されました。実行時間が 2 分未満のデータフローとレシピの実行、およびデータ同期
は、24 時間のデータフロー実行制限にカウントされません。
対象: この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。

[列] タブでの簡単なレシピ列のナビゲーション
データを準備して変換するときに、そのデータがどのように変更されたをレシピプレビューで簡単に追跡でき
ます。ただし、変換や他のデータセットによって追加された列が増えると、それらの列の追跡が困難になりま
す。ここで [列] タブが役立ちます。表示列と非表示の列をすべて一目で確認できます。メタデータとプロファ
イル情報を参照したり、列の表示と非表示を切り替えたり、変換を追加したりできます。
対象: この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
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方法: 使用を開始するには、レシピエディタの上部にある [列] タブをクリックします。

レシピに含まれるすべての列が最初に表示され (1)、ソース別に色分けされて、その種別、元のデータセット、
欠損値インジケータが表示されます。目的の列が表示されない場合は、検索ボックス (2) でその名前の入力を
開始し、リストを絞り込みます。列をクリックすると、そのプロファイルと属性 (3) が表示されます。メニュー
(4) を開いてその列を非表示にしたり変換したりできます。
レシピで非表示にした列は、個別のリスト (5) に表示されます。これらの列を追加するには、その列のメニュー
から [レシピに追加] (6) を選択します。

レシピエディタでの列のプロファイルの検索不要
列のプロファイルペインは、レシピのプレビューと新しい [列] タブにデフォルトで開かれるようになりまし
た。ここには、列のデータの品質に関する主要情報と、その改善に役立つインタラクティブツールが表示され
ます。
対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
理由: 列のプロファイルは非常に優れたツールであるため、簡単にアクセスして使用できるようにしました。
方法: 列のプロファイルペインは、レシピのプレビューと新しい [列] タブにデフォルトで開かれるようになり
ました。
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列をクリックすると、そのプロファイルがエディタのの右に表示されます (1)。プロファイルパネルを閉じた
場合、その場で操作している列のメニューからパネルを直接開けるようになりました (2)。各列に値インジケー
タ (3) も追加され、各列をクリックすることなく一目でデータの品質を確認できるようになりました。

レシピエディタでのデータの追加の迅速化
レシピエディタでのデータの追加プロセスは、乱雑さを軽減して画面数を減らすことで合理化されました。
ルックアップキーの選択、列の選択、結果のプレビューすべてを 1 画面で実行できるようになりました。多数
の列を簡単に操作できるように、いくつかの変更も行われました。保持する列を決定しやすくするため、各列
に値インジケータが追加されました。
対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。

方法: [データを追加] ( ) ボタンをクリックし、追加するデータが含まれるデータセットを選択します。
[データの追加] ダイアログで、可能な場合はルックアップキーペアの候補が自動的に選択されます。
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この検出されたルックアップキー項目 (1) を変更するか、最大 4 個のペアを追加して照合結果を改善できます。
結果のプレビュー (2) には、デフォルトでマージキー列が表示されます。レシピのその他の列を含めるには、
[追加する列] リスト (3) からその列を選択します。含めた各列は結果のプレビューに値インジケータ (4) 付きで
表示されるため、その列のデータ品質を把握できます。バーの上にマウスポインタを置くと、その列にある値
と欠損値の数が表示されます。値の数が少なく、品質の低い項目は選択しないことをお勧めします。これだけ
です。終了したら、[完了] をクリックします。

メモ: ナビゲーションを容易にするため、結果のプレビューにはルックアップキー列のみが含まれます。
現在のレシピの列と、レシピに含める新しい列を選択していることを確認してください。

Einstein Analytics で共有可能な共有設定の増加
共有継承ルールのサポートにユーザオブジェクトとキャンペーンオブジェクトが追加されました。また、
Salesforce で何万件ものレコードにアクセスできるユーザが商談オブジェクトの共有継承を使用できるようにな
りました。
対象:この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
理由: Salesforce システム管理者であれば、ユーザがそのロールに適したデータにアクセスできるように、共有
ルールを設定したことがあるでしょう。共有継承では、Einstein Analytics で Salesforce 共有ルールを適用して、
Salesforce セキュリティモデルと Einstein Analytics 間のブリッジが作成されます。
データフローの実行時に、継承された共有ルールを使用してレコードアクセス権が再適用されます。この方法
は、要求があるたびにレコードアクセス権を適用するよりも効率的です。

重要: データフローの各実行でフル抽出を行わない場合、Einstein Analytics に取り込むデータセットで「セ
キュリティドリフト」がリスクになるかどうかを評価します。定期的な完全同期の使用を検討してくだ
さい。
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対象ユーザ: 共有継承を有効化または無効化するには、「Analytics の管理」ユーザ権限が必要です。データセッ
トまたはデータフローの共有継承を設定するには、「Analytics データフローの編集」または「データセットレ
シピの編集」ユーザ権限が必要です。
方法: 新しい組織では、共有継承はデフォルトでオンになります。既存の組織で共有継承を有効にするには、
[設定] で [Salesforce から共有を継承] を検索して選択します。
共有継承を使用するには、データフローまたはデータセットでこの機能を設定します。

Analytics モバイルアプリケーション: 転送通知、動的ページ、オフライン (パイ
ロット)、新しいグラフ、新しいウィジェット
転送通知、動的ページ、オフライン (パイロット) に加えて、新しいグラフとウィジェットをモバイルで使用で
きるようになりました。

このセクションの内容:

Einstein Analytics for iOS/Android での動的ページおよび条件付き書式の使用
動的ページ、条件付き書式、および新しいグラフとウィジェットを取得し、モバイルでインサイトをより
簡単に取得します。
Einstein Analytics for iOS のその他の機能強化
転送通知、豊富な視覚効果を備えた新しいグラフなど、新しい動的ホーム環境を実現します。
Einstein Analytics for Android のその他の機能強化
探索し、新しいグラフにアクセスし、新しい方法でデータを分析します。

Einstein Analytics for iOS/Android での動的ページおよび条件付き書式の使用
動的ページ、条件付き書式、および新しいグラフとウィジェットを取得し、モバイルでインサイトをより簡単
に取得します。
対象: これらの変更は、Einstein Analytics for iOS/Android に適用されます。Einstein Analytics は、Developer Edition で使用
できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で使用できます。
理由: 最新リリースの機能強化には、次の機能が含まれます。
• 動的ページ: シームレスなアニメーション化されたページ推移によりダッシュボードがよみがえります。
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• パフォーマンスの向上: SAQL 手順を使用するカスタマイズされたダッシュボードの読み込み速度が向上しま
した。

• 切り替えウィジェット: ウィジェットが、対応するデスクトップ機能と一致するようになりました。
• 条件付き書式: 自動的に強調表示されるグラフ要素により状況を一目で把握します。
• ナビゲーションウィジェット: ダッシュボードを目的どおりに操作します。
• リストウィジェット: 3 つの新しい形式を使用して、デスクトップの Analytics により近づいたリストウィ

ジェットを利用します。
• 角度ゲージグラフ: 目標への進捗状況を追跡します。
• ジオマップ: 地理データの場所を特定します。
• 積み上げピラミッドグラフ: データの内容がどのように積み上げられているかを確認します。
• 折り紙グラフ: データの内容を明らかにします。
• 平行座標グラフ: データのグルーピングを比較します。

Einstein Analytics for iOS のその他の機能強化
転送通知、豊富な視覚効果を備えた新しいグラフなど、新しい動的ホーム環境を実現します。
対象: これらの変更は、Einstein Analytics for iOS に適用されます。Einstein Analytics は、Developer Edition で使用できる
ほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で使用できます。
理由: 最新リリースの機能強化には、次の機能が含まれます。
• 転送通知: ビジネスで最も重要な変化とマイルストンを通知します。通知の作成と管理をモバイルアプリ

ケーションから直接行うこともできます。
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• 新しいグラフ: 評価、カレンダーヒートマップ、Sankey を含め、デスクトップのすべてのグラフが iOS でサ
ポートされるようになりました。

• グラフの向上: 改善されたテキスト表示を備えた豊富な視覚効果をグラフで使用します。
• ホーム画面の更新: 軽量で直感的なホーム画面を使用して Analytics アセットに容易に移動します。タブバー、

ナビゲーション、検索条件、および設定が更新されました。

• (パイロット) オフライン: データセット、レンズ、およびダッシュボードの表示と探索をインターネット接
続なしで行います。
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メモ:  Analytics オフラインは、特定の契約条件への同意が必要なパイロットプログラムを通じて一部の
お客様に提供されています。Analytics オフラインは変更される可能性があり、Salesforce がドキュメン
ト、プレスリリース、または公式声明で正式リリースを発表しない限り、正式リリースされません。
特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証できません。正式リリースされた製品およ
び Analytics オフラインに基づいてのみ購入をご決定ください。

方法: Analytics は iOS 10 以降が実行されているデバイスで使用できます。最新の機能強化を取得するには、App

Store から Einstein Analytics をダウンロードします。

Einstein Analytics for Android のその他の機能強化
探索し、新しいグラフにアクセスし、新しい方法でデータを分析します。
対象: これらの変更は、Einstein Analytics for Android に適用されます。Einstein Analytics は、Developer Edition で使用で
きるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で使用できます。
理由: 最新リリースの機能強化には、次の機能が含まれます。
• Android のエクスプローラ: 有意義な視覚化を行い、新しい方法でデータを分析します。データセットを開

き、新しい作成ツール、絞り込みツール、表示ツールを使用してレンズ内でデータの探索と絞り込みを行っ
て、データのインサイトを取得します。
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• 新しいグラフ: カスタム地図、カレンダーヒートマップ、Sankey チャートが Android でサポートされるように
なりました。

• バグの修正、パフォーマンスの向上、操作性の向上
方法: Analytics は Android 5 以降が実行されているデバイスで使用できます。機能強化された最新のものを取得す
るには、Google Play™ から Einstein Analytics をダウンロードします。

Einstein Discovery: Einstein Analytics への統合
Einstein Discovery が Einstein Analytics に完全に統合されました。Analytics データセットからストーリーを作成し、ス
トーリーの操作、インサイトの調査、データの視覚化、および予測の検出を、使い慣れた Einstein Analytics イン
ターフェース内からすべて行います。統計的基礎およびパフォーマンスを明らかにする総計値を調べることで
モデルを強化し、新しいモデルマネージャを使用して、Salesforce にリリースした目標とモデルを管理する方法
を確認します。

メモ:  Einstein Discovery in Analytics は、Einstein Discovery の以前のバージョン (Einstein Discovery Classicに名称変更さ
れました) からの大きな前進を表します。現在、Einstein Discovery Classic を使用していて、Einstein Discovery in

Analytics に移行したいと考えている場合は、Salesforce の担当者にお問い合わせください。

このセクションの内容:

Einstein Analytics データセットからの Einstein Discovery ストーリーの作成
Einstein Discovery は、Einstein Analytics のレンズ、ダッシュボード、レシピで使用されるデータセットと同じ
データセットに基づくようになりました。
Einstein Analytics インターフェースでの Einstein Discovery ストーリーおよびインサイトの操作
Einstein Discovery が Einstein Analytics インターフェースに完全に統合されたことで、ストーリーの操作、インサ
イトの調査、予測の検出をすべて 1 か所で行うことができます。クリック可能なリンクを使用してストー
リーのインサイトをすばやく表示し、何が起きたかとその理由の調査、予測と改善点の探索、さまざまな
比較の確認ができます。覚えておきたいインサイトを固定しておくこともできます。
Salesforce にリリースした Einstein Discovery の目標およびモデルの管理
モデルを Salesforce にリリースした場合、モデルマネージャを使用して、リリースしたモデルと、そのモデ
ルに関連付けられる目標を管理できるようになりました。各 Einstein Discovery ストーリーに、結果を最大化
または最小化するための対象の目標が含まれます。たとえば、ストーリーの目標として、利益率を増加す
ること (最大化) や単位当たりのコストを減少すること (最小化) が考えられます。モデルには、ストーリー
の説明、予測、おすすめのみが含まれます。
総計値およびパフォーマンスを調べて Einstein Discovery モデルを改善
モデル総計値はモデルの統計的基礎およびパフォーマンスを理解するのに役立つため、どの場所をどのよ
うに強化すれば結果をさらに向上できるかを知ることができます。

Einstein Analytics データセットからの Einstein Discovery ストーリーの作成
Einstein Discovery は、Einstein Analytics のレンズ、ダッシュボード、レシピで使用されるデータセットと同じデー
タセットに基づくようになりました。
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対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics お
よび Einstein Discovery in Analytics は、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。Developer Edition でも使用可能。
対象ユーザ: ストーリーを作成するには、「Einstein Discovery ストーリーの作成および更新」ユーザ権限が必要
です。
方法: Analytics Studio で [データセット] サブタブをクリックし、アクセス可能なデータセットを表示します。使
用するデータセットの右上にあるドロップダウンメニューをクリックして、[ストーリーを作成]をクリックし
ます。

Einstein により [ストーリー設定] ウィザードが起動されます。

関連トピック:

Salesforce Einstein: 売上予測のカスタム項目、ボットの自動化フロー、より迅速なデータの視覚化、強化され
た画像検出

Einstein Analytics インターフェースでの Einstein Discovery ストーリーおよびインサイトの操
作
Einstein Discovery が Einstein Analytics インターフェースに完全に統合されたことで、ストーリーの操作、インサイ
トの調査、予測の検出をすべて 1 か所で行うことができます。クリック可能なリンクを使用してストーリーの
インサイトをすばやく表示し、何が起きたかとその理由の調査、予測と改善点の探索、さまざまな比較の確認
ができます。覚えておきたいインサイトを固定しておくこともできます。
対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics お
よび Einstein Discovery in Analytics は、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。Developer Edition でも使用可能。
対象ユーザ: ストーリーを操作し、インサイトを固定するには、「Einstein Discovery の使用」ユーザ権限が必要
です。
方法:

1. Analytics Studio で [ストーリー] サブタブをクリックし、アクセス可能なストーリーを表示します。
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2. 開くストーリーをクリックします。Einstein Discovery の Analytics UI にストーリーが表示されます。
ストーリーのナビゲーションインターフェースには 3 つの個別の領域があります。

1. ストーリーツールバー - 固定されたインサイトの表示、ストーリー設定の指定または保存、Salesforce へのモ
デルのリリース、モデル総計値の表示を行います。

2. インサイトナビゲーションバー - インサイトカテゴリの各ビュー (What Happened (何が起きたか)、Why It

Happened (なぜそれが起きたか)、Predictions & Improvements (予測および改善点) および変数比較 (相違点)) をす
ばやく切り替えます。

3. インサイトリスト - インサイト全体をスクロールして、興味を引くインサイトを調べます。インサイトを
操作し、新しい方法でデータを視覚化します。

インサイトリスト内の各インサイトには 4 つの個別の領域があります。
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1. インサイトカテゴリ - グラフで 2 つの変数を比較します。検索条件を適用して (検索条件を適用できる場合)

説明変数別に結果変数として表されます。
2. インサイトの説明 - テキストによる概要と、その裏付けとなる、各グラフの重要なポイントを説明する詳

細。オレンジの線は結果の平均を示します。詳細にドリルダウンするには、インサイトの説明内のハイパー
リンクをクリックします。

3. 固定アイコン - 興味のあるインサイトを固定し、後で容易に戻ることができるようにします。固定された
インサイトのみをインサイトリストに表示するには、ストーリーツールバーの固定条件をクリックします。

4. グラフ - インサイトを示すグラフ。詳細にドリルダウンするには、グラフ内の棒の上にマウスポインタを
置きます。

関連トピック:

Salesforce Einstein: 売上予測のカスタム項目、ボットの自動化フロー、より迅速なデータの視覚化、強化され
た画像検出

Salesforce にリリースした Einstein Discovery の目標およびモデルの管理
モデルを Salesforce にリリースした場合、モデルマネージャを使用して、リリースしたモデルと、そのモデルに
関連付けられる目標を管理できるようになりました。各 Einstein Discovery ストーリーに、結果を最大化または最
小化するための対象の目標が含まれます。たとえば、ストーリーの目標として、利益率を増加すること (最大
化) や単位当たりのコストを減少すること (最小化) が考えられます。モデルには、ストーリーの説明、予測、
おすすめのみが含まれます。
対象: この変更は、Lightning Experience での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics および Einstein Discovery

in Analytics は、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で使用できます。
Developer Edition でも使用可能。
対象ユーザ: Salesforce にリリースされたモデルを管理するには、「Einstein Discovery の管理」ユーザ権限が必要で
す。
方法: Salesforce にリリースされたモデルを管理する手順は次のとおりです。
1. Analytics Studio のストーリーツールバーで [モデルマネージャ] をクリックします。
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モデルマネージャの各行は、1 つ以上のモデルを含む異なる目標を表します。

2. 目標に関連付けられたリリース済みモデルを表示するには、[表示] をクリックします。

3. この画面から、次の操作を実行できます。
• Salesforce でのモデルの評価順序の並び替えまたは変更
• モデルの無効化 (Salesforce でモデルが非表示になります)

• モデル全体の削除

関連トピック:

Salesforce Einstein: 売上予測のカスタム項目、ボットの自動化フロー、より迅速なデータの視覚化、強化され
た画像検出

総計値およびパフォーマンスを調べて Einstein Discovery モデルを改善
モデル総計値はモデルの統計的基礎およびパフォーマンスを理解するのに役立つため、どの場所をどのように
強化すれば結果をさらに向上できるかを知ることができます。
対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics お
よび Einstein Discovery in Analytics は、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。Developer Edition でも使用可能。
対象ユーザ: モデル総計値を確認するには、「Einstein Discovery の管理」ユーザ権限が必要です。
方法: モデルのパフォーマンスの詳細を確認する手順は次のとおりです。
1. Analytics Studio でストーリーを開きます。
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2. ストーリーツールバーで [Model Metrics (モデル総計値)] をクリックします。
3. 表示する総計値のタブをクリックします ([Coefficients (係数)]、[Cross-Validation Metrics (交差検証総計値)]、[Scoring

Metrics (スコアリング総計値)]、[Cumulative Capture Rate Chart (累積キャプチャ率グラフ)])。

[Scoring Metrics (スコアリング総計値)] タブと [Cumulative Capture Rate Chart (累積キャプチャ率グラフ)] タブは、
選択された結果変数が、2 つの値を持つテキストの場合にのみ表示されます。たとえば、org_type 項目は 2

つの値 (「public」(公開) および「private」(非公開)) のみを持つ場合に対象となります。[Scoring Metrics (スコア
リング総計値)] タブと [Cumulative Capture Rate Chart (累積キャプチャ率グラフ)] タブは、数値の結果変数では表
示されません。

関連トピック:

Salesforce Einstein: 売上予測のカスタム項目、ボットの自動化フロー、より迅速なデータの視覚化、強化され
た画像検出

コミュニティ: スレッドディスカッション、レコグニションバッ
ジ、ゲストユーザのフロー、ヘルプセンターテンプレートなど

このリリースではコミュニティ自体に素晴らしい機能と改善が加えられました。コミュニティメンバーは、ス
レッドディスカッションを使用して、実際に会話できるようになりました。レコグニションバッジは、コミュ
ニティメンバーのモチベーションを高め、採用を促進します。ゲストコミュニティユーザは、ログインするこ
となくコミュニティでフローを使用して多くの作業を実行できます。カスタマーサポートは、顧客同士が助け
合うことができるように、新しいヘルプセンターテンプレートを使用してすばやく知識ベースコミュニティを
設定できます。このような多くの新しいコンポーネント、セキュリティ機能、一般的な改善により、コミュニ
ティ実装の価値が保たれています。
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ヒント: 最近の Salesforce には多くの Lightning (Lightning Experience、Lightning Bolt、Lightning コンポーネント)

があり、それぞれのコミュニティへの適用方法を理解するのは難しいかもしれません。概要は次のとお
りです。
Lightning コミュニティは、Lightning Experience と同様、Lightning プラットフォームと Lightning コンポーネン
トを基盤としています。ただし、これらを使用するために Lightning Experience を有効にする必要はありま
せん。

このセクションの内容:

Lightning コミュニティ: コンテンツ管理、ヘルプセンターテンプレート、ゲストユーザのフロー、検索結果
の絞り込み
Lightning コミュニティは驚くべきペースで革新しており、このリリースも例外ではありません。[コンテン
ツ管理] でコミュニティから直接コンテンツを作成および管理します。ヘルプセンターテンプレートを使用
して、顧客が知識ベースで必要な回答をすばやく見つけられるようにします。サイトおよびページ全体の
エクスポートと同様にテーマをエクスポートします。
コミュニティビルダーでの Lightning コンポーネント: 絞り込まれた検索、レコードのトピック、フローへの
ゲストユーザアクセス
コミュニティで使用する新しい Lightning コンポーネントや、既存のコンポーネントの機能強化をご堪能く
ださい。検索結果を絞り込んだり、スレッドディスカッションを使用したり、ユーザがトピックをレコー
ドに追加できるようにしたり、フローへのアクセス権をコミュニティゲストユーザに付与したりできます。
コミュニティエンゲージメント: レコグニションバッジと質問に関するレポート
このリリースでは、コミュニティメンバーのエンゲージメントとモチベーションの維持に役立つレコグニ
ションバッジが正式リリースされました。また、コミュニティの質問が回答されているかどうかに関する
レポートにアクセスできるようになりました。
Lightning コミュニティのファイル: フォルダ共有、編集可能なファイル詳細ページ、ファイルのアップロー
ド時のカスタム項目
複数のファイルをパートナー、見込み客、チームメイトと簡単に共有できるようになりました。ファイル
のアップロード時にファイル詳細ページの項目を編集してカスタム項目を入力し、ライブラリのファイル
データを調整します。
Partner Central: 代理取引先管理、パートナーとの共通のブランド設定、パートナーの一意のユーザ名、予算
の検証の緩和、コミュニティユーザの表示
取引先管理の機能強化によって、パートナー取引先の代理管理者に営業チームのメンバーの作成および編
集機能が与えられます。チャネルパートナーは、ブランドのロゴや組織情報を管理、作成、共有できます。
チャネルパートナーは、商談関連のメールやマーケティングキャンペーンで共通のブランドが設定された
メールテンプレートを使用できます。パートナーは、市場開発資金を使用するときにより柔軟な方法で予
算の割り当て、リクエスト、要求ができます。
共有: より多くのライセンスおよびオブジェクトに対応するための共有セットのサポート、iframe のクリッ
クジャック保護
すべての Customer および Partner Community ライセンスや、より多くのオブジェクトで共有セットを使用した
り、プライバシーの懸念事項に役立つ Google の IP 匿名化を使用したり、クリックジャック攻撃からコミュ
ニティを保護したりできます。
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操作性およびパフォーマンスの改善: 連動選択リストコントロールの改善と必要に応じて使用できる URL ク
エリパラメータのサポート
レコードページのゲストユーザエクスペリエンスが改善され、必要に応じて使用できる URL クエリパラメー
タのサポートでページ応答が迅速化されています。
コミュニティのドキュメント: Winter リリースの多くの新しいコンテンツ
提供するコンテンツにいくつかの新しい資料を加えて更新しました。この資料では、コミュニティでの CRM

データの安全な共有に関する微妙な違いが説明されています。また、一部の古い資料が削除され、Salesforce

ヘルプから検索できるようにコンテンツが統合されました。
コミュニティのその他の変更
コミュニティのユーザエクスペリエンスを向上させる小規模な変更について説明します。

Lightning コミュニティ: コンテンツ管理、ヘルプセンターテンプレー
ト、ゲストユーザのフロー、検索結果の絞り込み
Lightning コミュニティは驚くべきペースで革新しており、このリリースも例外ではありません。[コンテンツ管
理] でコミュニティから直接コンテンツを作成および管理します。ヘルプセンターテンプレートを使用して、
顧客が知識ベースで必要な回答をすばやく見つけられるようにします。サイトおよびページ全体のエクスポー
トと同様にテーマをエクスポートします。

このセクションの内容:

Lightning コミュニティテンプレートを最新のテンプレートに更新
Lightning コミュニティの改善は常に行われていますが、最新のテンプレートを使用しないと、その利点を
得ることができません。そのため、まだ更新していない場合は、乗り遅れないようにしてください。
セルフサービスヘルプセンターの作成と顧客による簡単な検索
公開ヘルプセンターを作成して、誰もが簡単にナレッジリソースを検索できるようにし、各自でソリュー
ションを見つけることができるようにします。顧客は、カスタマーサービスでケースを登録する代わりに、
利用できるようにした知識ベースの記事から必要な情報を見つけることができます。
Community Cloud 向け CMS について (ベータ)

コミュニティワークスペースの新しい [コンテンツ管理] タブからアクセスできる Community Cloud 向け CMS

を使用して、コミュニティで直接コンテンツを作成および管理します。数回のクリックでコンテンツや
Salesforce CRM の問題情報を整理してコミュニティに追加できます。さらに数回クリックすれば、ニーズに
合わせてレイアウトを調整できます。
廃止へと向かっている Koa および Kokua

まだ Koa および Kokua テンプレートを使用している場合、知ってくべきことがあります。これらのテンプ
レートに愛着はあるものの、これよりはるかに充実した新しいテンプレートの開発に専念しています。こ
れらのテンプレートは引き続きサポートされますが、テンプレートで新しいコミュニティを作成すること
はできません。最新のテンプレートに更新して、そのすべての機能を活用することを検討してください。
Koa および Kokua は素晴らしいですが、それらにいつまでも固執しているとチャンスを逃してしまいます。
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利用者ターゲティングの機能強化の使用
利用者の機能強化を利用して、より適切に対象メンバーを定義します。AND の代わりに OR (1 AND 2 の代わ
りに 1 OR 2) を選択するオプションが追加されました。また、このリリースでは [次の文字列と一致する]、
[次の文字列と一致しない]、[次の文字列を含む]、[次の文字列を含まない] などの演算子も追加されていま
す。
サイトおよびページ全体のエクスポートと同様にテーマをエクスポート
作成済みのテーマを、サイトの残りの要素を含めずに共有する必要が生じるかもしれません。大丈夫です。
[設定] の [開発者] ページで、その他のサイト構造を含まない最小限のテーマをエクスポートできるため、
ファイルまたは AppExchnage を使用してテーマを共有できます。
テーマの機能強化とオプションの追加
積み上げられたヘッダーが含まれる残り火と検索第一の方法を提供するウェブスターの 2 つのテーマが追
加されました。テーマを簡単に操作できるようにするオプションも追加されました。
大部分のページの URL の編集
ホームページ、ログインページ、エラーページ以外のコミュニティページのアドレスを管理や環境のニー
ズに合わせて変更できるようになりました。
入力時のヘッドマークアップの検証
コミュニティビルダーを使用してヘッドマークアップを編集するより高度なユーザのために入力時の構文
チェックが強化されました。特定のタグが許可されていない場合や、入力した meta タグが不完全または
誤っている場合、保存前にすぐにフィードバックを得ることができます。

Lightning コミュニティテンプレートを最新のテンプレートに更新
Lightning コミュニティの改善は常に行われていますが、最新のテンプレートを使用しないと、その利点を得る
ことができません。そのため、まだ更新していない場合は、乗り遅れないようにしてください。
対象: Lightning Experience または Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティを更新します。コミュニ
ティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。
方法: Summer '18 でコミュニティを作成した場合、何もする必要はありません。コミュニティは、Winter '19 リ
リースで自動的に更新されます。Spring '18 以前にコミュニティを作成した場合、コミュニティビルダーに更新

フラグ が表示されます。

重要: コミュニティを更新する前に、更新によるコミュニティへの影響が説明されている「コミュニティ
のテンプレートの更新」を参照してください。また、「Migrate CSS Overrides (CSS 上書きの移行)」を参照し
て、カスタム CSS に影響する可能性のある特定のセレクタの変更も確認してください。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。また、Winter '18 からコミュニティを更新していな
い場合は、重要な情報が記載されたこのリリースノートを参照してください。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。
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セルフサービスヘルプセンターの作成と顧客による簡単な検索
公開ヘルプセンターを作成して、誰もが簡単にナレッジリソースを検索できるようにし、各自でソリューショ
ンを見つけることができるようにします。顧客は、カスタマーサービスでケースを登録する代わりに、利用で
きるようにした知識ベースの記事から必要な情報を見つけることができます。
対象:この機能は、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Developer Edition、Unlimited Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティで使用できます。
理由: サポートチームが顧客の問題を解決するためにすでに使用しているナレッジ記事を取得し、全員で直接
共有します。ヘルプセンターの公開アクセスを使用すれば、顧客はログインせずにソリューションを見つける
ことができます。顧客は、ホームページから直接主要トピックに移動したり、検索語を入力したりできます。
[カスタマーサポート] ページでは、ケースを登録したり、その場で問題に関連する記事にアクセスしたりでき
ます。
従来よりも簡単に公開ヘルプセンターを構築、リリース、アップグレードできます。新しいヘルプセンターテ
ンプレートでは、数分でヘルプセンターを作成できます。新しいガイド付き設定の手順に従ってヘルプセン
ターを設定します。最初から最後までガイド付き設定を実行することも、中断して後でその場所から再開する
こともできます。
方法: 開始するには、ナレッジが組織で有効になっていて、ナレッジの組織設定を有効にしている必要があり
ます。また、一般的な問題のソリューションにフォーカスしたナレッジ記事の強固なコレクションを設定する
ことも有益です。すべての準備が整ったら、[設定] > [コミュニティ] > [すべてのコミュニティ]に移動します。
[新規コミュニティ] をクリックし、[ヘルプセンター] テンプレートをクリックします。

ヘルプセンターを作成したら、[ガイド付き設定] タイルをクリックし、[ヘルプセンター] ガイド付き設定タイ
ルをクリックして、ワークスペースでガイド付き設定を起動します。

メモ: ヘルプセンターのデフォルトビューには、[Powered by Salesforce] という新しいフッターが表示されま
す。これは、簡単に削除したり、各自のフッターコンテンツに置き換えたりできます。
注意: Summer '18 では、一部のエディションの記事と翻訳言語の制限が緩和されました。この情報を知っ
ておくと、ヘルプセンターの計画に役立ちます。
• Essentials: 500 件の記事、1 個の言語
• Enterprise: 5 万件の記事、5 個の言語
• Unlimited: 15 万件の記事、10 個の言語
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Community Cloud 向け CMS について (ベータ)
コミュニティワークスペースの新しい [コンテンツ管理] タブからアクセスできる Community Cloud 向け CMS を使
用して、コミュニティで直接コンテンツを作成および管理します。数回のクリックでコンテンツや Salesforce

CRM の問題情報を整理してコミュニティに追加できます。さらに数回クリックすれば、ニーズに合わせてレイ
アウトを調整できます。
対象: この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと、Essentials

Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。このオープンベー
タは、自動的にすべてのコミュニティで使用できるようになりますが、最大限に活用するには、システム管理
者がコミュニティワークスペースのコンテンツ管理を有効にする必要があります。

メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの Community Cloud 向け CMS 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。Community Cloud 向け CMS 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。正式リリースされた製品および機能に基づいて
のみ購入をご決定ください。Community Cloud 向け CMS に関するフィードバックや提案は、Trailblazer Community

の「Community Cloud」グループに投稿してください。
対象ユーザ: コミュニティワークスペースを使用する権限を持つユーザは、Community Cloud 向け CMS を使用し
てコンテンツを作成でき、コミュニティビルダーにアクセスする権限を持つユーザは、Community Cloud 向け
CMS を使用してコンテンツをページに追加できます。
理由: マーケティングスタッフまたはテクニカルスタッフのブログを統合できるようになりました。さらに、
在庫または取引先情報などの Salesforce CRM データを簡単に表示することもできるようになっています。各コン
テンツの信頼できる情報源は一元化されているため、すべて 1 か所で管理できます。つまり、1 か所で更新す
れば、使用されているすべての場所で自動的に更新されます。
方法: [コンテンツ管理] タイルをクリックして [コンテンツ管理の使用を開始] を選択し、コミュニティワーク
スペースの Community Cloud 向け CMS を有効にします。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Content Management Overview (コンテンツ管理の概要) (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)

廃止へと向かっている Koa および Kokua
まだ Koa および Kokua テンプレートを使用している場合、知ってくべきことがあります。これらのテンプレー
トに愛着はあるものの、これよりはるかに充実した新しいテンプレートの開発に専念しています。これらのテ
ンプレートは引き続きサポートされますが、テンプレートで新しいコミュニティを作成することはできませ
ん。最新のテンプレートに更新して、そのすべての機能を活用することを検討してください。Koa および Kokua

は素晴らしいですが、それらにいつまでも固執しているとチャンスを逃してしまいます。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティで使用できま
す。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できま
す。
理由: Koa および Kokua テンプレートの現状は次のとおりです。
• Koa および Kokua では、コミュニティウィザードを使用して新しいコミュニティを作成できない。
• [テンプレートを変更] ウィザードを使用して、別のテンプレートから Koa または Kokua に変更することはで

きない。
• Koa または Kokua テンプレートを別のテンプレートに変更できる。
• Salesforce カスタマーサポートでは、Koa または Kokua コミュニティをまだ使用しているお客様のために必要

に応じて引き続き Koa/Kokua コミュニティを手動で作成できる。

関連トピック:

Lightning コミュニティテンプレートを最新のテンプレートに更新
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利用者ターゲティングの機能強化の使用
利用者の機能強化を利用して、より適切に対象メンバーを定義します。AND の代わりに OR (1 AND 2 の代わりに
1 OR 2) を選択するオプションが追加されました。また、このリリースでは [次の文字列と一致する]、[次の文字
列と一致しない]、[次の文字列を含む]、[次の文字列を含まない] などの演算子も追加されています。
対象: この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと、Essentials

Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。

サイトおよびページ全体のエクスポートと同様にテーマをエクスポート
作成済みのテーマを、サイトの残りの要素を含めずに共有する必要が生じるかもしれません。大丈夫です。
[設定]の [開発者]ページで、その他のサイト構造を含まない最小限のテーマをエクスポートできるため、ファ
イルまたは AppExchnage を使用してテーマを共有できます。
対象: この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティおよび Salesforce

タブ + Visualforce コミュニティで使用できます。コミュニティは Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance

Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。
対象ユーザ: この機能は、すべてのコミュニティ管理者が使用できます。
方法: テーマのエクスポートは、ページやテンプレートのエクスポートに似ています。また、見つけやすいよ
うに同じ場所に存在します。
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テーマの機能強化とオプションの追加
積み上げられたヘッダーが含まれる残り火と検索第一の方法を提供するウェブスターの 2 つのテーマが追加さ
れました。テーマを簡単に操作できるようにするオプションも追加されました。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティで使用できま
す。コミュニティは Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

で使用できます。
理由: Salesforce はコミュニティを改善し、その柔軟性を高めることに常に取り組んでいます。つまり、いくつ
かの大きな調整と共に多くの小さな調整も加えています。小さな調整ではありますが、このリリースで大きな
影響のある調整を次にいくつか示します。
• テーマの機能が強化されています。[ヘッダーに固定] と [ナビゲーションの下にヒーロー] が有効になって

いる場合、ヘッダー背景の新しい色プロパティにより、スクロール時のメニューの可視性が向上します。
• 新しいコンパクトヘッダー種別では、ロゴを左、右、中央に配置できます。これにはスライドアウトナビ

ゲーションも含まれており、ナビゲーションを右側または左側に配置できます。
• ページ種別に関係なくすべてのコンポーネントを表示できます。
• [テーマを変更] ウィザードは、常に最も新しいものから最も古いものの順に表示されます。

メモ: カスタマーサービステーマは、リストの最後に表示されるようになりました。

• テンプレートの作成時にインストールされなかった標準ページからコミュニティにページとルートを作成
できるようになりました。

• 一貫性を高めるため、いくつかのダイアログで、ごみ箱アイコンが、削除機能を示すより一般的な赤の X

に変更されました。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Understanding Themes (テーマについて)
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大部分のページの URL の編集
ホームページ、ログインページ、エラーページ以外のコミュニティページのアドレスを管理や環境のニーズに
合わせて変更できるようになりました。
対象: この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと、Essentials

Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。
方法: 大部分の標準ページの URL は、1, 2, 3...4 で簡単に変更できます。
1. 更新するページの (1) [プロパティ] を開きます。
2. (2) [ベース URL を変更] をクリックして、ページの新しいベース URL を入力します。
3. (3) [更新] をクリックすれば、ほぼ完了です。

メモ: オブジェクトページのベース URL を更新すると、その詳細ページ、リストページ、関連リスト
ページが自動的に更新されます。

4. 最終ステップ: 他のページまたはコミュニティ外のリンクから手動でコーディングした可能性のあるページ
(オブジェクトページ、詳細ページ、リストページ、関連リストページ) は自動的に更新されないため、こ
れらのページへの他のすべての参照を忘れずに更新します。

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カスタムページの作成 (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)

入力時のヘッドマークアップの検証
コミュニティビルダーを使用してヘッドマークアップを編集するより高度なユーザのために入力時の構文チェッ
クが強化されました。特定のタグが許可されていない場合や、入力した meta タグが不完全または誤っている
場合、保存前にすぐにフィードバックを得ることができます。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティおよび Salesforce

タブ + Visualforce コミュニティで使用できます。コミュニティは Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance

Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。
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方法: 通常どおりに入力します。残りの作業は自動的に行われます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: ページの <head> へのマークアップの追加によるコミュニティのカスタマイズ (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の Lightning コンポーネント: 絞り込まれた検
索、レコードのトピック、フローへのゲストユーザアクセス
コミュニティで使用する新しい Lightning コンポーネントや、既存のコンポーネントの機能強化をご堪能くださ
い。検索結果を絞り込んだり、スレッドディスカッションを使用したり、ユーザがトピックをレコードに追加
できるようにしたり、フローへのアクセス権をコミュニティゲストユーザに付与したりできます。

このセクションの内容:

コミュニティでの検索結果の絞り込み
コミュニティおよびポータルユーザは、検索を絞り込むことができます。コミュニティのユーザは、取引
先、ナレッジ記事、ケース、取引先責任者、ダッシュボード、ファイル、リード、商談、人、ToDo のオブ
ジェクトの検索結果を絞り込むことができるようになりました。
フィードでのディスカッションのやりとり
人と話すときに、フィードのようになることはめったにありません。フィードでは、1 人が質問をすると他
のすべての人が回答します。実際の世界では、1 人が質問をすると誰かが回答します。その後、回答に返信
があり、その返信にさらに返信があります。スレッドディスカッションを使用してこの活気のあるフロー
をコミュニティで体験できるようになりました。

375

コミュニティビルダーでの Lightning コンポーネント: 絞
り込まれた検索、レコードのトピック、フローへのゲス

トユーザアクセス

Salesforce Winter '19 リリースノート

https://help.salesforce.com/articleView?id=community_builder_page_head.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=community_builder_page_head.htm&language=ja


ゲストユーザによるフローへのアクセスの許可
ゲストユーザは、公開コミュニティページでフローにアクセスできるようになりました。フローを使用す
ると、登録プロセスでユーザをガイドしながら、ユーザについての理解を深めることができます。これに
より、できる限り最適なコミュニティ環境を提供できます。
コミュニティのスレッドの削除のブロック
Winter '19 以降に作成された組織では、重要なコンテンツが失われないように、何らかの要素がネストされ
ているフィード項目の削除がブロックされます。たとえば、質問に回答がある場合や、コメントに返信が
ある場合、質問やコメントの削除がブロックされます。
モバイルデバイスでのリッチパブリッシャーアプリケーションの使用
モバイルデバイスでコミュニティフィードにアクセスした場合に、フィードパブリッシャーで利用できる
リッチパブリッシャーアプリケーションを使用できるようになりました。
ユーザがレコードにトピックを追加できるようにする
コミュニティメンバーは、レコードにトピックを割り当てて、共通のテーマで整理できます。コミュニティ
メンバーはトピックを使用して、項目に何を表示しているか、また、顧客と何についてディスカッション
しているかを追跡できます。
リストビューからのトピックの活用
コミュニティのトピックを 1 か所に表示し、名前、説明、または種別でトピックを並び替えます。トピッ
クが主要トピックか、ナビゲーショントピックか、コンテンツトピックか、いくつかの種別の組み合わせ
であるかを簡単に確認できます。トピック名をクリックすると、コミュニティのトピックの詳細ページに
移動します。
元のコンテンツへのトピックの追加 (ベータ)

コンテンツのトピックを有効にして、トピックを使用してコミュニティのネイティブコンテンツをテーマ
別に整理します。
より詳細な関連リストの表示
新しい [関連リスト - 1 つ] コンポーネントをオブジェクトページに追加して、表示する関連リストを指定し
ます。新しいコンポーネントは、全種類の関連リストが表示される [関連レコードリスト] コンポーネント
とは異なり、対象を絞った環境を実現できます。たとえば、特定の取引先の関連するオープンケースのみ
を表示できます。また、どちらのコンポーネントにも、表示を絞り込んで使いやすくする新しいレイアウ
トオプション ([サイドバー] や [モバイル] など) があります。
コミュニティメンバーへの提案アクションとオファー (パイロット)

新しい [推奨アクション] コンポーネントを追加し、Lightning コミュニティメンバーに表示する提案を決定す
る戦略を実行します。提案または推奨は、一般的なアクションや特別なオファーの提供など、任意の目的
に使用できます。戦略の作成時に、特定の提案を表示するための条件を決定できます。このコンポーネン
トは「Einstein 次善アクション」パイロットの一部として使用可能です。
コミュニティユーザへの Salesforce IoT データの表示
Salesforce IoT Insights コミュニティビルダーコンポーネントを追加して、Salesforce IoT データを Lightning コミュ
ニティメンバーに表示します。このコンポーネントは英語のみで使用できます。
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ユーザプロファイルコンポーネントのアクションのカスタマイズ
ユーザプロファイルコンポーネントのアクションボタンをカスタマイズできるようになりました。[編集]、
[フォロー]、[凍結]、[メッセージ]、[バッジを付与] アクションは省略可能になったため、これらを目立たな
いようにすべてドロップダウンに入れておいたり、特定のアクションのみをプロファイルに表示したりで
きます。
コミュニティで使用できる Snap-in チャット機能の増加
チャットをコミュニティに追加する利点と強力なチャット機能の利点の二者択一を迫られることはなくな
りました。Snap-in チャットコンポーネントでスニペット専用の設定をコミュニティの Snap-in に追加しま
す。特殊な事前チャットやボタンへの直接転送などの機能を追加します。自動招待は、まだコミュニティ
の Snap-in で使用できません。リソースファイルのスニペット設定は、コードスニペットで使用する設定と
は若干異なります。詳細は、『Snap-Ins for Web Developer Guide (Web 用の Snap-in 開発者ガイド)』を参照してく
ださい。
Lightning コミュニティからの Field Service 派遣を許可
Lightning コミュニティに Field Service Lightning ディスパッチャコンソールを埋め込み、コントラクターがチー
ムの派遣を管理できるようにします。Field Service Lightning 管理パッケージの新しい権限セットにより、派遣
の管理を信頼できるコントラクターマネージャに委任できます。
コミュニティの新しいグローバルアクションによる時間の節約
それぞれが特定のユーザ種別向けに設計された 2 つの新しい [ケース] グローバルアクションが追加されま
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を設定するときに、認証済みユーザとゲ
ストユーザで別々の [ケース] グローバルアクションが表示されるようになりました。
レコード詳細ページの編集中に項目の連動関係を表示
レコード詳細ページで選択リストまたはチェックボックスを編集中に、すべての連動項目と制御項目を表
示して更新します。
リストビューの検索および共有と [キャンペーン] 関連リストの絞り込み
レコードリストコンポーネントが使いやすくなり、リストビューを検索したり、キャンペーン関連リスト
を絞り込んだり、組織内の他のユーザとリストビューを共有したりできます。

コミュニティでの検索結果の絞り込み
コミュニティおよびポータルユーザは、検索を絞り込むことができます。コミュニティのユーザは、取引先、
ナレッジ記事、ケース、取引先責任者、ダッシュボード、ファイル、リード、商談、人、ToDo のオブジェク
トの検索結果を絞り込むことができるようになりました。
対象: この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと、Essentials

Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。

メモ: ナレッジ記事の絞り込みはベータ機能です。ナレッジ記事の絞り込み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。自身の独自の決定権でこの機能を使用し、現在正式にリリースされている製品および機能に基づい
て購入をご決定ください。Salesforce 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
しません。また、いかなる時点でもこの機能を終了できるものとします。この機能は、評価目的のみで、
本番での使用を目的にしたものではありません。この機能は、そのままの状態で提供され、サポートさ
れておらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任
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も負いません。すべての制約、Salesforce の権利の保留、本サービスに関する義務、および関連する Salesforce

以外のアプリケーションならびにコンテンツの条件は、この機能の使用に等しく適用されます。
方法:コミュニティの検索条件は、Salesforce 組織でデフォルトで有効になります。[設定] から、オブジェクトマ
ネージャで絞り込む各オブジェクトの [検索レイアウト] に移動します。ユーザが絞り込む項目を [検索結果] レ
イアウトに追加します。サポートされるデータ型は、チェックボックス、電話番号、選択リスト、テキスト、
URL です。暗号化された項目を絞り込むことはできません。
オブジェクト単位で検索条件を設定したら、コミュニティ単位で有効にできます。コミュニティの [グローバ
ル検索結果] コンポーネントのプロパティで [検索結果の絞り込みを許可] チェックボックスをオンにします。
その後、コミュニティメンバーは、検索結果ページの左側でサポート対象のオブジェクトを選択し、条件を適
用することによって結果を絞り込むことができます。

メモ: 内部組織と外部コミュニティで異なる検索条件を設定することはできません。内部組織で絞り込む
ことを選択した項目は、外部ユーザにそれらの項目へのアクセス権があれば、コミュニティにも表示さ
れます。

フィードでのディスカッションのやりとり
人と話すときに、フィードのようになることはめったにありません。フィードでは、1 人が質問をすると他の
すべての人が回答します。実際の世界では、1 人が質問をすると誰かが回答します。その後、回答に返信があ
り、その返信にさらに返信があります。スレッドディスカッションを使用してこの活気のあるフローをコミュ
ニティで体験できるようになりました。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティで使用できま
す。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できま
す。
理由:スレッドは、1 つ以上のレベルのネストがあるフィード項目です。たとえば、回答がある質問や返信があ
るコメントはスレッドです。スレッドディスカッションでは、返信のレベルを最大で 3 つ持つことができま
す。誰が何に対して返信しているかが一目でわかるように、ディスカッションはインデントされます。
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スレッドディスカッションの通知メールも更新されました。メール内にある、スレッドへのリンクをクリック
すると、回答または返信に直接移動します。以前は通知リンクをクリックすると、スレッドの最上部に移動し
ていました。
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方法: 新しいコミュニティでは、スレッドディスカッションをデフォルトで使用できます。既存のコミュニティ
では、コミュニティの管理ワークスペースに移動します。[設定] の [全般] ヘッダーの下で [ディスカッション
スレッドを許可] を選択し、[保存] をクリックします。

重要:  Winter '19 以降に作成された組織では、重要なコンテンツが失われないように、何らかの要素がネス
トされているフィード項目の削除がブロックされます。たとえば、質問に回答がある場合、質問の削除
がブロックされます。
Winter '19 以降に作成された組織の場合、ブロックがデフォルトの動作になります。Winter '19 より前に存在
していた組織の場合、Salesforce カスタマーサポートに電話で連絡して、ブロックを有効にできます。ブ
ロックが有効になっていると、フィードモデレータと「すべてのデータの編集」権限を持つユーザのみ
がコミュニティスレッドを削除できます。
削除がブロックされていないと次のようになるため、削除をブロックすることをお勧めします。
• フィード項目の作成者は、ネストされたすべての応答を削除できる。
• フィード項目を削除すると、ネストされたすべての応答が削除される。
フィード項目にネストされた要素がない場合、作成者はいつでも項目を削除できます。

Chatter REST API と Chatter in Apex は、スレッドディスカッションをサポートします。

ゲストユーザによるフローへのアクセスの許可
ゲストユーザは、公開コミュニティページでフローにアクセスできるようになりました。フローを使用する
と、登録プロセスでユーザをガイドしながら、ユーザについての理解を深めることができます。これにより、
できる限り最適なコミュニティ環境を提供できます。
対象: この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Salesforce タブ + Visualforce コミュニ
ティおよび Lightning コミュニティと、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使
用できます。
理由: フローへのアクセスをゲストユーザに許可すると、ユーザが登録する前に特定のデータを収集すること
を目的としたマルチパートフォームやディシジョンツリーを提供できます。システム管理者は、フローの最後
にユーザを登録し、以前に入力したすべての情報を取り込むことができます。

例: ゲストユーザフローにより、ユーザはアカウントを作成する前に設定を指定できます。この例では、
システム管理者はユーザがアカウントを作成する前にデータプライバシー設定を指定できるようにした
いと考えています。システム管理者は、フローを使用して名前やメールアドレスなどのログイン情報を
収集する画面を作成します。
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訪問者は基本情報を入力したら次の画面に移動できます。この画面には、データ収集設定に関する質問
が表示されます。

訪問者は最終画面に進むことができます。この画面では、ユーザレコードが作成されて、設定が保存さ
れます。
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コミュニティのスレッドの削除のブロック
Winter '19 以降に作成された組織では、重要なコンテンツが失われないように、何らかの要素がネストされてい
るフィード項目の削除がブロックされます。たとえば、質問に回答がある場合や、コメントに返信がある場
合、質問やコメントの削除がブロックされます。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティで使用できま
す。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できま
す。
対象ユーザ: Winter '19 以降に作成された組織の場合、ブロックがデフォルトの動作になります。Winter '19 より
前に存在していた組織の場合、Salesforce カスタマーサポートに電話で連絡して、ブロックを有効にできます。
ブロックが有効になっていると、フィードモデレータと「すべてのデータの編集」権限を持つユーザのみがコ
ミュニティスレッドを削除できます。作成者は、ネストされた要素のないフィード項目をいつでも削除できま
す。
理由: 削除がブロックされていないと次のようになるため、削除をブロックすることをお勧めします。
• フィード項目の作成者は、ネストされたすべての応答を削除できる。
• フィード項目を削除すると、ネストされたすべての応答が削除される。

モバイルデバイスでのリッチパブリッシャーアプリケーションの使用
モバイルデバイスでコミュニティフィードにアクセスした場合に、フィードパブリッシャーで利用できるリッ
チパブリッシャーアプリケーションを使用できるようになりました。
対象: この機能は、モバイルデバイスから Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コ
ミュニティで使用できます。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer

Edition で使用できます。
理由: リッチパブリッシャーアプリケーションのアイコンは、フィードパブリッシャーの [添付] アイコンの横
にあります。
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ユーザがレコードにトピックを追加できるようにする
コミュニティメンバーは、レコードにトピックを割り当てて、共通のテーマで整理できます。コミュニティメ
ンバーはトピックを使用して、項目に何を表示しているか、また、顧客と何についてディスカッションしてい
るかを追跡できます。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティで使用できま
す。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できま
す。
理由: たとえば、サポートエージェントが通信標準に関心がある場合、通信情報が含まれるあらゆるファイル
に通信標準のトピックを追加できます。また、サポートエージェントは、通信標準のテーマの下で整理したい
と考えているケース、取引先責任者、または他のあらゆるレコードにトピックを割り当てることもできます。
コミュニティメンバーは、レコードのトピックを容易に参照、追加、削除できます。
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方法: トピックが有効になっているオブジェクトのレコード詳細ページにトピックコンポーネントを追加しま
す。タイトル、トピックエディタに表示するプレースホルダテキスト、および [表示件数を増やす] リンクを表
示する前に表示するトピックの数を設定します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でのレコードのトピックの設定 (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)

リストビューからのトピックの活用
コミュニティのトピックを 1 か所に表示し、名前、説明、または種別でトピックを並び替えます。トピックが
主要トピックか、ナビゲーショントピックか、コンテンツトピックか、いくつかの種別の組み合わせであるか
を簡単に確認できます。トピック名をクリックすると、コミュニティのトピックの詳細ページに移動します。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティで使用できま
す。コミュニティは Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

で使用できます。
理由: トピックを選択し、[コンテンツで有効化] をクリックすることで、コンテンツのトピックを 1 回で最大
10 個有効にできます。リストからトピックの編集と削除を簡単に行うことができます。
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方法: トピックの新しいリストビューを表示するには、ワークスペースから、[コンテンツ管理] > [トピック]を
クリックします。
コンテンツ管理 (ベータ) を使用している場合は、[すべてのトピック] > [コンテンツのすべてのトピック] を選
択することで、リストビューを自分のコンテンツトピックに絞り込むことができます。

メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの Community Cloud 向け CMS 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。Community Cloud 向け CMS 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。正式リリースされた製品および機能に基づいて
のみ購入をご決定ください。Community Cloud 向け CMS に関するフィードバックや提案は、Trailblazer Community

の「Community Cloud」グループに投稿してください。

関連トピック:

元のコンテンツへのトピックの追加 (ベータ)

元のコンテンツへのトピックの追加 (ベータ)
コンテンツのトピックを有効にして、トピックを使用してコミュニティのネイティブコンテンツをテーマ別に
整理します。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティで使用できま
す。コミュニティは Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

で使用できます。

メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンの Community Cloud 向け CMS 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。Community Cloud 向け CMS 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。正式リリースされた製品および機能に基づいて
のみ購入をご決定ください。Community Cloud 向け CMS に関するフィードバックや提案は、Trailblazer Community

の「Community Cloud」グループに投稿してください。
方法: コンテンツのトピックを有効にするには、ワークスペースから、[コンテンツ管理] > [トピック]をクリッ
クします。トピックを最大 10 個選択し、[コンテンツで有効化]をクリックします。または、[新規]をクリック
し、トピック名と説明を入力して、[コンテンツで有効化] を選択します。

385

コミュニティビルダーでの Lightning コンポーネント: 絞
り込まれた検索、レコードのトピック、フローへのゲス

トユーザアクセス

Salesforce Winter '19 リリースノート

https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F9300000001oDd
https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F9300000001oDd


コンテンツのトピックを有効にしたら、トピックを元のコンテンツに関連付けることができます。コンテンツ
ページのトピックコンポーネントでトピックは作成できません。

コンテンツトピックは他のトピックとマージできます。この操作を行っても、コンテンツの関連付けは保持さ
れます。
1 か所でコンテンツトピックを表示するには、[すべてのトピック] > [コンテンツのすべてのトピック]を選択し
ます。

Chatter REST API と Chatter in Apex は、コンテンツトピックをサポートします。

関連トピック:

Community Cloud 向け CMS について (ベータ)
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より詳細な関連リストの表示
新しい [関連リスト - 1 つ] コンポーネントをオブジェクトページに追加して、表示する関連リストを指定しま
す。新しいコンポーネントは、全種類の関連リストが表示される [関連レコードリスト] コンポーネントとは異
なり、対象を絞った環境を実現できます。たとえば、特定の取引先の関連するオープンケースのみを表示でき
ます。また、どちらのコンポーネントにも、表示を絞り込んで使いやすくする新しいレイアウトオプション
([サイドバー] や [モバイル] など) があります。
対象: この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと、Essentials

Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 各テンプレートで使用できるコンポーネント
Salesforce ヘルプ: [関連リスト - 1 つ] コンポーネント (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)

コミュニティメンバーへの提案アクションとオファー (パイロット)
新しい [推奨アクション] コンポーネントを追加し、Lightning コミュニティメンバーに表示する提案を決定する
戦略を実行します。提案または推奨は、一般的なアクションや特別なオファーの提供など、任意の目的に使用
できます。戦略の作成時に、特定の提案を表示するための条件を決定できます。このコンポーネントは「Einstein

次善アクション」パイロットの一部として使用可能です。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティおよび Salesforce

タブ + Visualforce コミュニティで使用できます。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、および Developer Edition で使用できます。

メモ: Einstein 次善アクションは、特定の契約条件への同意が必要なパイロットプログラムを通じて一部の
お客様に提供されています。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 次善アクション
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。正式リリースされた製品
および機能に基づいてのみ購入をご決定ください。Einstein 次善アクション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。

対象ユーザ:ユーザが推奨オファーを受け入れると、画面フローが起動します。フローを実行するには、コミュ
ニティメンバーに「フローを実行」権限があるか、コミュニティメンバーのユーザの詳細ページで「フロー
ユーザ」項目が有効になっている必要があります。
理由: 顧客がサポートに関するケースを作成し、その進行状況を追跡するリンクをクリックしたとします。説
明に「credit card benefits (クレジットカードの利点)」と記載されている場合、コミュニティに 2 つの推奨フロー
が表示されます。1 つは旅行限定の新しいカードを提案するフロー、もう 1 つは低い金利と手数料を提案する
フローです。
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Chatter REST API および Chatter in Apex は Einstein 次善アクションをサポートします。

コミュニティユーザへの Salesforce IoT データの表示
Salesforce IoT Insights コミュニティビルダーコンポーネントを追加して、Salesforce IoT データを Lightning コミュニ
ティメンバーに表示します。このコンポーネントは英語のみで使用できます。
対象: この機能は、Lightning Experience でアクセスする Lightning コミュニティと、Enterprise Edition、Performance

Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。

関連トピック:

IoT Insights を使用した Salesforce のあらゆる場所での Salesforce IoT データの表示

ユーザプロファイルコンポーネントのアクションのカスタマイズ
ユーザプロファイルコンポーネントのアクションボタンをカスタマイズできるようになりました。[編集]、
[フォロー]、[凍結]、[メッセージ]、[バッジを付与] アクションは省略可能になったため、これらを目立たない
ようにすべてドロップダウンに入れておいたり、特定のアクションのみをプロファイルに表示したりできま
す。
対象: この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと、Essentials

Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。
対象ユーザ: [バッジを付与] アクションは、「Lightning コミュニティのレコグニションバッジの付与」権限を
持つユーザにのみ表示されます。
理由: 柔軟性の向上とスペースの増加のために、すべてのアクションが 1 つのドロップダウンメニューに追加
されました。
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ボタンは追加された順序で表示され、[フォロー] アクションのみがデフォルトで表示されます。
方法: ユーザプロファイルのアクションボタンを変更するには、[設定] > [オブジェクトマネージャ] > [ユーザ]

に移動し、[ユーザページレイアウト]をクリックします。[モバイルおよび Lightning のアクション]タブで、表
示および非表示にするボタンを選択できます。

コミュニティで使用できる Snap-in チャット機能の増加
チャットをコミュニティに追加する利点と強力なチャット機能の利点の二者択一を迫られることはなくなりま
した。Snap-in チャットコンポーネントでスニペット専用の設定をコミュニティの Snap-in に追加します。特殊
な事前チャットやボタンへの直接転送などの機能を追加します。自動招待は、まだコミュニティの Snap-in で
使用できません。リソースファイルのスニペット設定は、コードスニペットで使用する設定とは若干異なりま
す。詳細は、『Snap-Ins for Web Developer Guide (Web 用の Snap-in 開発者ガイド)』を参照してください。
対象: この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと、Essentials

Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。

関連トピック:

コミュニティ Snap-in へのコードスニペット設定の追加

Lightning コミュニティからの Field Service 派遣を許可
Lightning コミュニティに Field Service Lightning ディスパッチャコンソールを埋め込み、コントラクターがチーム
の派遣を管理できるようにします。Field Service Lightning 管理パッケージの新しい権限セットにより、派遣の管
理を信頼できるコントラクターマネージャに委任できます。
対象: この変更は、Field Service Lightning 管理パッケージがインストールされている Enterprise Edition、Performance

Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
方法: 詳細は、「パートナーにコミュニティからの派遣を許可」を参照してください。

コミュニティの新しいグローバルアクションによる時間の節約
それぞれが特定のユーザ種別向けに設計された 2 つの新しい [ケース] グローバルアクションが追加されまし
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を設定するときに、認証済みユーザとゲスト
ユーザで別々の [ケース] グローバルアクションが表示されるようになりました。
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対象: この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと、Essentials

Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。

レコード詳細ページの編集中に項目の連動関係を表示
レコード詳細ページで選択リストまたはチェックボックスを編集中に、すべての連動項目と制御項目を表示し
て更新します。
対象: この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと、Enterprise

Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。
方法: 選択リストまたはチェックボックスの下にあるリンクを使用して関連項目を表示します。必要に応じて
項目を更新し、[適用] をクリックし、[保存] をクリックします。

リストビューの検索および共有と [キャンペーン] 関連リストの絞り込み
レコードリストコンポーネントが使いやすくなり、リストビューを検索したり、キャンペーン関連リストを絞
り込んだり、組織内の他のユーザとリストビューを共有したりできます。
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対象:この変更は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティで使用できま
す。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できま
す。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: レコードリスト

コミュニティエンゲージメント: レコグニションバッジと質問に関す
るレポート
このリリースでは、コミュニティメンバーのエンゲージメントとモチベーションの維持に役立つレコグニショ
ンバッジが正式リリースされました。また、コミュニティの質問が回答されているかどうかに関するレポート
に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:

レコグニションバッジによるメンバーの関与の維持 (正式リリース)

メンバーにレコグニションバッジを付与してメンバーの関与を促進し、維持します。まず、「祝辞」、「よ
うこそ」、「成功」、「感謝」の 4 つのバッジを用意しました。画像とメッセージ付きで独自のバッジを
作成することもできます。
ユーザプロファイルでのレコグニションバッジの表示
レコグニションバッジは、ユーザプロファイルコンポーネントおよびスタンドアロンのレコグニションバッ
ジコンポーネントとして使用できます。レコグニションバッジカードには、ユーザが獲得した直近の 3 つ
のバッジと、新しいバッジを授与するためのボタンが表示されます。
新しい [バッジを付与] ボタンを使用したレコグニションバッジの授与
[バッジを付与] アクションを使用して、同僚のユーザにふさわしいレコグニションバッジを簡単に付与で
きます。[バッジを付与] をボタンを追加して、ユーザプロファイルから直接ユーザにバッジを付与します。
回答ありおよび回答なしの質問レポートを使用してコミュニティの活動を確認
回答ありおよび回答なしの質問レポートには、コミュニティで尋ねられた質問と、質問が回答されたかど
うかが示されます。質問をしたユーザ、質問が回答された頻度、質問に回答したユーザを把握できます。
既存の質問レポートとは異なり、このレポートには、コミュニティ内のすべてのオブジェクトの質問が示
され、回答と最良の回答の両方が含まれます。

レコグニションバッジによるメンバーの関与の維持 (正式リリース)
メンバーにレコグニションバッジを付与してメンバーの関与を促進し、維持します。まず、「祝辞」、「よう
こそ」、「成功」、「感謝」の 4 つのバッジを用意しました。画像とメッセージ付きで独自のバッジを作成す
ることもできます。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティで使用できま
す。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できま
す。
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方法: Work.com の感謝機能を有効にします。Classic の [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Work.com」と入
力し、[Work.com の設定] を選択します。

[有効化]を選択して保存します。作成されるカスタムバッジの数を制御し、重複を回避するために、カスタム
バッジの作成はコミュニティマネージャのみに許可することをお勧めします。権限セットを使用するか、ユー
ザプロファイルを編集して、バッジを作成および付与するための権限を含めます。

次に、Lightning コミュニティのワークスペースに移動し、[ゲーミフィケーション] をクリックします。

[レコグニションバッジ]を有効にすれば準備完了です。メインページから、バッジの作成と既存のバッジの管
理ができます。

特定のバッジを付与できるユーザを決定するには、リストビューの行アクションから[バッジ付与者を管理]を
選択し、メンバーを追加します。
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メモ: [バッジ付与者を管理] オプションは、公開バッジでは使用できません。バッジの状況を変更するに
は、バッジを編集して [公開] をオフにします。これで、バッジを付与できるユーザを選択できます。

ユーザプロファイルでのレコグニションバッジの表示
レコグニションバッジは、ユーザプロファイルコンポーネントおよびスタンドアロンのレコグニションバッジ
コンポーネントとして使用できます。レコグニションバッジカードには、ユーザが獲得した直近の 3 つのバッ
ジと、新しいバッジを授与するためのボタンが表示されます。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティで使用できま
す。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できま
す。
理由: レコグニションバッジコンポーネントを任意のユーザプロファイルページに追加して、ユーザのバッジ
を表示します。

方法: レコグニションバッジコンポーネントの使用を開始するには、コミュニティワークスペースの [ゲーミ
フィケーション] タイルをクリックします。[レコグニションバッジ] タブで、[有効化] をクリックします。

新しい [バッジを付与] ボタンを使用したレコグニションバッジの授与
[バッジを付与] アクションを使用して、同僚のユーザにふさわしいレコグニションバッジを簡単に付与できま
す。[バッジを付与] をボタンを追加して、ユーザプロファイルから直接ユーザにバッジを付与します。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティで使用できま
す。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できま
す。
対象ユーザ: [バッジを付与] アクションは、「Lightning コミュニティのレコグニションバッジの付与」権限を
持つユーザにのみ表示されます。
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理由: ユーザプロファイルから [バッジを付与] を選択すると、そのユーザの名前が自動的に [宛先] 項目に追加
されます。

レコグニションバッジカードにある[付与]ボタンでバッジを付与することもできます。ユーザプロファイルコ
ンポーネントまたはレコグニションバッジコンポーネントを使用して、ユーザプロファイルにカードを追加し
ます。
方法: Classic インターフェースで [バッジを付与] アクションをユーザプロファイルに追加するには、[設定] > [ビ
ルド] > [カスタマイズ] > [ユーザ] > [ページレイアウト] に移動します。[User Layout (ユーザレイアウト)] を編集
します。[モバイルおよび Lightning のアクション] で、[バッジを付与] を選択し、表示に追加します。

回答ありおよび回答なしの質問レポートを使用してコミュニティの活動を確認
回答ありおよび回答なしの質問レポートには、コミュニティで尋ねられた質問と、質問が回答されたかどうか
が示されます。質問をしたユーザ、質問が回答された頻度、質問に回答したユーザを把握できます。既存の質
問レポートとは異なり、このレポートには、コミュニティ内のすべてのオブジェクトの質問が示され、回答と
最良の回答の両方が含まれます。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic 経由でアクセスするすべてのコミュニティで使用で
きます。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用で
きます。
時期: このレポートは、このリリース後すぐに入手できる AppExchange の Winter '19 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: フォルダ共有、編集可能なファイ
ル詳細ページ、ファイルのアップロード時のカスタム項目
複数のファイルをパートナー、見込み客、チームメイトと簡単に共有できるようになりました。ファイルの
アップロード時にファイル詳細ページの項目を編集してカスタム項目を入力し、ライブラリのファイルデータ
を調整します。

このセクションの内容:

必要に応じたファイル項目の変更
コミュニティですべての項目のファイル詳細 (ファイル名、説明、カスタム項目など) を編集できるように
なったため、ファイルの情報を正確かつ最新に保つことができます。
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ファイルをアップロードするときのカスタム項目の入力
ユーザは、ファイルをコミュニティにアップロードするときに必須カスタム項目を入力して、入力規則の
エラーメッセージを確認できます。
公開リンクを使用したフォルダの共有
フォルダへの公開リンクを作成して、複数のファイルを簡単に共有できます。

必要に応じたファイル項目の変更
コミュニティですべての項目のファイル詳細 (ファイル名、説明、カスタム項目など) を編集できるようになっ
たため、ファイルの情報を正確かつ最新に保つことができます。
対象: この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと、Essentials

Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。

ファイルをアップロードするときのカスタム項目の入力
ユーザは、ファイルをコミュニティにアップロードするときに必須カスタム項目を入力して、入力規則のエ
ラーメッセージを確認できます。
対象: この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと、Essentials

Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。
方法:この機能は、[ファイル] ホーム、[ファイル] 関連リスト、[メモ] 関連リスト、[添付ファイル] 関連リスト、
Lightning ファイルのアップロードコンポーネントからアップロードされるファイルで使用できます。ファイル
詳細は、フィード投稿やフィードコメントからアップロードされるファイルに追加できません。
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ファイルをアップロードするときに、ファイルを保存する前に修正する必要のある検証エラーや必須項目のア
ラートがユーザに表示されます。

公開リンクを使用したフォルダの共有
フォルダへの公開リンクを作成して、複数のファイルを簡単に共有できます。
対象:この機能は、Lightning Experience でアクセスする Lightning コミュニティと、Essentials Edition、Enterprise Edition、
Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。

関連トピック:

公開リンクを使用したフォルダ内の複数のファイルの共有

Partner Central: 代理取引先管理、パートナーとの共通のブランド設
定、パートナーの一意のユーザ名、予算の検証の緩和、コミュニティ
ユーザの表示
取引先管理の機能強化によって、パートナー取引先の代理管理者に営業チームのメンバーの作成および編集機
能が与えられます。チャネルパートナーは、ブランドのロゴや組織情報を管理、作成、共有できます。チャネ
ルパートナーは、商談関連のメールやマーケティングキャンペーンで共通のブランドが設定されたメールテン
プレートを使用できます。パートナーは、市場開発資金を使用するときにより柔軟な方法で予算の割り当て、
リクエスト、要求ができます。
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このセクションの内容:

パートナーリレーションを使用した多層流通チャネルでのデータ共有の促進 (パイロット)

コードではなくクリックを使用して、すばやくパートナーチャネルを設定し、パートナー間の複雑なリレー
ションを管理します。パートナーリレーションを使用すると、簡単に多層流通ネットワークをモデル化し、
パートナー間で厳選された情報のみを共有できるため、より良い協力関係を築くことができます。たとえ
ば、パートナーリレーションを使用すると、流通業者は再販業者のすべての商談を参照でき、フランチャ
イズオーナーは各自の小売店のリードを更新できます。
ブランド情報の管理と共有、および共通のブランドが設定されたメールテンプレートへの追加 (正式リリー
ス)

チャネル取引先マネージャは、ブランドのロゴや組織情報をアップロードできます。システム管理者やチャ
ネルマネージャは、パートナーがマーケティングキャンペーン、商談コミュニケーション、Web サイトで
使用できる共通のブランドが設定されたメールテンプレートにこの情報を追加できます。
外部の代理管理者によるチームの管理 (正式リリース)

パートナー取引先マネージャは、誰かがアカウントからロックアウトされたり、メンバーをチームに追加
したりするときにベンダー管理者に頼らずに済むようになりました。[取引先管理] ページの [メンバー] タブ
が正式リリースされ、パートナー取引先マネージャが各自のチームメンバーに対応できるようになりまし
た。パートナー取引先マネージャは、内部システム管理者が関与しなくても、パスワードの作成、編集、
リセット、およびチームメンバーの有効化や無効化を行うことができます。
パートナーへの組織レベルの一意のユーザ名の要求
コミュニティにユーザを追加するときに、これまで作成されたすべてのユーザ名と異なるユーザ名を作成
する必要がなくなりました。1 つの組織のみに一意のユーザ名の要件を抑制するには、[この組織で一意の
ユーザ名をパートナーに要求] を選択します。この設定は有効にすると元に戻せません。
入力規則の無視と予算の柔軟性の向上
市場開発予算に関する柔軟性が必要な場合は、少しの余地を残しておきますが、予算を超えることなく、
資金の割り当て、リクエスト、要求方法に関する検証を緩和できるようになりました。[検証を無視] を選
択し、予算に関連付けられた入力規則を無視します。
コミュニティユーザ表示の制御 (ベータ)

もうのぞき見されることはありません。メンバーにはログインしているコミュニティの他のメンバーのみ
が表示されるように指定できるようになりました。コミュニティユーザ表示を有効にして、コミュニティ
単位でメンバー表示を制御します。

パートナーリレーションを使用した多層流通チャネルでのデータ共有の促進
(パイロット)
コードではなくクリックを使用して、すばやくパートナーチャネルを設定し、パートナー間の複雑なリレー
ションを管理します。パートナーリレーションを使用すると、簡単に多層流通ネットワークをモデル化し、
パートナー間で厳選された情報のみを共有できるため、より良い協力関係を築くことができます。たとえば、
パートナーリレーションを使用すると、流通業者は再販業者のすべての商談を参照でき、フランチャイズオー
ナーは各自の小売店のリードを更新できます。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティおよび Salesforce

タブ + Visualforce コミュニティで使用できます。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、および Developer Edition で使用できます。
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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。パートナーリレーションでは、パイロットとしてリード、商談、カスタムオブジェクト
のみがサポートされています。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。

対象ユーザ: Partner Community および Customer Community Plus ライセンスを持つ外部ユーザはパートナーリレー
ションにアクセスできます。

メモ: パートナーリレーションでは、現在リード、商談、カスタムオブジェクトのみがサポートされてい
ます。

ブランド情報の管理と共有、および共通のブランドが設定されたメールテンプ
レートへの追加 (正式リリース)
チャネル取引先マネージャは、ブランドのロゴや組織情報をアップロードできます。システム管理者やチャネ
ルマネージャは、パートナーがマーケティングキャンペーン、商談コミュニケーション、Web サイトで使用で
きる共通のブランドが設定されたメールテンプレートにこの情報を追加できます。
対象: この機能は、Salesforce タブ + Visualforce コミュニティおよび Lightning コミュニティで使用できます。コミュ
ニティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。
方法: [取引先ブランド] 関連リストを取引先ページレイアウトに追加します。チャネルマネージャは、[取引先
管理] の [取引先ブランド] タブを選択して [新規] をクリックすることで、ブランド情報を追加できます。
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[送信者のブランド]の差し込み項目により、取引先ブランドの情報が直接メールテンプレートに取り込まれま
す。

メモ: 共通のブランドが設定されたメールテンプレートは、取引先ブランドへのアクセス権を持つ内部
ユーザが使用できます。取引先ブランドへのアクセス権がない場合、取引先ブランドの差し込み項目を
使用すると、差し込み項目が解決されません。

外部の代理管理者によるチームの管理 (正式リリース)
パートナー取引先マネージャは、誰かがアカウントからロックアウトされたり、メンバーをチームに追加した
りするときにベンダー管理者に頼らずに済むようになりました。[取引先管理] ページの [メンバー] タブが正式
リリースされ、パートナー取引先マネージャが各自のチームメンバーに対応できるようになりました。パート
ナー取引先マネージャは、内部システム管理者が関与しなくても、パスワードの作成、編集、リセット、およ
びチームメンバーの有効化や無効化を行うことができます。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic 経由でアクセスするコミュニティで使用できます。
コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。
対象ユーザ: Partner Community または Customer Community ライセンスと代理管理者権限を持つ外部ユーザは [取引
先管理] ページにアクセスできます。パートナーがメンバー情報にアクセスできるように [コミュニティメン
バー] 関連リストを [取引先] に追加します。

方法: [取引先管理] で作成されたメンバーには、[ユーザページレイアウト]にある新しい[コミュニティメンバー
レイアウト] が使用されます。

パートナーへの組織レベルの一意のユーザ名の要求
コミュニティにユーザを追加するときに、これまで作成されたすべてのユーザ名と異なるユーザ名を作成する
必要がなくなりました。1 つの組織のみに一意のユーザ名の要件を抑制するには、[この組織で一意のユーザ名
をパートナーに要求] を選択します。この設定は有効にすると元に戻せません。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティおよび Salesforce

タブ + Visualforce コミュニティで使用できます。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、および Developer Edition で使用できます。
方法: Winter '19 以降に作成された新しい組織では、ユーザ名の一意性が組織レベルで抑制されます。Winter '19

より前に作成された組織でこのオプションを有効にするには、Salesforce のカスタマーサポートまでご連絡くだ
さい。[設定] > [コミュニティ設定] に移動し、この設定を有効にします。このオプションでは、パートナーは
API を介してログインするときに組織 ID を提供する必要があります。
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メモ: この設定が有効になっているパートナーユーザは、データローダ、Excel インポート、および Sendia

を使用してアップロードすることはできません。

入力規則の無視と予算の柔軟性の向上
市場開発予算に関する柔軟性が必要な場合は、少しの余地を残しておきますが、予算を超えることなく、資金
の割り当て、リクエスト、要求方法に関する検証を緩和できるようになりました。[検証を無視]を選択し、予
算に関連付けられた入力規則を無視します。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティで使用できま
す。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できま
す。
対象ユーザ: 市場開発予算へのアクセス権を持つ内部ユーザは、[検証を無視] を更新できます。

メモ: 予算を作成したら、関連付けられた割り当て、リクエスト、要求にはすべて同じ入力規則条件が適
用されます。いずれかの項目を更新した場合、同じ入力規則条件で予算にリンクする必要があります。

コミュニティユーザ表示の制御 (ベータ)
もうのぞき見されることはありません。メンバーにはログインしているコミュニティの他のメンバーのみが表
示されるように指定できるようになりました。コミュニティユーザ表示を有効にして、コミュニティ単位でメ
ンバー表示を制御します。
対象: この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと、Enterprise

Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。このベータ機能を有効化するに
は、Salesforce カスタマーサポートにご連絡ください。

メモ: 今回のリリースには、ベータバージョンのコミュニティユーザ表示が含まれています。機能の品質
は高いですが、既知の制限があります。コミュニティユーザ表示は、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。正式リリースされた製品および機能に基づいて
のみ購入をご決定ください。コミュニティユーザ表示に関するフィードバックや提案は、Trailblazer Community

の「Community Cloud」グループに投稿してください。

共有: より多くのライセンスおよびオブジェクトに対応するための共
有セットのサポート、iframe のクリックジャック保護
すべての Customer および Partner Community ライセンスや、より多くのオブジェクトで共有セットを使用したり、
プライバシーの懸念事項に役立つ Google の IP 匿名化を使用したり、クリックジャック攻撃からコミュニティ
を保護したりできます。
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このセクションの内容:

ゲストユーザのレコードアクセス制限によるサイトとコミュニティのセキュリティの向上
潜在的なセキュリティ脆弱性に対応するため、2018 年 10 月 5 日に Salesforce サイトおよびコミュニティに重
要な更新が適用されました。この更新では、ゲストユーザのデフォルトのレコードアクセスが削除され、
ゲストユーザは Salesforce レコードを作成、参照、更新、または削除できなくなりました。オブジェクト権
限を編集することによって、ゲストユーザに Salesforce レコードへのアクセス権を付与できます。
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 (正式リリース)

以前は、Customer Community Plus にアップグレードすると、共有セットを介した共有アクセスができなくなっ
ていました。共有セットが Customer Community ユーザに制限されていたためです。Customer Community ユー
ザは、アップグレード後に共有セットを保持するようになり、共有ルールやロールベースの共有を使用し
たデータアクセス制御もできるようになりました。さらに、Partner Community ライセンスを持つユーザで共
有セットを使用することもできます。
新しいコンテンツセキュリティポリシーを使用したコミュニティの保護の強化
新しい設定には、異なるレベルのコンテンツセキュリティポリシー (CSP) (厳格な CSP を含む) をコミュニティ
に適用するオプションがあります。厳格な CSP 標準では、明示的にホワイトリストに登録された外部ホス
トからのコンテンツのみをコミュニティに表示し、すべてのインラインスクリプトをブロックして、お客
様やその顧客を保護します。
Google IP Anonymizer を使用したコミュニティのプライバシーの強化
Google アナリティクスを使用している場合、プライバシーのコンプライアンスまたは懸念事項に役立つ
Google の IP 匿名化を有効にできるようになりました。マウスをクリックするだけで、顧客のプライバシー
を保護できます。
サイトおよびコミュニティでのクリックジャック保護を使用した安全な iframe

クリックジャック保護を使用してサイトまたはコミュニティを保護するか、iframe を使用するかを選択する
必要がなくなりました。フレーム化を許可するドメインのリストを管理し、サイトまたはコミュニティを
クリックジャック攻撃から保護できるようになりました。
メール、電話番号または選択した任意の識別子によるユーザのログイン
数回クリックするだけで、外部ユーザが簡単にコミュニティにログインできるログインページをリリース
できます。ログイン検出機能により、ユーザ名以外の要素 (電話番号など) を使用して外部ユーザの本人確
認を行うことができます。パスワードの代わりに、メールまたはモバイルデバイスに送信されるコードを
使用して ID を検証できます。組織でマルチ ID プロバイダ (IdP) が有効になっている場合、ログインはワンス
テッププロセスになり、ユーザは検証をまとめてスキップできます。
訪問者のメールまたは電話によるコミュニティへの参加
顧客が簡単にコミュニティに参加できるようにします。登録のためにユーザ名とパスワードを求める代わ
りに、メールアドレスまたは電話番号を入力して参加できるようにします。設定可能なセルフ登録により、
サインアッププロセスが簡略化されます。最小限の情報でユーザをすばやく登録できます。ユーザが作成
されていれば、その後のログイン時に徐々にユーザのプロファイルを構築していけます。たとえば、コン
テキストやインタラクション種別に基づいて追加のユーザ情報を収集できます。
ID 検証のためのワンタイムパスワードメールテンプレートのカスタマイズ
コミュニティの ID 検証メールをカスタマイズします。ユーザがメールで ID を検証する場合、Salesforce から
確認コードが記載された汎用メール通知が送信されます。メッセージを書き換えて、顧客やパートナーと
のコミュニケーション方法を制御できます。
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外部認証プロバイダを介したコミュニティへのログインアクセス権を内部ユーザに付与
以前は、内部ユーザがコミュニティにアクセスするには、コミュニティログインページを介するか、Salesforce

にログインして SAML シングルサインオン (SSO) を使用していました。現在、内部ユーザは OpenID Connect プ
ロトコルをサポートするアプリケーション (Facebook など) の外部認証プロバイダを介してコミュニティにア
クセスできるようになりました。
内部コミュニティユーザに対する異なるログインポリシーの設定 (正式リリース)

Salesforce アプリケーションとコミュニティへのアクセスを別個に制御できます。たとえば、内部の信頼で
きるユーザに対するデバイスの有効化と IP の制約を緩和して、より適切なログイン環境を提供できます。
また、内部ユーザの OAuth 認証がコミュニティドメインでサポートされるようになりました。

ゲストユーザのレコードアクセス制限によるサイトとコミュニティのセキュリ
ティの向上
潜在的なセキュリティ脆弱性に対応するため、2018 年 10 月 5 日に Salesforce サイトおよびコミュニティに重要
な更新が適用されました。この更新では、ゲストユーザのデフォルトのレコードアクセスが削除され、ゲスト
ユーザは Salesforce レコードを作成、参照、更新、または削除できなくなりました。オブジェクト権限を編集す
ることによって、ゲストユーザに Salesforce レコードへのアクセス権を付与できます。
対象: この変更は、Lightning Experience および Salesforce Classic 経由でアクセスする Lightning コミュニティおよび
Salesforce タブ + Visualforce コミュニティに適用されます。この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition に適用されます。
方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「重要な更新」と入力します。次に、[重要な更新]を選択します。
[ゲストユーザのレコードアクセス制限] で、[承認] をクリックします。
• コミュニティの場合

コミュニティビルダーで、設定アイコンをクリックして[全般]を選択します。[ゲストユーザプロファイル]

で、プロファイル名をクリックします。[編集]をクリックします。[標準オブジェクト権限] で、Salesforce レ
コードを作成、参照、更新、および削除する必要があるゲストユーザのプロファイルに目的の権限が反映
されていることを確認します。

• Salesforce サイトの場合
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[サイト] を選択します。制御するサイトの名
前をクリックします。[公開アクセス設定]をクリックします。[標準オブジェクト権限] で、Salesforce レコー
ドを作成、参照、更新、および削除する必要があるゲストユーザのプロファイルに目的の権限が反映され
ていることを確認します。

関連トピック:

ナレッジ記事: Salesforce Sites および Communities に影響を与えるセキュリティ脆弱性
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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 (正
式リリース)
以前は、Customer Community Plus にアップグレードすると、共有セットを介した共有アクセスができなくなって
いました。共有セットが Customer Community ユーザに制限されていたためです。Customer Community ユーザは、
アップグレード後に共有セットを保持するようになり、共有ルールやロールベースの共有を使用したデータア
クセス制御もできるようになりました。さらに、Partner Community ライセンスを持つユーザで共有セットを使
用することもできます。
対象: この変更は、Lightning Experience および Salesforce Classic 経由でアクセスする Lightning コミュニティおよび
Salesforce タブ + Visualforce コミュニティに適用されます。この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance

Edition、Unlimited Edition、Developer Edition に適用されます。
対象ユーザ: 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、ロールまたはテリトリー階層で上位の
ユーザには適用されません。

メモ:  Customer Community Plus または Partner Community ライセンスを持つユーザはまだ共有グループ機能を
使用できません。

新しいコンテンツセキュリティポリシーを使用したコミュニティの保護の強化
新しい設定には、異なるレベルのコンテンツセキュリティポリシー (CSP) (厳格な CSP を含む) をコミュニティに
適用するオプションがあります。厳格な CSP 標準では、明示的にホワイトリストに登録された外部ホストから
のコンテンツのみをコミュニティに表示し、すべてのインラインスクリプトをブロックして、お客様やその顧
客を保護します。
対象: この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと、Essentials

Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。
理由: サードパーティホストからサイトへの自由なアクセスは、ビジネスを行うための最も安全な方法ではあ
りません。Salesforce は、以前から CSP 信頼済みサイトを介して外部ホストをホワイトリストに登録する手段を
有していましたが、コミュニティの大部分は独立していたため、これまではあまり厳しく制限していませんで
した。コンテンツ管理などの機能の追加に伴い、より詳細な制御が必要になっています。厳格な CSP をお勧め
しますが、ホワイトリスト登録の有無に関係なくインラインスクリプトを引き続き実行できる、安全性が低め
のオプションを選択することもできます。

メモ: この機能の追加に加えて、重要な更新コンソールの「コミュニティでの Lightning コンポーネントの
厳格な CSP の有効化」オプションの削除も行われました。

方法: Winter '19 では、既存のコミュニティは引き続き作業できるように最も制限の少ない CSP に自動的に設定
されます。新しいコミュニティは厳格な CSP に自動的に設定されます。必要に応じて、別のレベルを選択する
こともできます。
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表 1 : コンテンツセキュリティポリシーのオプション
説明スクリプトセキュリティレベル

推奨。サイトでインラインスクリプトが実行できなく
なります。Salesforce 組織設定の [CSP 信頼済みサイト]

厳格な CSP: インラインスクリプトと、すべてのサード
パーティホストへのスクリプトアクセスをブロック

リストに追加されている、承認済みサードパーティホ
ストの非スクリプトリソース (画像など) のみを表示で
きます。

[信頼済みサイトを追加]でホワイトリストに登録され
たホストは、コミュニティのインラインスクリプトを

インラインスクリプトと、ホワイトリストに登録され
たサードパーティホストへのスクリプトアクセスを許
可 実行できます。画像などの非スクリプトリソースは、

Salesforce 組織設定の [CSP 信頼済みサイト] で個別にホ
ワイトリストに登録されている必要があります。

(デフォルト)最も安全性の低い設定ですが、サイトを
確認して更新できるようになるまで、コミュニティは
設計どおりに機能します。

インラインスクリプトと、任意のサードパーティホス
トへのスクリプトアクセスを許可

メモ: この CSP オプションは、Winter '20 リリース
で廃止されます。後で問題が発生しないように、
今すぐこの移行の計画を開始してください。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Content Security Protocol (CSP) (コンテンツセキュリティプロトコル (CSP)) (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)

Community Cloud 向け CMS について (ベータ)
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Google IP Anonymizer を使用したコミュニティのプライバシーの強化
Google アナリティクスを使用している場合、プライバシーのコンプライアンスまたは懸念事項に役立つ Google

の IP 匿名化を有効にできるようになりました。マウスをクリックするだけで、顧客のプライバシーを保護でき
ます。
対象: この変更は、Lightning Experience および Salesforce Classic 経由でアクセスする Lightning コミュニティおよび
Salesforce タブ + Visualforce コミュニティに適用されます。この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance

Edition、Unlimited Edition、Developer Edition に適用されます。
対象ユーザ: この機能は、すべてのコミュニティ管理者が使用できます。
方法: コミュニティ設定の [詳細] タブでこの機能を有効にします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Google Analytics™ for Salesforce Communities パッケージ

サイトおよびコミュニティでのクリックジャック保護を使用した安全な iframe
クリックジャック保護を使用してサイトまたはコミュニティを保護するか、iframe を使用するかを選択する必
要がなくなりました。フレーム化を許可するドメインのリストを管理し、サイトまたはコミュニティをクリッ
クジャック攻撃から保護できるようになりました。
対象: この変更は、Lightning Experience および Salesforce Classic 経由でアクセスする Lightning コミュニティおよび
Salesforce タブ + Visualforce コミュニティに適用されます。この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance

Edition、Unlimited Edition、Developer Edition に適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: コミュニティのクリックジャック保護の有効化

メール、電話番号または選択した任意の識別子によるユーザのログイン
数回クリックするだけで、外部ユーザが簡単にコミュニティにログインできるログインページをリリースでき
ます。ログイン検出機能により、ユーザ名以外の要素 (電話番号など) を使用して外部ユーザの本人確認を行う
ことができます。パスワードの代わりに、メールまたはモバイルデバイスに送信されるコードを使用して ID

を検証できます。組織でマルチ ID プロバイダ (IdP) が有効になっている場合、ログインはワンステッププロセ
スになり、ユーザは検証をまとめてスキップできます。
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対象: この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンのモバイルアプリケーショ
ンでアクセスするすべてのコミュニティで使用できます。この機能は、Enterprise Edition、Essentials Edition、
Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。
方法: [管理] ワークスペースの [ログイン & 登録] ページでログイン検出ログインページを構築します。[ログイ
ン検出ページ] ログイン種別を選択します。これにより、Apex で拡張できるログインハンドラが生成されます。
ログインハンドラは、[設定] の [Apex クラス] ページで見つけることができます。名前は
AutocreatedDiscLoginHandler で始まります。

関連トピック:

電話番号、メール、または選択した任意の識別子による外部ユーザのログイン

訪問者のメールまたは電話によるコミュニティへの参加
顧客が簡単にコミュニティに参加できるようにします。登録のためにユーザ名とパスワードを求める代わり
に、メールアドレスまたは電話番号を入力して参加できるようにします。設定可能なセルフ登録により、サイ
ンアッププロセスが簡略化されます。最小限の情報でユーザをすばやく登録できます。ユーザが作成されてい
れば、その後のログイン時に徐々にユーザのプロファイルを構築していけます。たとえば、コンテキストやイ
ンタラクション種別に基づいて追加のユーザ情報を収集できます。
対象: この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンのモバイルアプリケーショ
ンでアクセスするすべてのコミュニティで使用できます。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、
Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。
方法: [管理] ワークスペースの [ログイン & 登録] ページで設定可能なセルフ登録を有効にします。[設定可能な
セルフ登録ページ] 登録ページ種別を選択します。これにより、Apex で拡張できるセルフ登録ハンドラが生成
されます。このハンドラは、[設定] の [Apex クラス] ページで見つけることができます。名前は
AutocreatedConfigSelfReg で始まります。

関連トピック:

訪問者のメールまたは電話によるコミュニティへのサインアップ

ID 検証のためのワンタイムパスワードメールテンプレートのカスタマイズ
コミュニティの ID 検証メールをカスタマイズします。ユーザがメールで ID を検証する場合、Salesforce から確
認コードが記載された汎用メール通知が送信されます。メッセージを書き換えて、顧客やパートナーとのコ
ミュニケーション方法を制御できます。
対象: この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンのモバイルアプリケーショ
ンでアクセスするすべてのコミュニティで使用できます。この機能は、Enterprise Edition、Essentials Edition、
Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。
方法: [管理] ワークスペースの [メール] ページからワンタイムパスワードメールテンプレートを有効にします。
次に、[設定] の [メールテンプレート] でテンプレートを編集します。

関連トピック:

Salesforce の定型 ID 検証メールのカスタマイズ
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外部認証プロバイダを介したコミュニティへのログインアクセス権を内部ユー
ザに付与
以前は、内部ユーザがコミュニティにアクセスするには、コミュニティログインページを介するか、Salesforce

にログインして SAML シングルサインオン (SSO) を使用していました。現在、内部ユーザは OpenID Connect プロ
トコルをサポートするアプリケーション (Facebook など) の外部認証プロバイダを介してコミュニティにアクセ
スできるようになりました。
対象:この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition のすべてのコミュニティ
に適用されます。
方法: Salesforce 開発者は、OpenID Connect でコミュニティに SSO するときに内部ユーザの作成と外部ユーザの作
成の両方が考慮されるように Apex createUser(portalId, userData) 登録ハンドラメソッドを更新する必
要があります。たとえば、開発者は userDataオブジェクトの一意の属性を使用して、新しく作成されたユー
ザが外部ユーザなのか内部ユーザなのかを判断できます。
残りのプロセス (外部ユーザの作成、サービスプロバイダの Web サイトの設定、組織の認証プロバイダの定義)

は同じです。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 認証プロバイダの設定 (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: 外部認証プロバイダ (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)

Apex 開発者ガイド: RegistrationHandler インターフェース (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)

内部コミュニティユーザに対する異なるログインポリシーの設定 (正式リリー
ス)
Salesforce アプリケーションとコミュニティへのアクセスを別個に制御できます。たとえば、内部の信頼できる
ユーザに対するデバイスの有効化と IP の制約を緩和して、より適切なログイン環境を提供できます。また、内
部ユーザの OAuth 認証がコミュニティドメインでサポートされるようになりました。
対象: この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、すべてのバージョンの Salesforce アプリケーションでア
クセスする Lightning コミュニティおよび Salesforce タブ + Visualforce コミュニティに適用されます。コミュニティ
は Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。

関連トピック:

Salesforce および Community ユーザの異なるポリシーの設定 (正式リリース)
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操作性およびパフォーマンスの改善: 連動選択リストコントロールの
改善と必要に応じて使用できる URL クエリパラメータのサポート
レコードページのゲストユーザエクスペリエンスが改善され、必要に応じて使用できる URL クエリパラメータ
のサポートでページ応答が迅速化されています。

このセクションの内容:

デフォルト値が選択されなくなった連動選択リスト
コミュニティの連動選択リストは、読み込み時にデフォルト値が割り当てられなくなり、内部組織と同じ
ようにコミュニティで動作するようになりました。選択リストのデフォルト値の割り当てがすべての環境
で一貫していなかったため、この変更が行われました。サイトの設計やコードで、選択リストにデフォル
ト値が選択されていることが想定されている場合は調整する必要があります。
ゲストユーザがレコードページにアクセスするときのログインページへのリダイレクト
すべてのレコードページのゲストユーザ環境が標準化されました。ゲストユーザが [レコードの詳細] ペー
ジ、[レコードリスト] ページ、[関連レコードリスト] ページにアクセスしようとすると、ログインページに
リダイレクトされるようになりました。以前は、ゲストユーザが [レコードの詳細] ページにアクセスしよ
うとしたときにのみログインページにリダイレクトされていました。
必要に応じて使用できる URL クエリパラメータのサポートによりページ応答を迅速化
パフォーマンスの向上と設計の柔軟性を実現するために navigateToURL のクエリパラメータのサポートが追
加されました。{!EL} 式は、自動的に動的 Aura 式で置き換えられます。Aura 式は、実行時に、現在のページ
により提供されるパラメータ (ルートからのパラメータ、URL クエリパラメータなど) で更新されます。この
変更により、ナビゲーションイベント時にページ全体が再読み込みされるのではなく、必要なコンポーネ
ントのみが読み込まれるため、パフォーマンスが向上します。ただし、この変更によってカスタムコンポー
ネントが期待どおりに機能しない可能性があります。
コミュニティコンテンツ配信ネットワークを使用したページの読み込み時間の短縮 (正式リリース)

Winter '18 でパイロット機能が導入されたコミュニティコンテンツ配信ネットワーク (CDN) が誰でも無料で使
用できるようになりました。CDN を使用すると、コミュニティのページ読み込み時間が短縮され、メンバー
の環境が改善されます。

デフォルト値が選択されなくなった連動選択リスト
コミュニティの連動選択リストは、読み込み時にデフォルト値が割り当てられなくなり、内部組織と同じよう
にコミュニティで動作するようになりました。選択リストのデフォルト値の割り当てがすべての環境で一貫し
ていなかったため、この変更が行われました。サイトの設計やコードで、選択リストにデフォルト値が選択さ
れていることが想定されている場合は調整する必要があります。
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対象:この変更は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティで使用できま
す。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できま
す。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 連動項目の考慮事項
開発者ドキュメント: Build UI for Picklists (選択リストの UI の構築)

ゲストユーザがレコードページにアクセスするときのログインページへのリダ
イレクト
すべてのレコードページのゲストユーザ環境が標準化されました。ゲストユーザが [レコードの詳細] ページ、
[レコードリスト] ページ、[関連レコードリスト] ページにアクセスしようとすると、ログインページにリダイ
レクトされるようになりました。以前は、ゲストユーザが [レコードの詳細] ページにアクセスしようとしたと
きにのみログインページにリダイレクトされていました。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティおよび Salesforce

タブ + Visualforce コミュニティで使用できます。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、および Developer Edition で使用できます。
方法: リダイレクトが機能するには、ゲストユーザが適切なオブジェクトにアクセスできる必要があります。
[レコードリスト] ページの場合、ゲストユーザに該当のエンティティへのアクセス権が必要です。[関連レコー
ドリスト] ページの場合、ゲストユーザに関連リストのエンティティと関連リストが関連付けられている親レ
コードのエンティティへのアクセス権が必要です。

必要に応じて使用できる URL クエリパラメータのサポートによりページ応答を
迅速化
パフォーマンスの向上と設計の柔軟性を実現するために navigateToURL のクエリパラメータのサポートが追加さ
れました。{!EL} 式は、自動的に動的 Aura 式で置き換えられます。Aura 式は、実行時に、現在のページにより提
供されるパラメータ (ルートからのパラメータ、URL クエリパラメータなど) で更新されます。この変更により、
ナビゲーションイベント時にページ全体が再読み込みされるのではなく、必要なコンポーネントのみが読み込
まれるため、パフォーマンスが向上します。ただし、この変更によってカスタムコンポーネントが期待どおり
に機能しない可能性があります。
対象: この変更は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに影響しま
す。コミュニティは Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

で使用できます。
理由: この変更は、次の特性を持つ Lightning コンポーネントに実行時に影響します。
• デフォルト値を持たない必須の String 属性がコンポーネントに含まれる。
• 対応する設計属性がコンポーネントに含まれる。
• 設計属性の値が「{!EL}」式である。設計属性でデフォルト値としてこの式を設定するか、コミュニティビル

ダーのコンポーネントのプロパティで値を変更することでこの式を設定できます。
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• ルートからのパラメータ、または {!EL} 値の URL クエリ文字列からのパラメータがないページにコンポーネ
ントが存在する。

警告: 以前は、これらのすべての特性に一致する場合、コンポーネントは読み込まれませんでした。Winter

'19 以降、Aura はどのような場合もコンポーネントを読み込みます。つまり、エラーのあるコンポーネン
トがページに表示される場合があります。
たとえば、コンポーネントに EL 値を含む必須属性 ({!urlName}、{!topicId}、{!recordId} など) があり、そのコン
ポーネントがそのパラメータを提供しないページ内に存在する場合、未定義属性でページに表示される
ようになりました。

方法: 上記の特性を満たすカスタムコンポーネントを作成している場合は、コードを参照し、定義されない可
能性があるコンポーネント属性で安全でない操作を実行しようとしていないか確認します。
また、属性が空かどうかに基づいて、コンポーネントマークアップの前後に条件を追加することもできます。
<aura:renderIf isTrue="{! !empty(v.myAttribute) }">
...
</aura:renderIf>

いつものように、実装を Sandbox でテストしてから本番にリリースすることをお勧めします。

関連トピック:

開発者ドキュメント: force:navigateToURL リファレンス (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)

コミュニティコンテンツ配信ネットワークを使用したページの読み込み時間の
短縮 (正式リリース)
Winter '18 でパイロット機能が導入されたコミュニティコンテンツ配信ネットワーク (CDN) が誰でも無料で使用
できるようになりました。CDN を使用すると、コミュニティのページ読み込み時間が短縮され、メンバーの環
境が改善されます。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic 経由でアクセスするすべてのコミュニティで使用で
きます。CDN は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で使用できます。
方法: カスタムドメインを編集して CDN のプロビジョニングと有効化を行います。[Salesforce が Salesforce コン
テンツ配信ネットワーク (CDN) パートナーと共有 HTTPS 証明書を使用して、HTTPS を介してドメインを提供す
る] を選択し、[保存] をクリックします。
プロビジョニングは 2 ～ 6 時間かかりますが、ダウンタイムは必要なく、完了時にメールで通知されます。完
了したら、ドメインを有効化します。有効化は 10 ～ 15 分かかり、コミュニティが一時的に使用できなくなる
ため、このステップはトラフィックが少ないときに実行することをお勧めします。
年間 5 TB までの CDN を利用できます。更新は自動的に行われ、ダウンタイムはありません。サイクルが終了す
る前に制限を超えると、CDN を使用する組織のコミュニティはリダイレクトされます。ただし、制限を超える
かなり前に通知されるので心配はいりません。また、利用状況レベルを監視するレポートも作成されているた
め、興味がある場合はご確認ください。
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コミュニティのドキュメント: Winter リリースの多くの新しいコンテ
ンツ
提供するコンテンツにいくつかの新しい資料を加えて更新しました。この資料では、コミュニティでの CRM

データの安全な共有に関する微妙な違いが説明されています。また、一部の古い資料が削除され、Salesforce ヘ
ルプから検索できるようにコンテンツが統合されました。
理由: 成功するためには、適切な CRM データを適切なコミュニティユーザと共有することが不可欠です。ただ
し、誰が何を参照しているのかを正確に把握することが、時として非常に困難になることがあります。こうし
た現状に基づき、コミュニティでデータを安全に共有する方法を説明するいくつかの資料が新たに作成されま
した。素晴らしい新規コンテンツをいくつか熟読し、慣れ親しみましょう。
• Share CRM Data with Your Partners (パートナーとの CRM データの共有): この Trailhead プロジェクトでは、外部ユー

ザの共有設定 (外部組織の共有設定、取引先ロール、ロール階層、共有ルール、共有セットなど) を定義す
るためのハンズオン練習を実施できます。

• Who Sees What in Communities (コミュニティで誰が何を参照しているのか): この動画シリーズでは、ポータル
やコミュニティでデータを外部ユーザと安全に共有する方法について説明します。外部組織の共有設定、
取引先ロール、共有ルールなどについて確認します。

• Sharing CRM Data in a Portal or Community (ポータルやコミュニティでの CRM データの共有): この便利な早見表に
は、ポータルやコミュニティのデータ共有の設定に関する多くの有益なリソースが記載されています。

新しい資料を歓迎し、廃止された『テンプレートを使用したコミュニティの作成』ガイドに別れを告げましょ
う。このガイドのすべての情報 (とさらに多くの情報) は、完全に検索可能で、すべてのサポート対象言語に翻
訳されている Salesforce ヘルプで使用できるようになりました。コンテンツをダウンロードする場合は、すべて
のヘルプトピックが 1 つの PDF にまとめられた『コミュニティの設定および管理』ガイドを代わりに使用して
ください。

コミュニティのその他の変更
コミュニティのユーザエクスペリエンスを向上させる小規模な変更について説明します。

このセクションの内容:

Lightning External Apps および Lightning External Apps Plus ライセンスを使用したカスタムデジタル体験の作成
幅広い外部メンバーの高度にカスタマイズされたデジタル体験を作り出すユーザ向けに Lightning External Apps

と Lightning External Apps Plus の 2 つのコミュニティユーザライセンスが導入されます。これらのライセンスに
は、カスタマイズやアプリケーション開発をサポートし、Salesforce プラットフォームとのシームレスなイ
ンテグレーションを利用するより多くのプラットフォーム機能 (カスタムオブジェクト、API コール、ファ
イルストレージ、データストレージなど) が備わっています。Lightning External Apps Plus ライセンスでは、CRM

オブジェクトを結び付けることもできます。これらのライセンスは、他のコミュニティライセンスと組み
合わせて使用することも、スタンドアロンとして使用することもできます。
1 つのワークスペースでのすべてのコミュニティコンテンツ機能の検索
コミュニティのコンテンツ関連のすべての新規機能を簡単に見つけられるように、ワークスペースの [コン
テンツターゲティング] が [コンテンツ管理] と名前が変更され再設定されました。[コンテンツ管理] には、
CMS Connect やトピックなどのいくつかの既存の機能があります。
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フィードの時間の表示場所の最適化
デスクトップまたはモバイルデバイスでコミュニティフィードにアクセスするときに日時が見やすくなり
ました。タイムスタンプは、コンテンツの下に表示されるアクション行の邪魔にならないように作成者の
名前の下に表示されます。
データプライバシーレコードへのアクセス権の大規模コミュニティユーザへの付与
大規模コミュニティユーザは、個人オブジェクトを使用してデータプライバシーの設定を保存できるよう
になりました。共有セットおよび共有グループを使用して、個人レコードを使用できるようにします。
複数のリード、ケース、カスタムオブジェクトへの新規所有者の一括割り当て
[所有者の変更] ページレベルボタンを使用して、最大 200 件の選択したリード、ケース、カスタムオブジェ
クトに新規所有者を割り当てます。標準テーブルモードのリストビューや関連リスト、または [関連リスト
のクイックリンク] でページレベルのアクションメニューのボタンにアクセスできます。
すべての標準プロファイルからの「カスタマーユーザの管理」権限の削除
誰がカスタマーユーザを管理できるのかをシステム管理者がより詳細に制御できるように、すべての標準
プロファイルから「カスタマーユーザの管理」権限が削除されました。カスタマーユーザおよびパートナー
ユーザを管理するユーザには、引き続きこのアクセス権を付与できます。標準プロファイルでアクセス権
を付与するには、「カスタマーユーザの管理」権限と同じアクセス権がある権限セットを作成し、必要に
応じて標準プロファイルに割り当てます。カスタムプロファイルでアクセス権を付与するには、「カスタ
マーユーザの管理」権限を手動で有効にするか、同じ権限を付与する権限セットを割り当てます。

Lightning External Apps および Lightning External Apps Plus ライセンスを使用した
カスタムデジタル体験の作成
幅広い外部メンバーの高度にカスタマイズされたデジタル体験を作り出すユーザ向けに Lightning External Apps

と Lightning External Apps Plus の 2 つのコミュニティユーザライセンスが導入されます。これらのライセンスに
は、カスタマイズやアプリケーション開発をサポートし、Salesforce プラットフォームとのシームレスなインテ
グレーションを利用するより多くのプラットフォーム機能 (カスタムオブジェクト、API コール、ファイルスト
レージ、データストレージなど) が備わっています。Lightning External Apps Plus ライセンスでは、CRM オブジェク
トを結び付けることもできます。これらのライセンスは、他のコミュニティライセンスと組み合わせて使用す
ることも、スタンドアロンとして使用することもできます。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic 経由でアクセスするすべてのコミュニティで使用で
きます。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用で
きます。

1 つのワークスペースでのすべてのコミュニティコンテンツ機能の検索
コミュニティのコンテンツ関連のすべての新規機能を簡単に見つけられるように、ワークスペースの [コンテ
ンツターゲティング] が [コンテンツ管理] と名前が変更され再設定されました。[コンテンツ管理] には、CMS

Connect やトピックなどのいくつかの既存の機能があります。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティで使用できま
す。コミュニティは Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

で使用できます。
理由: コミュニティワークスペースを開くと、[コンテンツ管理] タイルが表示されます。

412

コミュニティのその他の変更Salesforce Winter '19 リリースノート



それをクリックしてタブ (1) にアクセスし、コミュニティに表示されるネイティブコンテンツ (投稿など) や
Salesforce CRM オブジェクト (在庫など) のようなコンテンツ (2) を作成および管理します。また、トピックやおす
すめ、および使い慣れた CMS Connect フィード (3) を管理することもできます。

フィードの時間の表示場所の最適化
デスクトップまたはモバイルデバイスでコミュニティフィードにアクセスするときに日時が見やすくなりまし
た。タイムスタンプは、コンテンツの下に表示されるアクション行の邪魔にならないように作成者の名前の下
に表示されます。
対象:この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティで使用できま
す。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できま
す。
理由: 日時は表示されなくなったのではなく、より適切な場所に配置されただけです。
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データプライバシーレコードへのアクセス権の大規模コミュニティユーザへの
付与
大規模コミュニティユーザは、個人オブジェクトを使用してデータプライバシーの設定を保存できるようにな
りました。共有セットおよび共有グループを使用して、個人レコードを使用できるようにします。
対象: この変更は、Customer Community、Customer Community Plus、Partner Community ライセンスを持つ組織でホス
トされているすべてのコミュニティに適用されます。
方法: 大規模コミュニティユーザが個人レコードにアクセスできるようにする共有セットの作成方法について
は、「共有セットの概要」を参照してください。

複数のリード、ケース、カスタムオブジェクトへの新規所有者の一括割り当て
[所有者の変更] ページレベルボタンを使用して、最大 200 件の選択したリード、ケース、カスタムオブジェク
トに新規所有者を割り当てます。標準テーブルモードのリストビューや関連リスト、または [関連リストのク
イックリンク] でページレベルのアクションメニューのボタンにアクセスできます。
対象: この機能は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと、Enterprise

Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。
方法: 最大 200 レコードを選択し、ページレベルのアクションメニューの [所有者の変更] をクリックするか、

(ページレイアウトに応じて) ページレベルのアクションメニューの をクリックして [所有者の変更] をク
リックします。
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[所有者の変更] ダイアログボックスで、新規所有者名を入力し、必要に応じて [メール通知の送信] を選択して
[送信] をクリックします。所有者を変更するには、選択したレコードの「編集」権限が必要です。

すべての標準プロファイルからの「カスタマーユーザの管理」権限の削除
誰がカスタマーユーザを管理できるのかをシステム管理者がより詳細に制御できるように、すべての標準プロ
ファイルから「カスタマーユーザの管理」権限が削除されました。カスタマーユーザおよびパートナーユーザ
を管理するユーザには、引き続きこのアクセス権を付与できます。標準プロファイルでアクセス権を付与する
には、「カスタマーユーザの管理」権限と同じアクセス権がある権限セットを作成し、必要に応じて標準プロ
ファイルに割り当てます。カスタムプロファイルでアクセス権を付与するには、「カスタマーユーザの管理」
権限を手動で有効にするか、同じ権限を付与する権限セットを割り当てます。
対象: この変更は、Lightning Experience および Salesforce Classic 経由でアクセスする Lightning コミュニティおよび
Salesforce タブ + Visualforce コミュニティに適用されます。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、
Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。
対象ユーザ: 「カスタマーユーザの管理」権限は、Customer Community、Partner Community、および Customer

Community Plus のユーザのみが使用できます。

Chatter: ドラフト投稿、カーソルのフォーカスの改善、日付形式
の修正

投稿の作成中に、投稿がドラフトとして自動的に保存されます。投稿するときに、カーソルは [宛先] 項ではな
くテキスト本文に移動するため、すぐに投稿の作成を開始できるようになりました。

このセクションの内容:

ドラフトとしての Chatter 投稿の保存
重要な Chatter 投稿の記述中にその作業を失ってしまったことはありませんか? そうなると非常にストレスが
溜まりますよね。新しいドラフト投稿オプションを使用すれば、未公開のフィード項目がすべて自動的に
保存されます。
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Chatter パブリッシャーでのカーソルのフォーカスの変更
何かを投稿するために Chatter パブリッシャー内をクリックしたときのカーソルのフォーカスが変更されま
した。以前の動作: フォーカスは [宛先] 項目に移動します。新しい動作: カーソルのフォーカスはテキスト
ボックスにスナップされます。カーソルを移動する手順が省略されるため、すぐに投稿を開始できます。

ドラフトとしての Chatter 投稿の保存
重要な Chatter 投稿の記述中にその作業を失ってしまったことはありませんか? そうなると非常にストレスが溜
まりますよね。新しいドラフト投稿オプションを使用すれば、未公開のフィード項目がすべて自動的に保存さ
れます。
対象: この機能は、Contact Manager Edition、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、
Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience で使用できます。
理由: 新しい投稿の入力中、Chatter はその作業を [私のドラフト] タブに保存します。ファイル、リンク、画像、
メンションハッシュタグ、その他のリッチテキストを追加するときに、そのすべてが保存されます。

[私のドラフト] でドラフトにアクセスして公開、編集、または削除できます。
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ハッシュタグを含む投稿を保存した場合、対応するトピックはその投稿が公開されるまで作成されません。
方法: 組織でドラフト投稿を有効にするには、Chatter の設定メニューに移動します。[ドラフト投稿] セクション
で、[ドラフト投稿を許可] を選択します。
Chatter REST API および Chatter in Apex でドラフト投稿がサポートされています。

Chatter パブリッシャーでのカーソルのフォーカスの変更
何かを投稿するために Chatter パブリッシャー内をクリックしたときのカーソルのフォーカスが変更されまし
た。以前の動作: フォーカスは [宛先] 項目に移動します。新しい動作: カーソルのフォーカスはテキストボック
スにスナップされます。カーソルを移動する手順が省略されるため、すぐに投稿を開始できます。
対象: この変更は、Contact Manager Edition、Developer Edition、Enterprise Edition、Essentials Edition、Group Edition、
Performance Edition、Professional Edition、Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。

ファイル: フォルダの公開共有、モバイルでのファイルの詳細

公開リンクを使用してフォルダを共有し、従業員、パートナー、顧客、見込み客にファイルのコレクションを
提供できます。モバイルのファイル詳細ページを使用して、外出先でファイルの詳細にアクセスします。

このセクションの内容:

公開リンクを使用したフォルダ内の複数のファイルの共有
公開リンクでの 1 つファイルの共有よりも優れていることは何でしょうか? 多数のファイルを一度に共有す
ることです。共有フォルダへの公開リンクを作成し、社内と社外の受信者にファイルセットへのアクセス
権を付与できます。公開リンクは暗号化された URL です。Lightning Experience のフォルダ共有は、Classic のコ
ンテンツパックの代替機能を提供します。
[ファイルの詳細] ページのモバイル対応
モバイルデバイスで [ファイルの詳細] ページにアクセスできるようになりました。この詳細ページで、ファ
イルのプレビュー、およびファイルについての詳細 (所有者や最終更新日など) を確認できます。
ファイルエンゲージメントカードを使用したファイル統計の追跡
ファイルは何回表示され、ダウンロードされたでしょうか? ファイル詳細ページのファイルエンゲージメン
トカードでは、これらの統計を一目で確認できます。ファイルの通算での表示数とダウンロード数が、API

とモバイルを含むすべてのユーザインターフェースでカウントされます。
ファイルのその他の変更
機能の廃止、ファイル操作の小規模な変更について説明します。
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公開リンクを使用したフォルダ内の複数のファイルの共有
公開リンクでの 1 つファイルの共有よりも優れていることは何でしょうか? 多数のファイルを一度に共有する
ことです。共有フォルダへの公開リンクを作成し、社内と社外の受信者にファイルセットへのアクセス権を付
与できます。公開リンクは暗号化された URL です。Lightning Experience のフォルダ共有は、Classic のコンテンツ
パックの代替機能を提供します。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition の Lightning Experience に
適用されます。
理由: すべてのユーザがこのリンクを使用してフォルダ内のファイルを参照およびダウンロードできます。フォ
ルダの内容はいつでも変更可能で、変更はリアルタイムで行われます。フォルダへのアクセス権を削除するに
は、リンクを削除します。フォルダを再度公開するには、新しいリンクを生成します。
方法: [公開リンク] をクリックして、フォルダの行レベルのアクションにリンクを追加します。ごみ箱をクリッ
クして、同じダイアログからリンクを削除します。

メモ:  Safari でフォルダのファイルをダウンロードするには、最初にブラウザのポップアップブロック機能
を無効にします。

Chatter REST API でフォルダ共有がサポートされています。

[ファイルの詳細] ページのモバイル対応
モバイルデバイスで [ファイルの詳細] ページにアクセスできるようになりました。この詳細ページで、ファイ
ルのプレビュー、およびファイルについての詳細 (所有者や最終更新日など) を確認できます。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Salesforce ア
プリケーションに適用されます。
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ファイルエンゲージメントカードを使用したファイル統計の追跡
ファイルは何回表示され、ダウンロードされたでしょうか? ファイル詳細ページのファイルエンゲージメント
カードでは、これらの統計を一目で確認できます。ファイルの通算での表示数とダウンロード数が、API とモ
バイルを含むすべてのユーザインターフェースでカウントされます。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition の Lightning Experience に
適用されます。
方法: ファイル詳細ページのファイルエンゲージメントカードはデフォルトで有効になります。アプリケーショ
ンビルダーを使用して削除したり、もう一度追加したりできます。

メモ: プレビューが表示されるファイル種別のみが表示にカウントされます。公開リンクまたはコンテン
ツ配信を使用した表示とダウンロードは、ファイルエンゲージメント統計ではカウントされません。

ファイルのその他の変更
機能の廃止、ファイル操作の小規模な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:

Quip と Salesforce Classic の統合
ユーザが Quip 文書とスプレッドシートを取引先、商談、リード、他のほとんどの標準オブジェクトやカス
タムオブジェクトに基づくレコードに追加できるようにします。
コンテンツ配信の日次制限の緩和
コンテンツ配信を参照できる回数が 24 時間あたり最大 20,000 回から最大 50,000 回に増えました。配信帯域
幅の制限も 24 時間あたり 20 GB から 50 GB に増加しました。
すべての新規ライブラリでのフォルダの有効化
すべての新規ライブラリは、デフォルトでフォルダが有効化されるようになりました。
コンテンツ配信検索バーの変更
レコードの関連リストからコンテンツ配信を作成するときに、既存のファイルのライブラリ内を検索する
オプションは使用できなくなりました。独自の個人用ディレクトリを参照して、ファイルを新規ファイル
としてアップロードできます。
ファイル詳細ページからのコンテンツプレビューの表示
Salesforce Classic のコンテンツ詳細ページからコンテンツドキュメントをプレビューする場合、ファイル詳細
ページにリダイレクトされます。
[ファイル] タブがない場合は完全なプレビュー不可
Salesforce Classic では、[ファイル] タブへのアクセス権がないユーザはファイルサムネイルの完全なプレビュー
を開けなくなりました。完全なプレビューを表示するには、Lightning Experience に切り替えるか、ファイル
をダウンロードします。
Microsoft Internet Explorer バージョン 9 および 10 では複数ファイルのアップロード不可
Flash の廃止により、Microsoft Internet Explorer バージョン 9 および 10 では Salesforce Classic の [ファイル] タブで複
数ファイルをアップロードできなくなりました。これらのブラウザを使用するユーザは、引き続きファイ
ルを 1 つずつアップロードできます。Internet Explorer 11 では複数ファイルのアップロードがサポートされて
います。

Quip と Salesforce Classic の統合
ユーザが Quip 文書とスプレッドシートを取引先、商談、リード、他のほとんどの標準オブジェクトやカスタ
ムオブジェクトに基づくレコードに追加できるようにします。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Salesforce Classic に適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Salesforce Classic の QuipCard 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)

コンテンツ配信の日次制限の緩和
コンテンツ配信を参照できる回数が 24 時間あたり最大 20,000 回から最大 50,000 回に増えました。配信帯域幅の
制限も 24 時間あたり 20 GB から 50 GB に増加しました。
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対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Salesforce Classic に適用されます。

すべての新規ライブラリでのフォルダの有効化
すべての新規ライブラリは、デフォルトでフォルダが有効化されるようになりました。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition の Lightning Experience に
適用されます。

コンテンツ配信検索バーの変更
レコードの関連リストからコンテンツ配信を作成するときに、既存のファイルのライブラリ内を検索するオプ
ションは使用できなくなりました。独自の個人用ディレクトリを参照して、ファイルを新規ファイルとして
アップロードできます。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Salesforce Classic に適用されます。
方法: 既存のファイルの内容の配信ページに移動し、そこから配信を作成します。

ファイル詳細ページからのコンテンツプレビューの表示
Salesforce Classic のコンテンツ詳細ページからコンテンツドキュメントをプレビューする場合、ファイル詳細ペー
ジにリダイレクトされます。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Salesforce Classic に適用されます。
方法: サムネイルプレビューをクリックすると、ファイルの複数ページのプレビューが全画面で開きます。
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[ファイル] タブがない場合は完全なプレビュー不可
Salesforce Classic では、[ファイル] タブへのアクセス権がないユーザはファイルサムネイルの完全なプレビュー
を開けなくなりました。完全なプレビューを表示するには、Lightning Experience に切り替えるか、ファイルをダ
ウンロードします。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Salesforce Classic に適用されます。

Microsoft Internet Explorer バージョン 9 および 10 では複数ファイルのアップロー
ド不可
Flash の廃止により、Microsoft Internet Explorer バージョン 9 および 10 では Salesforce Classic の [ファイル] タブで複数
ファイルをアップロードできなくなりました。これらのブラウザを使用するユーザは、引き続きファイルを 1

つずつアップロードできます。Internet Explorer 11 では複数ファイルのアップロードがサポートされています。
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対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Salesforce Classic に適用されます。

モバイル: 外出先で実行できる操作の増加

場所を問わずより多くの作業を実行できる最新機能を確認してください。

このセクションの内容:

Salesforce アプリケーション: 外出先で使用できる機能の増加
Salesforce アプリケーションの最新バージョンには、Lightning コミュニティ向けリッチパブリッシャーアプリ
ケーションが含まれているため、コミュニティフィードでより活気のある投稿を作成できます。また、テ
リトリーの商談や割り当ての機能も増加しています。これらの新しい機能強化により、ユーザは場所を問
わず作業を進めることができます。

Salesforce アプリケーション: 外出先で使用できる機能の増加
Salesforce アプリケーションの最新バージョンには、Lightning コミュニティ向けリッチパブリッシャーアプリケー
ションが含まれているため、コミュニティフィードでより活気のある投稿を作成できます。また、テリトリー
の商談や割り当ての機能も増加しています。これらの新しい機能強化により、ユーザは場所を問わず作業を進
めることができます。

このセクションの内容:

Salesforce 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 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。
• 選択した Android、Apple、または Windows モバイルデバイスで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。

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。
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Salesforce 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、各ユーザが使用できる Salesforce データおよび機能が決定します。

フルサ
イトの
設定

Salesforce
モバイル

Web

Salesforce for
iOS

Salesforce
for AndroidSalesforce アプリケーションの機能強化と変更

デバイスおよびブラウザのサポート

Salesforce アプリケーションの要件の更新

セールス機能

外出先でのテリトリー取引先割り当ての管理

外出先でのテリトリーの商談の検索

商談: 前の商談所有者の編集権限の保持

ToDo クイックアクションにアラームを含める

Einstein インサイト: モバイルデバイスからの取引先と商談
のインサイトへのアクセス (ベータ)

生産性機能

一連の行動のスケジュール (ベータ)

Microsoft® カレンダーと Salesforce 間での一連の行動の同期

API を介して行動に加えられた変更の同期

Salesforce コミュニティ

見やすい場所に表示されるようになった時間

モバイルデバイスでのリッチパブリッシャーアプリケー
ションの使用

ビジネスロジックおよびプロセスの自動化

すべての Salesforce 環境でのキューに割り当てられた承認申
請の表示

Salesforce アプリケーションの要件の更新
Salesforce は、多くの一般的なモバイルプラットフォームで使用できます。Salesforce は、Salesforce for Android、
Salesforce for iOS、および Salesforce モバイル Web を使用するための要件を改訂しています。モバイルプラット
フォーム要件と、Salesforce 環境を継続的に改善するための機能テストとパフォーマンステストに使用するデバ
イスについて説明します。
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モバイルプラットフォーム要件
ユーザは、次のモバイルプラットフォーム要件を満たすモバイルデバイスで Salesforce を実行できます。

モバイルブラウザ要件
*

オペレーティングシステムおよびバージョン要件

Android の Google ChromeAndroid 5.0 以降

iOS の Apple SafariiOS 10.3 以降

* モバイルブラウザの最新バージョンが必要です。モバイルブラウザ要件は、Salesforce モバイル Web にのみ適
用されます。
急速に進化し続けるモバイル市場でイノベーションを行い、Salesforce を最新の状態に保つために、プラット
フォームの最小要件は事前通知の有無に関わらず、Salesforce の自由な裁量によって変更される可能性がありま
す。

Salesforce テストに使用されるモバイルデバイス
Salesforce は、選択した一連のモバイルデバイスで Salesforce for iOS/Android および Salesforce モバイル Web の自動テ
ストや手動テストを実行します。次に、Summer '18 リリースのテストに使用されるデバイスのリストを示しま
す。

タブレット携帯電話プラットフォーム

Android • Samsung Tab A 9.7• Google Pixel 2 / Pixel 2 XL

• Google Pixel / Pixel XL • Samsung Tab A 8.0

• Google Nexus 6P

• Samsung Galaxy S9

• Samsung Galaxy S8

• Samsung Galaxy S7

• Samsung Galaxy S6

• Samsung Galaxy S5

• Samsung Galaxy Note 5

• Samsung Galaxy Note 4

iOS • iPad Pro 12.9” (第 2 世代)• iPhone X

• iPhone 8/8 Plus • iPad Pro 12.9”

• iPhone 7/7 Plus • iPad Pro 9.7”

• iPhone 6S/6S Plus • iPad 2017 (第 5 世代)
• iPhone 6/6 Plus • iPad Air 2
• iPhone 5S • iPad Mini 4
• iPhone SE
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お客様は、現在のプラットフォーム要件を満たしていればテスト対象外デバイスでも Salesforce を使用できま
す。デバイスメーカー固有のカスタマイズが原因で、Salesforce は、テスト対象外デバイスで Salesforce を使用す
るお客様の問題を再現できない場合があります。
急速に進化し続けるモバイル市場でイノベーションを行い、Salesforce を最新の状態に保つために、Salesforce テ
スト対象デバイスのリストは事前通知の有無に関わらず、Salesforce の自由な裁量によって変更される可能性が
あります。

Salesforce の更新
お客様のデバイスが現在のプラットフォームの最小要件を満たしていれば、Salesforce 機能の更新および修正を
利用できます。
弊社の目標は、Salesforce の各メジャーリリースに合わせて Salesforce モバイル機能の更新をリリースすることで
す。この情報は、お客様のリリース計画を支援するために提供されていますが、Salesforce の自由な裁量によっ
て変更される可能性があります。
Salesforce モバイル Web

拡張機能は、Salesforce の各メジャーリリースで自動的に使用できるようになります。
Salesforce for Android/iOS

拡張機能は、メジャーバージョンの更新で提供されます。すべての本番インスタンスに対する Salesforce の
各メジャーリリースが完了してから Salesforce for Android および Salesforce for iOS の新しいメジャーバージョン
がリリースされる予定です。新しいメジャーバージョンがリリースされる期間は変動し、Apple や Google の
新しい要件または iOS や Android のオペレーティングシステムの変更など、Saleforce が制御できない要素の影
響を受ける可能性があります。
お客様のモバイルデバイスが Salesforce の現在のモバイルオペレーティングシステムの最小要件を満たして
いれば、App Store や Google Play から新しいメジャーバージョンとバグ修正バージョンをインストールできま
す。デバイスで古いオペレーティングシステムが実行されている場合、Salesforce の更新バージョンは App

Store に表示されません。

Salesforce のカスタマーサポートサービス
Salesforce カスタマーサポートは、次の場合に Salesforce の問題のトラブルシューティングを行うよう商業上合理
的な努力を行うものとします。
• ユーザのデバイスが現在のプラットフォームの最小要件を満たしている
• Salesforce for Android/iOS ユーザが最新バージョンをインストールしている
お客様が Salesforce テスト対象デバイスで Salesforce を実行している場合、問題をより効率的にトラブルシュー
ティングできます。お客様がテスト対象外デバイスを使用している場合、プラットフォームの最小要件を満た
していても、デバイスメーカー固有のカスタマイズのために一部の問題を再現できない可能性があります。
古いデバイスや計算およびメモリ機能が低いデバイスで Salesforce を実行すると、Salesforce テスト対象デバイス
と比較して、パフォーマンスが低くなることがあります。
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外出先でのテリトリー取引先割り当ての管理
ユーザは取引先の編集時にフルサイトに切り替えなくても [保存時にこの取引先をテリトリールールに照らし
て評価する] をオンにできるようになりました。このチェックボックスをオンにすると、取引先の更新および
保存時に Salesforce で割り当てルールが実行されます。これにより、テリトリー割り当てを最新の状態に保つこ
とができます。
対象: この変更は、Developer Edition と Performance Edition、および Sales Cloud が付属する Enterprise Edition と Unlimited

Edition の 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。
方法:

フルサイトでチェックボックスを取引先レイアウトプロパティに追加した場合、ユーザがモバイルアプリケー
ションで取引先を編集するときに使用できます。

関連トピック:

Lightning Experience で取引先の更新時にテリトリーの割り当てをトリガ

外出先でのテリトリーの商談の検索
エンタープライズテリトリー管理ユーザは、[私のテリトリー] および [私のテリトリーチーム] 条件を使用して
作成されたリストビューで、自分のテリトリーに割り当てられた商談を簡単に見つけることができます。
対象: この変更は、Developer Edition と Performance Edition、および Sales Cloud が付属する Enterprise Edition と Unlimited

Edition の 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。
方法:
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フルサイトでテリトリー条件を使用して商談リストビューを作成した場合、Salesforce アプリケーションでその
条件を使用できます。

関連トピック:

商談リストビューをテリトリーで絞り込み

Financial Services Cloud: アクションプラン、Salesforce アンケー
ト、商業銀行、Einstein ボット、積み上げ集計の機能強化

アクションプラン ToDo テンプレートでカスタマーエンゲージメントプロセスを標準化します。Salesforce アン
ケートで顧客の意見を把握します。商業銀行コンソール Lightning アプリケーションで銀行員により明確な顧客
の全体像を提供します。また、Financial Services Cloud 向け Einstein ボットで顧客同士で助け合うことができるよ
うにします。さらに、Financial Services Cloud の拡張積み上げ集計フレームワークでデータの挿入および更新操作
の時間を短縮します。

このセクションの内容:

アクションプランを使用したカスタマーエンゲージメントプロセスの一貫性とコンプライアンスの確保
テンプレートで反復可能な ToDo を取得し、アクションプランで一連の ToDo を自動化します。特定のクラ
イアントエンゲージメント (口座開設、ローンの承認、クレーム処理など) の ToDo 所有者や期日を自動的に
割り当てて、コラボレーションと生産性を向上させます。レポートやダッシュボードを作成して進行状況
を監視し、コンプライアンスを確保します。
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Salesforce アンケートを使用した顧客インサイトの収集
Financial Services Cloud で Salesforce アンケートを使用して、迅速に顧客からフィードバックを得ます。シンプ
ルなエディタを使用して、顧客データを収集するためのフォームを作成します。さまざまな種別の質問 (顧
客満足度スコアなど) を追加して、ユーザや顧客から有益なインサイトを収集できます。さらに、レポート
とダッシュボードで、顧客からのフィードバックをまとめて、共有します。
商業銀行を使用したより明確な顧客の全体像の把握
銀行員は商業銀行コンソールアプリケーションを使用して、商業貸付、財務管理、貿易金融などのカスタ
マーリレーションの可視性を高めることができます。さらに、[Business Referrals (企業紹介)] レコードタイプ
を使用すれば、リレーションシップマネージャーや融資アシスタントは企業間の紹介を簡単に行うことが
できます。
Einstein ボットによる顧客同士の助け合い
Einstein Bots for Financial Services Cloud を使用すると、よくある顧客の問題をすばやく解決し、電話件数を削減
できるため、会社の時間と費用を節約できます。
積み上げ集計の機能強化
Financial Services Cloud の拡張積み上げ集計フレームワークで取引先データや金融口座データの挿入および更
新操作の時間を短縮します。2 つの新しい一括処理ジョブが導入されました。1 つは積み上げ集計の再計算
を呼び出し、もう 1 つはデータ操作の後に関連する世帯にレコードを割り当てます。
Financial Services Cloud の新しいオブジェクト
新しい Financial Services Cloud オブジェクトで、より多くの操作を実行できるようになりました。
新しい Financial Services Cloud オブジェクト項目
金融口座オブジェクトで新しい項目を使用できます。

アクションプランを使用したカスタマーエンゲージメントプロセス
の一貫性とコンプライアンスの確保
テンプレートで反復可能な ToDo を取得し、アクションプランで一連の ToDo を自動化します。特定のクライア
ントエンゲージメント (口座開設、ローンの承認、クレーム処理など) の ToDo 所有者や期日を自動的に割り当
てて、コラボレーションと生産性を向上させます。レポートやダッシュボードを作成して進行状況を監視し、
コンプライアンスを確保します。
対象: この機能は、Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer

Edition の Lightning Experience で使用できます。
方法: [アクションプランテンプレート] タブをナビゲーションバーに追加し、アクションプランが含まれるよ
うにクライアントおよび取引先の Lightning ページを更新します。
ローンの承認などのカスタマーエンゲージメントプロセス用のテンプレートを作成し、ToDo 所有者と共有し
ます。
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各テンプレート ToDo で、その優先度、日付オフセット (ToDo の完了までの日数)、必須かどうか、テンプレー
トからアクションプランが作成されたときに誰に ToDo を割り当てるかを定義します。

アクションプランテンプレートを使用して、取引先のアクションプランを作成します。アクションプランの開
始日を設定し、非作業日をスキップするかどうかを指定します。
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ユーザは、自分に割り当てられた ToDo を ToDo リストとビュー (取引先の活動タイムラインなど) で参照できま
す。標準の ToDo インターフェースまたはアクションプランの詳細ビューを使用して、ToDo の状況を更新でき
ます。

アクションプランの詳細ビューで、全体の進行状況を追跡します。
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Salesforce アンケートを使用した顧客インサイトの収集
Financial Services Cloud で Salesforce アンケートを使用して、迅速に顧客からフィードバックを得ます。シンプルな
エディタを使用して、顧客データを収集するためのフォームを作成します。さまざまな種別の質問 (顧客満足
度スコアなど) を追加して、ユーザや顧客から有益なインサイトを収集できます。さらに、レポートとダッシュ
ボードで、顧客からのフィードバックをまとめて、共有します。
対象:この機能は、Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited

Edition の Lightning Experience で使用できます。
対象ユーザ: アンケートを作成するには、Survey Creator ライセンスが必要です。Financial Services Cloud には、5 つ
の Survey Creator ライセンスが含まれます。
方法: アンケートを作成するには、[アンケート作成者] 権限セットをユーザに割り当て、アンケートオブジェ
クトの共有設定を定義します。顧客にアンケートを送信するには、Salesforce コミュニティを作成して、有効に
します。コミュニティへの公開アクセスを有効にし、[設定] でコミュニティを Salesforce アンケートに関連付け
ます。

商業銀行を使用したより明確な顧客の全体像の把握
銀行員は商業銀行コンソールアプリケーションを使用して、商業貸付、財務管理、貿易金融などのカスタマー
リレーションの可視性を高めることができます。さらに、[Business Referrals (企業紹介)] レコードタイプを使用す
れば、リレーションシップマネージャーや融資アシスタントは企業間の紹介を簡単に行うことができます。
対象: この機能は、Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition

の 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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方法: リレーションマネージャプロファイルと関連する権限を割り当てます。商業銀行ページレイアウトの更
新および割り当てを行います。
リレーションマネージャは、商業銀行ホームページで活動の概要を確認します。

企業紹介を作成し、新規商談を取得して追跡します。
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リレーション管理ダッシュボードで、より焦点を絞った概要を確認します。

Einstein ボットによる顧客同士の助け合い
Einstein Bots for Financial Services Cloud を使用すると、よくある顧客の問題をすばやく解決し、電話件数を削減でき
るため、会社の時間と費用を節約できます。
対象:この機能は、Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited

Edition の Lightning Experience で使用できます。
対象ユーザ: Financial Services Cloud で Einstein ボットを使用するには、Einstein Bots ライセンスが必要です。
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理由: Web やモバイルチャットなどのデジタルチャネルで、よくある顧客の要求を自動的にリアルタイムで解
決し、カスタマーサービスエージェントの生産性を向上させます。顧客情報を収集および評価して、エージェ
ントのシームレスな引き継ぎを実現します。カスタマーサービスエージェントは、ケース管理およびチャット
のトランスクリプトを使用して、過去のボット活動を確認できます。
方法: Snap-in を使用して Einstein ボットを起動し、チャットボットがどのように顧客に役立つのかを確認しま
す。いくつかの簡単な設定を実行して、Snap-in をパッケージで提供されるサンプル銀行ランディングページに
埋め込みます。その後、ボットを試すことができます。
独自のチャットボットを作成するには、未管理パッケージをコピーして、特定の顧客との会話の使用事例に合
わせて変更します。Retail Banking ユーザは、各自の銀行の Web サイトからボットにアクセスできます。

積み上げ集計の機能強化
Financial Services Cloud の拡張積み上げ集計フレームワークで取引先データや金融口座データの挿入および更新操
作の時間を短縮します。2 つの新しい一括処理ジョブが導入されました。1 つは積み上げ集計の再計算を呼び
出し、もう 1 つはデータ操作の後に関連する世帯にレコードを割り当てます。
対象: この機能は、Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition

の 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。

Financial Services Cloud の新しいオブジェクト
新しい Financial Services Cloud オブジェクトで、より多くの操作を実行できるようになりました。
Financial Services Cloud オブジェクトの新規追加

Financial Services Cloud の新しいオブジェクトは、次のとおりです。
ActionPlan

アクションプラン (アクションプランテンプレートから作成された一連の ToDo) のインスタンスを表します。
ActionPlanItem

アクションプラン項目リストのインスタンスを表します。
ActionPlanShare

アクションプランレコードの共有エントリを表します。
ActionPlanTemplate

アクションプランテンプレートのインスタンスを表します。
ActionPlanTemplateItem

アクションプランテンプレートバージョンの項目のインスタンスを表します。
ActionPlanTemplateItemValue

アクションプラン (アクションプランテンプレートから作成された一連の ToDo) のインスタンスを表します。
ActionPlanTemplateShare

アクションプランテンプレートレコードの共有エントリを表します。
ActionPlanTemplateVersion

アクションプランテンプレートのバージョンを表します。
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新しい Financial Services Cloud オブジェクト項目
金融口座オブジェクトで新しい項目を使用できます。
金融口座の新しいカスタム項目

このオブジェクトは変更されました。
HardwareSerial__c

取引先に関連付けられたハードウェアのシリアル番号。
IncomingVolume__c

サービスから受信されるトランザクションの量。
OutgoingVolume__c

サービスから送信されるトランザクションの量。
OverdraftProtection__c

顧客が当座貸越保護とそれに関連する手数料に同意したかどうかを示します。
ServiceType__c

実施するサービスの種別。
TargetLimit__c

サービスで処理する項目または値の制限。

Health Cloud: 利用管理、医療保険データモデル、操作性の向上

Health Cloud で、ヘルスケア提供者と支払者間のシームレスな連携がサポートされるようになりました。提供者
は、承認の要請を申請および追跡できます。支払者は、患者が適切な場所で適切なケアを適時に受けられるよ
うに要請を処理できます。また、新しい Lightning コンポーネントが追加され、ユーザ用の独自のカスタムレ
コードページを簡単に構築できるようになりました。

このセクションの内容:

利用管理によるパーソナライズされた適切なケアの提供
Health Cloud を使用すると、利用管理プロセスが合理化され、ヘルスケア提供者と支払者が各ケースの審査
でシームレスに連携できます。利用管理により、消費者は適切な場所で適切なケアを適時に受けられるよ
うになります。
医療保険データモデルを使用したメンバーシップ、給付、事前承認の統合
メンバーシップ、給付、承認などのレコードのシステムを 1 つのヘルスコンソールに簡単に統合できるよ
うにする業界固有のデータモデルが Health Cloud に追加されました。これにより、支払者と提供者の作業が
効率化され、メンバーと患者のニーズの理解を深めることができます。
使いやすくなった患者カードによる効率化
リンクをクリックして患者カードから直接サブタブでレコードページを開くことができるようになりまし
た。外部 URL は、新しいブラウザタブで開きます。電話項目は CTI 設定に従います。患者カードに 10 件以
上のレコードが含まれている場合、[表示件数を増やす] をクリックすると、さらに 25 件のレコードを表示
できます。また、数式項目から患者カードに画像を表示できるようになりました。
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フィンランド語にローカライズされた Health Cloud

Health Cloud のフィンランド語へのローカライズが「完了」したので、スオミの友人がその言語で Health Cloud

を実装して使用できるようになりました。Suomi on mahtava! (フィンランドは素晴らしい!)

プラットフォームの暗号化を使用した Health Cloud データの保護
患者データを扱う場合、データの安全性の確保に神経を使うことでしょう。プラットフォームの暗号化を
使用すると、医療保険および利用管理データモデルのさまざまな項目やオブジェクトに保存されている患
者データの保護を強化できます。どちらのデータモデルも Spring '18 で正式リリースされました。
新しい Health Cloud オブジェクト
次の標準オブジェクトでは、医療保険と利用管理データモデルがサポートされています。
Health Cloud オブジェクトの変更
医療保険データモデルをサポートするために、アカウントオブジェクトにカスタム項目が追加されました。
新規追加または変更された Health Cloud Lightning コンポーネント
利用管理をサポートする 2 つの Lightning コンポーネントが追加され、患者カードおよびタイムラインコン
ポーネントが強化されました。

利用管理によるパーソナライズされた適切なケアの提供
Health Cloud を使用すると、利用管理プロセスが合理化され、ヘルスケア提供者と支払者が各ケースの審査で
シームレスに連携できます。利用管理により、消費者は適切な場所で適切なケアを適時に受けられるようにな
ります。
対象: 利用管理ユーザインターフェースは、Lightning Experience でのみ使用できます。Lightning Experience または
Salesforce Classic のいずれかで利用管理を設定できます。この機能は、Health Cloud が有効になっている組織で使
用できます。
時期: 利用管理の機能は、新しい Health Cloud プラットフォーム権限セットライセンスで使用可能になります。
この権限セットライセンスは、Winter '19 本番リリースアップグレードの終了後に、契約に基づいてすべての
Health Cloud ユーザに提供されます。Health Cloud プラットフォーム権限セットライセンスが本番組織に提供され
たら、新しい Sandbox 組織を複製して利用管理にアクセスできます。
対象ユーザ: ユーザには、Health Cloud および Health Cloud プラットフォーム権限セットライセンスが割り当てら
れている必要があります。また、ユーザには Health Cloud 権限セットライセンスおよび Health Cloud 利用管理の
権限セットも必要です。
理由: 組織がヘルスケア支払者 (保険会社や医療保険など) である場合、要請の処理や割り当てが簡素化および
迅速化されます。提供者から患者データや臨床データを収集したり、臨床医からメディカルディレクターへの
ケア要請の審査を調整したりすることが簡単になりました。
ヘルスケア提供者の場合、利用管理によって事前承認の電話や Fax が減少し、ケア要請の迅速な申請が容易に
なります。
方法: Health Cloud には、カスタマイズ可能な要請のセットをサポートする新しい標準オブジェクトが用意され
ています。
• 処方薬の事前承認要請
• サービスの事前承認要請
• 入院ケース
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• 病院滞在審査
• 異議
• 苦情および不満

関連トピック:

新しい Health Cloud オブジェクト

医療保険データモデルを使用したメンバーシップ、給付、事前承認
の統合
メンバーシップ、給付、承認などのレコードのシステムを 1 つのヘルスコンソールに簡単に統合できるように
する業界固有のデータモデルが Health Cloud に追加されました。これにより、支払者と提供者の作業が効率化
され、メンバーと患者のニーズの理解を深めることができます。
対象:この機能は、Health Cloud が有効になっている Professional Edition、Performance Edition、Unlimited Edition の Lightning

Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションで使用できます。
時期: 医療保険データモデルの機能は、新しい Health Cloud プラットフォーム権限セットライセンスで使用可能
になります。この権限セットライセンスは、Winter '19 本番リリースアップグレードの終了後に、契約に基づい
てすべての Health Cloud ユーザに提供されます。Health Cloud プラットフォーム権限セットライセンスが本番組織
に提供されたら、新しい Sandbox 組織を複製して医療保険データモデルにアクセスできます。
理由: 業務の対象者、保有している保険、医療保険に含まれる扶養家族など、患者の財務リレーションを管理
できます。メンバーへの保険給付やメンバーの治療の事前承認要請の詳細を管理できます。
医療保険データモデルには、次の要素が含まれます。
• メンバーシップ
• 給付
• 事前承認
医療保険データモデルには、標準オブジェクトと標準オブジェクトのレコードタイプが含まれます。
対象ユーザ: ユーザには、Health Cloud および Health Cloud プラットフォーム権限セットライセンスが割り当てら
れている必要があります。また、ユーザには Health Cloud 権限セットライセンスおよび Health Cloud メンバーサー
ビスの権限セットも必要です。
方法: Health Cloud 医療保険データモデルを有効するには、Health Cloud 管理パッケージを組織にインストールす
る必要があります。Lightning Experience の場合、[設定] で [オブジェクトマネージャ] を開き、目的のオブジェク
トを選択します。

関連トピック:

新しい Health Cloud オブジェクト
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使いやすくなった患者カードによる効率化
リンクをクリックして患者カードから直接サブタブでレコードページを開くことができるようになりました。
外部 URL は、新しいブラウザタブで開きます。電話項目は CTI 設定に従います。患者カードに 10 件以上のレ
コードが含まれている場合、[表示件数を増やす]をクリックすると、さらに 25 件のレコードを表示できます。
また、数式項目から患者カードに画像を表示できるようになりました。
対象: これらの変更は、Professional Edition、Performance Edition、Unlimited Edition の 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。

フィンランド語にローカライズされた Health Cloud
Health Cloud のフィンランド語へのローカライズが「完了」したので、スオミの友人がその言語で Health Cloud を
実装して使用できるようになりました。Suomi on mahtava! (フィンランドは素晴らしい!)

プラットフォームの暗号化を使用した Health Cloud データの保護
患者データを扱う場合、データの安全性の確保に神経を使うことでしょう。プラットフォームの暗号化を使用
すると、医療保険および利用管理データモデルのさまざまな項目やオブジェクトに保存されている患者データ
の保護を強化できます。どちらのデータモデルも Spring '18 で正式リリースされました。
対象: これらの変更は、Professional Edition、Performance Edition、Unlimited Edition の 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。
理由: 次の項目を暗号化できるようになりました。

ケア要請
• メンバーの名
• メンバーの姓
• メンバーの ID 番号
• メンバーのグループ番号
• 施設のカルテ番号
• 入院のメモ
• 最初の審査担当者のメモ
• メディカルディレクターのメモ
• 解決のメモ
• 根本原因のメモ
• 処置のメモ

ケア要請薬品
• 処方箋番号
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給付保障
• 自己負担額のメモ
• 免責のメモ
• 自己負担のメモ
• アウトオブポケットのメモ
• 生涯限度額のメモ
• 給付のメモ
• ソースシステム識別子

給付保障項目
• サービス種別コード
• サービス種別
• 備考
• 保険適用レベル
• ソースシステム識別子

メンバープラン
• メンバー数
• グループ番号
• 発行者番号
• 提携
• かかりつけ医
• ソースシステム識別子

購入者プラン
• プラン番号
• サービス種別
• ソースシステム
• ソースシステム識別子

購入者プランの関連付け
• 購入者プランの関連付け ID

• 状況
• ソースシステム
• ソースシステム識別子
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メモ: 確定的暗号化は、ロングテキスト項目ではサポートされません。これには、名前に「メモ」が付い
ているすべての項目が含まれます。

関連トピック:

Shield Platform Encryption: 暗号化項目の増加と API サポートの強化、新しいキャッシュのみの鍵サービス
Salesforce ヘルプ: 暗号化可能な標準項目
Health Cloud への Shield Platform Encryption の導入

新しい Health Cloud オブジェクト
次の標準オブジェクトでは、医療保険と利用管理データモデルがサポートされています。
対象: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で使用できます。
対象ユーザ: オブジェクトにアクセスするには、システム管理者は Health Cloud 管理パッケージをインストール
し、Health Cloud 権限セットライセンスと Health Cloud プラットフォーム権限セットライセンスをユーザに割り当
てる必要があります。
CareDiagnosis

コード種別、名前、説明を含む診断の詳細を表します。1 つ以上のケア診断をケア要請に関連付けることが
できます。

CarePreauth

メンバーのプランでのケアの事前承認の詳細を表します。
CarePreauthItem

メンバーのプランでのケアの事前承認に含まれる項目の詳細を表します。
CareRequest

メンバー情報、入院日、決定理由を含む、ケア関連要請の一般的な詳細を表します。1 つの要請に複数の診
断、サービス、または薬品を含めることができます。ケア要請には、薬品とサービスの事前承認、入院通
知、入院時の病院滞在審査、異議、苦情、不満が含まれます。

CareRequestConfiguration

サービス要請、薬品要請、入院要請など、レコードタイプの詳細を表します。1 つ以上のレコードタイプを
ケア要請に関連付けることができます。

CareRequestDrug

名前、強度、頻度、入院の指示を含む、要請された薬品の詳細を表します。1 つ以上の薬品要請をケア要請
に関連付けることができます。

CareRequestItem

名前、修飾子、発効日を含む、ケアサービス要請の詳細を表します。
CoverageBenefit

購入者の保険で対象メンバーに提供される給付を表します。
CoverageBenefitItem

購入者の保険で対象メンバーに提供される給付項目を表します。
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MemberPlan

メンバーまたは加入者の保険適用に関する詳細を表します。
PurchaserPlan

購入者によってメンバーとその扶養家族が利用できるようになる支払プランを表します。
PurchaserPlanAssn

購入者がそのメンバーに提供するプランを表します。
PlanBenefit

メンバーに提供される購入者のプランで利用できる標準給付を表します。
PlanBenefitItem

メンバーに提供される購入者のプランで利用できる給付の詳細を表します。

関連トピック:

医療保険データモデルを使用したメンバーシップ、給付、事前承認の統合
利用管理によるパーソナライズされた適切なケアの提供
Health Cloud Admin Guide: Configure Care Requests (Health Cloud 管理ガイド: ケア要請の設定)

Health Cloud User Guide: Get Care Approval (Health Cloud ユーザガイド: ケア承認の取得)

Health Cloud User Guide: Approve or Deny Care (Health Cloud ユーザガイド: ケアの承認または拒否)

Health Cloud オブジェクトの変更
医療保険データモデルをサポートするために、アカウントオブジェクトにカスタム項目が追加されました。
対象: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で使用できます。カスタム項目は、Health Cloud

管理パッケージをインストールすると使用できます。
対象ユーザ: カスタム項目にアクセスするには、システム管理者は Health Cloud 管理パッケージをインストール
し、Health Cloud 権限セットライセンスと Health Cloud プラットフォーム権限セットライセンスをユーザに割り当
てる必要があります。
次の項目がアカウントオブジェクトに追加されました。
PayerType__c

支払者種別の説明。
TaxID__c

支払者の納税 ID 番号。
SourceSystem__c

支払者の詳細のソースシステム名。

新規追加または変更された Health Cloud Lightning コンポーネント
利用管理をサポートする 2 つの Lightning コンポーネントが追加され、患者カードおよびタイムラインコンポー
ネントが強化されました。
対象: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で使用できます。
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新しい利用管理コンポーネント
ケア要請の作成

ユーザは、利用管理審査の要請を作成および申請できます。Lightning ページに任意の数のケア要請の作成
コンポーネントを設定できます。ケア要請の作成コンポーネントはそれぞれ、設定で次のいずれかの要請
種別を作成できます。
• 入院
• 異議
• 苦情
• 病院滞在審査
• 薬品要請
• 不満
• サービス要請
すばやく設定できるように、Health Cloud Care Request Extensions 未管理パッケージをインストールします。こ
れには、利用管理をサポートするためのレコードタイプ、ページレイアウト、およびその他のメタデータ
を備えたアプリケーションが含まれています。

ケア要請の詳細
ケースレコードページの関連付けられたオブジェクトに関する情報を提供します。ケア要請、ケア要請項
目、ケア要請薬品、ケア要請診断オブジェクトのデータを表示できます。

新しい患者情報コンポーネント
患者カードは、Lightning アプリケーションビルダーでレコード詳細ページを構築するために個別に使用できる
各コンポーネントに分割されました。次に新しいコンポーネントを示します。
Health Cloud の患者タイムライン

ユーザは、患者の医療に関する行動と活動を時系列で表示できます。オブジェクトにアカウントへのルッ
クアップがある任意のページで使用できます。

ケアプラン ToDo

ユーザは、ケアプランに関連する活動を作成および管理できます。これは、任意のケースレコードページ
で使用できます。

ケアチームの対応付け
ケアチームメンバー間のリレーションのグラフィカルビューを表示します。これは、任意のケースレコー
ドページで使用できます。

ケアチームリスト
ケアチームメンバーのリストを提供します。これは、任意のケースレコードページで使用できます。

ケアギャップ
ユーザは、患者のケアのギャップを表面化できます。これは、任意のケースレコードページで使用できま
す。
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変更されたコンポーネント
既存の Health Cloud の患者カードコンポーネントが、オブジェクトにアカウントへのルックアップがある任意
の Lightning Experience レコード詳細ページで使用できるようになりました。

関連トピック:

Health Cloud Admin Guide: Configure Care Requests (Health Cloud 管理ガイド: ケア要請の設定)

Health Cloud User Guide: Get Care Approval (Health Cloud ユーザガイド: ケア承認の取得)

Health Cloud User Guide: Approve or Deny Care (Health Cloud ユーザガイド: ケアの承認または拒否)

カスタマイズ: Einstein 次善アクション (パイロット)、Lightning ア
プリケーションビルダーと Lightning フローの機能強化

Einstein 次善アクション (パイロット) を使用して、継続的に組織をスマートにします。新しいコンポーネントの
表示ルールパラメータと新しいコンポーネントを使用して、Lightning ページをより動的かつ効果的にします。
多くの新しい画面コンポーネント、緩和された制限、有効なフローとプロセスのリリース機能を使用して、フ
ローを強化します。

このセクションの内容:

Einstein 次善アクション: 戦略を使用した提案アクションとオファー (パイロット)

Salesforce の内部および外部のビジネスルール、予測モデル、およびデータを統合し、適切な提案を、適切
なタイミングで、適切なユーザに提供します。特定の条件下でのみ関連を持つ提案はないでしょうか。た
とえば、アップグレードや割引などです。または、サービスエージェントが顧客をサポートする方法が複
数あり、最も適切なアクションにエージェントを誘導したいと考えていませんか。その場合は、Einstein 次
善アクションの使用を検討してください。
Einstein 予測ビルダーを使用したビジネスの将来の予測 (ベータ)

今回のメンテナンスリリースでは Einstein 予測ビルダーのベータプログラムが継続されます。Einstein Analytics

Plus または Einstein 予測を購入すると、Einstein 予測ビルダーを無料で入手できます。
Lightning アプリケーションビルダー: コンポーネントの表示ルールの機能強化、管理アプリケーションの編
集、新しいコンポーネント
標準およびカスタムユーザ権限に基づく表示ルールを使用して、どのユーザにどのコンポーネントを表示
するのかを詳細に制御します。Lightning アプリケーションビルダー内で管理アプリケーションを編集しま
す。新しいコンポーネントで Lightning ページを拡張します。
Lightning フロー: 多数の画面コンポーネント、CI/CD サポート、制限の緩和
新しい 7 つの画面コンポーネントを使用して、フロー画面に機能を追加します。組織が継続的インテグレー
ションおよび継続的リリースモデルを使用して変更をリリースする場合、プロセスとフローを有効として
リリースできるようになりました。また、プロセスとフローのテストのカバー率の追跡がより簡単になり
ました。デフォルトの組織単位の制限を気にせずにビジネスプロセスを自動化できます。デフォルトで使
用可能なプロセスとフローの合計数、有効なプロセス数とフロー数、一時停止中または待機中のフローイ
ンタビュー数が増加しました。
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データ保護とプライバシー: REST API を使用した同意設定、データプライバシーレコードに対するコミュニ
ティユーザのアクセス権
一般データ保護規則 (GDPR) など、データ保護とプライバシーの規制を順守しているかどうかに関係なく、
顧客から要求されたときは特定のプライバシー設定を追跡します。これには、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が役立ちます。
AppExchange: パーソナライズされたおすすめと検索条件
新しい [あなたへのおすすめ] セクションで、関心のある AppExchange ソリューションを見つけます。AppExchange

エクスペリエンスでの過去の検索、インストール、その他の側面に基づいて、パーソナライズされたソ
リューションのおすすめが表示されます。検索条件を使用して、ビジネス要件に合うソリューションに焦
点を絞ります。
一般設定: カスタム項目管理の改善 (パイロット)、[設定] のインポートおよびインテグレーションツール、
キュー内の承認申請
[使用場所] ボタン (パイロット) を使用して、カスタム項目が参照されている場所 (数式、レイアウト、レポー
トなど) を表示します。[設定] の新しい [インテグレーション] ページには、すべてのインポートおよびイン
テグレーションツールが揃っています。使用している Salesforce 環境に関係なく、キュー内の承認申請を表
示できます。

Einstein 次善アクション: 戦略を使用した提案アクションとオファー
(パイロット)
Salesforce の内部および外部のビジネスルール、予測モデル、およびデータを統合し、適切な提案を、適切なタ
イミングで、適切なユーザに提供します。特定の条件下でのみ関連を持つ提案はないでしょうか。たとえば、
アップグレードや割引などです。または、サービスエージェントが顧客をサポートする方法が複数あり、最も
適切なアクションにエージェントを誘導したいと考えていませんか。その場合は、Einstein 次善アクションの使
用を検討してください。
対象:この機能は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。

メモ: Einstein 次善アクションは、特定の契約条件への同意が必要なパイロットプログラムを通じて一部の
お客様に提供されています。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 次善アクション
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。正式リリースされた製品
および機能に基づいてのみ購入をご決定ください。Einstein 次善アクション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。

対象ユーザ: 表示する提案を管理するユーザには、「すべてのデータの管理」または「「次の最良のアクショ
ン」の提案を管理」権限が必要です。戦略を管理するユーザには、「すべてのデータの管理」または「「次の
最良のアクション」のおすすめ戦略を管理」権限が必要です。
理由: たとえば、エージェントが取引先責任者レコードを開くと、Einstein 次善アクションコンポーネントが提
案のセットを絞り込む戦略を実行します。この戦略では、この取引先責任者の 2 つのおすすめを生成します。
• 最初の提案が推奨されるのは、顧客が既存のローン顧客であるためで、カードの提案が適切なアップセル

とみなされます。
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• 2 番目の提案が推奨されるのは、顧客の信用度が特定のしきい値を超えているためです。

方法: カスタム提案とアクションを表す提案を作成します。ユーザがおすすめを受け入れると、画面フローが
起動します。
データのクエリ、決定、および提案の絞り込みと並び替えを行うおすすめ戦略を構築します。
戦略のおすすめを表示するには、Lightning アプリケーションビルダーを使用して、Einstein 次善アクションコン
ポーネントを Lightning レコードページに追加します。または、コミュニティビルダーを使用して、推奨アク
ションコンポーネントを Lightning コミュニティページに追加します。Visualforce ページの場合、Lightning Out を
使用して、lightning:nextBestAction コンポーネントを追加します。

開発者のための関連更新
Lightning コンポーネント

変更されたコンポーネント: lightning:nextBestActions

Chatter REST API

新規および変更されたリソース: 戦略の実行
Chatter in Apex

新規および変更されたメソッド: 戦略の実行

Einstein 予測ビルダーを使用したビジネスの将来の予測 (ベータ)
今回のメンテナンスリリースでは Einstein 予測ビルダーのベータプログラムが継続されます。Einstein Analytics Plus

または Einstein 予測を購入すると、Einstein 予測ビルダーを無料で入手できます。
対象ユーザ: この機能は、Einstein Analytics Plus または Einstein 予測ライセンスを持つシステム管理者が使用できま
す。
対象: Einstein 予測ビルダーは、Enterprise Edition の Lightning Experience で使用できます。

メモ:  Einstein 予測ビルダ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。自身の独自の決定権でこの機能を使用し、現在
正式にリリースされている製品および機能に基づいて購入をご決定ください。Salesforce はこの機能の特定
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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。また、いかなる時点でもこの機能を終了
できるものとします。この機能は、評価目的のみで、本番での使用を目的にしたものではありません。
この機能は、そのままの状態で提供され、サポートされておらず、ここから生じる、またはこれに関連
する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任も負いません。すべての制約、Salesforce の権利の
保留、本サービスに関する義務、および関連する Salesforce 以外のアプリケーションならびにコンテンツ
の条件は、この機能の使用に等しく適用されます。Einstein 予測ビルダーに関するフィードバックや提案
は、Trailblazer Community の「Salesforce Einstein」グループに投稿してください。組織でこの機能の有効化す
ることについては、Salesforce にお問い合わせください。

方法: [設定] の [Einstein プラットフォーム] セクションで [Einstein 予測ビルダー] を探します。または、直接アクセ
スできる便利なタイルが表示されている場合もあります。

関連トピック:

Salesforce Einstein: 売上予測のカスタム項目、ボットの自動化フロー、より迅速なデータの視覚化、強化され
た画像検出

Lightning アプリケーションビルダー: コンポーネントの表示ルールの
機能強化、管理アプリケーションの編集、新しいコンポーネント
標準およびカスタムユーザ権限に基づく表示ルールを使用して、どのユーザにどのコンポーネントを表示する
のかを詳細に制御します。Lightning アプリケーションビルダー内で管理アプリケーションを編集します。新し
いコンポーネントで Lightning ページを拡張します。
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このセクションの内容:

標準およびカスタムユーザ権限に基づくコンポーネントの表示の設定
ページを表示するユーザの権限に基づいてコンポーネントの表示条件を設定することで、Lightning ページ
をより動的にすることができるようになりました。たとえば、コンポーネントが特定の権限を持つユーザ
には表示されるが、その他のユーザには表示されないようにするルールを作成できます。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。
Lightning アプリケーションビルダーを使用した管理アプリケーションの編集
管理パッケージからインストールしたアプリケーションで、設定のカスタマイズにアプリケーションの編
集ウィザードが使用されなくなりました。代わりに、Lightning 管理アプリケーションのアプリケーション
マネージャで [編集] を選択し、Lightning アプリケーションビルダーを使用して変更を行います。
Lightning Experience ユーザへの提案アクションとオファー (パイロット)

Einstein 次善アクションコンポーネントでユーザを最適な次のステップに転送します。このコンポーネント
は、提案や提案アクションまたはオファー (アップグレード、割引、サービスなど) を絞り込む戦略に適用
されます。ユーザに表示する提案を決定する条件とルールを使用して戦略を定義します。このコンポーネ
ントは「Einstein 次善アクション」パイロットの一部として使用可能です。
メールアプリケーションペインのテキストショートカットコンポーネントの追加
営業担当が同じ語句でメールを作成するときの時間を節約します。Outlook と Inbox のインテグレーションや
Inbox for Gmail (ベータ) を使用している営業担当は、最も頻繁に使用する語句を保存して、すばやくメールに
追加できます。
アプリケーション作成ウィザードと Lightning アプリケーションビルダーの更新された表示ラベル
素直に認めましょう。Salesforce は表示ラベルの正確さとスタイルにこだわっています。これらがより明確
で均整が取れるように、Lightning アプリケーション作成ウィザードと Lightning アプリケーションビルダーの
[アプリケーション設定] セクションに表示されるいくつかのタブの表示ラベルとヘッダーが改訂されまし
た。
コンポーネントの表示ルールのフォーム要素の表示ラベルの改善
以前は、コンポーネントの表示ルールのフォーム要素の値は [小]、[中]、[大] でした。条件が適用されるデ
バイス種別が簡単にわかるように、これらの表示ラベルが [電話]、[タブレット]、[デスクトップ] に更新さ
れました。また、[フォーム要素] 項目値が [デバイス] に変更されました。
IoT Insights の Lightning コンポーネントを使用したユーザへの Salesforce IoT データの表示
IoT Insights コンポーネントを任意の Lightning レコードページ (ケース、作業指示、納入商品など) に追加し
て、Salesforce 全体で Salesforce IoT データをユーザに表示します。
自動的にページに追加されなくなった Lightning コンポーネント
以前は、キャンバスで何も選択されていないときに Lightning アプリケーションビルダーパレットでコンポー
ネントをクリックすると、コンポーネントがページの最初の空の領域に追加されていました。今回のリリー
スでは、パレットでコンポーネントをクリックしても、キャンバスの挿入ポイント ( ) を選択しないとコ
ンポーネントがページに追加されなくなりました。
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標準およびカスタムユーザ権限に基づくコンポーネントの表示の設定
ページを表示するユーザの権限に基づいてコンポーネントの表示条件を設定することで、Lightning ページをよ
り動的にすることができるようになりました。たとえば、コンポーネントが特定の権限を持つユーザには表示
されるが、その他のユーザには表示されないようにするルールを作成できます。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。
対象:この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition の Lightning Experience のレコード、ホーム、アプリケーションページのコンポーネントに適用されます。
理由: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。

Lightning アプリケーションビルダーを使用した管理アプリケーションの編集
管理パッケージからインストールしたアプリケーションで、設定のカスタマイズにアプリケーションの編集
ウィザードが使用されなくなりました。代わりに、Lightning 管理アプリケーションのアプリケーションマネー
ジャで [編集] を選択し、Lightning アプリケーションビルダーを使用して変更を行います。
対象:この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition の Lightning Experience に適用されます。

Lightning Experience ユーザへの提案アクションとオファー (パイロット)
Einstein 次善アクションコンポーネントでユーザを最適な次のステップに転送します。このコンポーネントは、
提案や提案アクションまたはオファー (アップグレード、割引、サービスなど) を絞り込む戦略に適用されま
す。ユーザに表示する提案を決定する条件とルールを使用して戦略を定義します。このコンポーネントは
「Einstein 次善アクション」パイロットの一部として使用可能です。
対象:この機能は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。

メモ: Einstein 次善アクションは、特定の契約条件への同意が必要なパイロットプログラムを通じて一部の
お客様に提供されています。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
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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 次善アクション
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。正式リリースされた製品
および機能に基づいてのみ購入をご決定ください。Einstein 次善アクション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。

対象ユーザ: ユーザが提案を受け入れると、画面フローが起動します。フローを実行するには、ユーザに「フ
ローの実行」権限があるか、ユーザの詳細ページで [フローユーザ] 項目が有効になっている必要があります。

メールアプリケーションペインのテキストショートカットコンポーネントの追
加
営業担当が同じ語句でメールを作成するときの時間を節約します。Outlook と Inbox のインテグレーションや
Inbox for Gmail (ベータ) を使用している営業担当は、最も頻繁に使用する語句を保存して、すばやくメールに追
加できます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、および Developer Edition の.Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
対象ユーザ: Inbox が有効になっている会社では、テキストショートカットコンポーネントをメールアプリケー
ションペインに追加できます。

アプリケーション作成ウィザードと Lightning アプリケーションビルダーの更
新された表示ラベル
素直に認めましょう。Salesforce は表示ラベルの正確さとスタイルにこだわっています。これらがより明確で均
整が取れるように、Lightning アプリケーション作成ウィザードと Lightning アプリケーションビルダーの [アプ
リケーション設定] セクションに表示されるいくつかのタブの表示ラベルとヘッダーが改訂されました。
対象: この変更は、Contact Manager Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、
Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: 変更点を次に示します。

新しい表示ラベル前の表示ラベル

ユーティリティ項目ユーティリティ項目を選択

ナビゲーション項目項目を選択

ユーザプロファイルユーザプロファイルへの割り当て
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コンポーネントの表示ルールのフォーム要素の表示ラベルの改善
以前は、コンポーネントの表示ルールのフォーム要素の値は [小]、[中]、[大] でした。条件が適用されるデバイ
ス種別が簡単にわかるように、これらの表示ラベルが [電話]、[タブレット]、[デスクトップ] に更新されまし
た。また、[フォーム要素] 項目値が [デバイス] に変更されました。
対象:この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition の Lightning Experience に適用されます。

IoT Insights の Lightning コンポーネントを使用したユーザへの Salesforce IoT デー
タの表示
IoT Insights コンポーネントを任意の Lightning レコードページ (ケース、作業指示、納入商品など) に追加して、
Salesforce 全体で Salesforce IoT データをユーザに表示します。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に
適用されます。

関連トピック:

IoT Insights を使用した Salesforce のあらゆる場所での Salesforce IoT データの表示

自動的にページに追加されなくなった Lightning コンポーネント
以前は、キャンバスで何も選択されていないときに Lightning アプリケーションビルダーパレットでコンポーネ
ントをクリックすると、コンポーネントがページの最初の空の領域に追加されていました。今回のリリースで
は、パレットでコンポーネントをクリックしても、キャンバスの挿入ポイント ( ) を選択しないとコンポー
ネントがページに追加されなくなりました。
対象:この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition の Lightning Experience に適用されます。
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Lightning フロー: 多数の画面コンポーネント、CI/CD サポート、制限
の緩和
新しい 7 つの画面コンポーネントを使用して、フロー画面に機能を追加します。組織が継続的インテグレー
ションおよび継続的リリースモデルを使用して変更をリリースする場合、プロセスとフローを有効としてリ
リースできるようになりました。また、プロセスとフローのテストのカバー率の追跡がより簡単になりまし
た。デフォルトの組織単位の制限を気にせずにビジネスプロセスを自動化できます。デフォルトで使用可能な
プロセスとフローの合計数、有効なプロセス数とフロー数、一時停止中または待機中のフローインタビュー数
が増加しました。

このセクションの内容:

組織単位の制限の緩和による自動化可能なビジネスプロセス数の増加
プロセスとフローの合計数、有効なプロセス数とフロー数、処理を待機中のスケジュール済みアクション
またはフローインタビュー数のデフォルトの制限が緩和されました。
新しい使用量ベースのエンタイトルメントを使用したプロセスとフローの監視
組織の使用量ベースのエンタイトルメントでフローインタビューの使用量を表示できるようになりました。
プロセスおよびフロー設計: 新しい標準の画面コンポーネント、カスタム画面コンポーネントの検証
新しい画面コンポーネントを使用して、より華やかな画面をすばやく作成します。開発者は、ユーザが別
の画面に移動するときにカスタム画面コンポーネントを検証できます。
フローの配布: 推奨フロー、Einstein ボットのフロー、CI/CD サポート
フローを動作させるいくつかの新しい方法がサポートされるようになりました。Einstein 次善アクション (パ
イロット) を使用して、適切なユーザに適切なタイミングで画面フローを推奨できます。または、標準ナビ
ゲーションアプリケーションでガイド付きアクションリストから開始するフローをユーザが選択できるよ
うにします。Einstein ボットダイアログで自動起動フローがサポートされるようになりました。Salesforce 環
境間でフローをリリースするユーザのために、継続的インテグレーションと継続的リリース処理のサポー
トが追加されました。
プロセスとフローのテストカバー率の追跡
組織で Apex テストを使用して、プロセスと自動起動フローを検証する場合、テストカバー率を把握したい
と考えている思います。プロセスと自動起動フローのテストカバー率を計算するために照会できる 2 つの
Tooling API オブジェクトが導入されました。

組織単位の制限の緩和による自動化可能なビジネスプロセス数の増加
プロセスとフローの合計数、有効なプロセス数とフロー数、処理を待機中のスケジュール済みアクションまた
はフローインタビュー数のデフォルトの制限が緩和されました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。
理由: 次の 3 つの組織単位の制限が緩和されました。プロセスとフローの合計数の制限と、有効なプロセス数
とフロー数の制限は、各プロセスまたはフロー種別に対する組織単位の制限です。たとえば、組織は最大で
4,000 件の画面フローと 4,000 件の呼び出し可能なプロセスを持つことができます。以前は、この制限はすべて
のプロセスとフロー種別に対する組織ごとの制限でした。
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Winter '19Summer '18 以前組織単位の制限

プロセスまたはフロー種別あたり
4,000

1,000プロセスおよびフローの合計数

プロセスまたはフロー種別あたり
2,000

500有効なプロセスおよびフローの数

50,00030,000処理を待機しているスケジュール
済みアクションまたはフローイン
タビューのグループ数

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: フロー種別

新しい使用量ベースのエンタイトルメントを使用したプロセスとフローの監視
組織の使用量ベースのエンタイトルメントでフローインタビューの使用量を表示できるようになりました。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。Enterprise Edition、Performance Edition、
Unlimited Edition のフローインタビュー数と一時停止中および待機中のフローインタビュー数の追加については、
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。
方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「組織」と入力し、[組織情報]を選択します。フローインタビュー
と一時停止中および待機中のフローインタビューの月次使用量は、[使用量ベースのエンタイトルメント] 関連
リストに表示されます。

重要: プロセスとフローの使用量ベースのエンタイトルメントは直ちに組織で使用できるものではありま
せん。組織でエンタイトルメントがプロビジョニングされたら、月次使用量の監視を開始できます。こ
の組織単位の機能の有効化は、リリース全体を通して行われます。

Enterprise Edition、Performance
Edition、Unlimited Edition、および
Developer Edition

Essentials Edition および Professional
Edition

組織単位の使用量ベースのエンタ
イトルメント

50,00030,000一時停止中または待機中のフロー
インタビューの最大数

20,0002,0001 か月あたりの UI を使用するフロー
インタビューの最大数

100,000,00010,000,0001 か月あたりの UI を使用しないフ
ローインタビューの最大数
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プロセスおよびフロー設計: 新しい標準の画面コンポーネント、カスタム画面
コンポーネントの検証
新しい画面コンポーネントを使用して、より華やかな画面をすばやく作成します。開発者は、ユーザが別の画
面に移動するときにカスタム画面コンポーネントを検証できます。

このセクションの内容:

フロー画面コンポーネント: 入力種別数と連動選択リスト数の増加
フロー画面を介してユーザからデータを要求するときのオプションが新しい画面コンポーネントで拡張さ
れました。より具体的な入力種別 (メールアドレス、名前、電話番号など) を取得し、組織の項目の連動関
係を利用して連動選択リストを表示できます。
フロー画面コンポーネントでの以前に入力された値の記憶
デフォルトでは、画面コンポーネントにはメモリがありません。ユーザが値を入力し、別の画面に移動し
てからコンポーネントの画面に戻ると、ユーザが入力した値は失われます。今回のリリースで、画面コン
ポーネントの [入力] タブと [出力] タブの両方で設定した各属性の値をフローが記憶するようになりました。
オブジェクトの複数のレコード変更プロセスの作成を回避
新しいレコード変更プロセスのオブジェクトを選択すると、プロセスビルダーにそのオブジェクトに関連
付けられた有効なレコード変更プロセスのリストが表示されます。
カスタム画面コンポーネントへの検証関数の追加
カスタム検証をカスタム画面コンポーネントに追加できるようになりました。
AppExchange のフローソリューションを使用したサードパーティシステムおよびアプリケーションによるフ
ローの拡張
パートナーが作成したフローアクションは増え続けています。それらを使用することで、サードパーティ
インテグレーションを独自に構築する時間と労力を節約できます。たとえば、クレジットカード支払の受
け付け、信用調査の実施、天気予報などのフローアクションがあります。コンサルティングパートナーや
ISV は、Salesforce AppExchange でフローソリューションを共有できます。

関連トピック:

外部サービススキーマでの PATCH の使用

フロー画面コンポーネント: 入力種別数と連動選択リスト数の増加
フロー画面を介してユーザからデータを要求するときのオプションが新しい画面コンポーネントで拡張されま
した。より具体的な入力種別 (メールアドレス、名前、電話番号など) を取得し、組織の項目の連動関係を利用
して連動選択リストを表示できます。

このセクションの内容:

フロー画面の連動選択リストの表示
数回クリックするだけでフロー画面に連動選択リストを追加できます。新しい連動選択リスト画面コンポー
ネントは、組織ですでに定義されている項目の連動関係を利用します。
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フロー画面での名前の取得
フロー画面でより簡単に名前を取得できるようになりました。新しい名前画面コンポーネントは、最大 6

個の異なる項目を含む名前フォームを生成します。
切り替えでの選択をフローユーザに許可
フロー画面の従来のチェックボックスでは物足りない場合は、新しい切り替え画面コンポーネントを使用
して、はい/いいえ、オン/オフ、または true/false の値を取得しましょう。
スライダでの数値の選択をフローユーザに許可
フロー画面の数値を取得する必要がある場合は、新しいスライダ画面コンポーネントを試してください。
スライダでは、有効な値の範囲を設定できるため、ユーザはより視覚的に操作できます。
フロー画面でのメールアドレスの取得と検証
クラウドフローデザイナの新しいメール画面コンポーネントを使用して、フロー画面で簡単にメールアド
レスを取得します。このコンポーネントは、入力された各値が有効なメールアドレスであることを確認し
ます。
フロー画面での電話番号の取得
クラウドフローデザイナの新しい電話画面コンポーネントを使用して、フロー画面で簡単に電話番号を取
得します。
フロー画面での URL の取得
クラウドフローデザイナの新しい URL 画面コンポーネントを使用して、フロー画面で簡単に URL を取得し
ます。

フロー画面の連動選択リストの表示
数回クリックするだけでフロー画面に連動選択リストを追加できます。新しい連動選択リスト画面コンポーネ
ントは、組織ですでに定義されている項目の連動関係を利用します。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。画面コンポーネントは、Lightning フ
ローランタイムでのみサポートされます。
方法: 画面要素で、[Lightning コンポーネント] 項目を追加します。[Lightning コンポーネント] で
[flowruntime:dependentPicklists] を選択し、[入力] タブで使用する組織の選択リスト項目を設定します。
たとえば、項目の連動関係がカスタムオブジェクトの [Dessert (デザート)] 選択リストと [Flavor (フレーバー)] 選
択リスト間に定義されているとします。フロー画面に選択リストを表示するには、連動選択リストコンポーネ
ントを設定します。このコンポーネントは項目の連動関係を使用して、ユーザが [Dessert (デザート)] で選択し
た内容に基づいて [Flavor (フレーバー)] のオプションを制限します。
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メモ: このコンポーネントは 2 レベルのみに制限されません。3 つの選択リストを表示できます。2 番目の
選択リストは 1 番目の選択リストに依存し、3 番目の選択リストは 2 番目の選択リストに依存します。

フロー画面での名前の取得
フロー画面でより簡単に名前を取得できるようになりました。新しい名前画面コンポーネントは、最大 6 個の
異なる項目を含む名前フォームを生成します。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。画面コンポーネントは、Lightning フ
ローランタイムでのみサポートされます。
方法:画面要素で、[Lightning コンポーネント] 項目を追加します。[Lightning コンポーネント] で [flowruntime:name]

を選択します。[入力] タブを使用して、名前項目のグループの上に表示されるヘッダー、および表示する名前
項目を設定します。

切り替えでの選択をフローユーザに許可
フロー画面の従来のチェックボックスでは物足りない場合は、新しい切り替え画面コンポーネントを使用し
て、はい/いいえ、オン/オフ、または true/false の値を取得しましょう。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。画面コンポーネントは、Lightning フ
ローランタイムでのみサポートされます。
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方法:画面要素で、[Lightning コンポーネント] 項目を追加します。[Lightning コンポーネント] で [flowruntime:toggle]

を選択し、[入力] タブで切り替えの表示ラベルを設定します。

スライダでの数値の選択をフローユーザに許可
フロー画面の数値を取得する必要がある場合は、新しいスライダ画面コンポーネントを試してください。スラ
イダでは、有効な値の範囲を設定できるため、ユーザはより視覚的に操作できます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。画面コンポーネントは、Lightning フ
ローランタイムでのみサポートされます。
方法:画面要素で、[Lightning コンポーネント] 項目を追加します。[Lightning コンポーネント] で [flowruntime:slider]

を選択し、[入力] タブでスライダの表示ラベルと範囲を設定します。

フロー画面でのメールアドレスの取得と検証
クラウドフローデザイナの新しいメール画面コンポーネントを使用して、フロー画面で簡単にメールアドレス
を取得します。このコンポーネントは、入力された各値が有効なメールアドレスであることを確認します。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。画面コンポーネントは、Lightning フ
ローランタイムでのみサポートされます。
方法:画面要素で、[Lightning コンポーネント] 項目を追加します。[Lightning コンポーネント] で [flowruntime:email]

を選択し、[入力] タブでメール項目の表示ラベル、デフォルト値、プレースホルダテキストを設定します。

フロー画面での電話番号の取得
クラウドフローデザイナの新しい電話画面コンポーネントを使用して、フロー画面で簡単に電話番号を取得し
ます。
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対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。画面コンポーネントは、Lightning フ
ローランタイムでのみサポートされます。
方法:画面要素で、[Lightning コンポーネント] 項目を追加します。[Lightning コンポーネント] で [flowruntime:phone]

を選択し、[入力] タブで電話項目の表示ラベル、プレースホルダテキスト、有効な値のパターンを設定しま
す。

フロー画面での URL の取得
クラウドフローデザイナの新しい URL 画面コンポーネントを使用して、フロー画面で簡単に URL を取得しま
す。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。画面コンポーネントは、Lightning フ
ローランタイムでのみサポートされます。
方法: 画面要素で、[Lightning コンポーネント] 項目を追加します。[Lightning コンポーネント] で [flowruntime:url]

を選択し、[入力] タブで URL 項目の表示ラベル、デフォルト値、有効な値のパターンを設定します。

フロー画面コンポーネントでの以前に入力された値の記憶
デフォルトでは、画面コンポーネントにはメモリがありません。ユーザが値を入力し、別の画面に移動してか
らコンポーネントの画面に戻ると、ユーザが入力した値は失われます。今回のリリースで、画面コンポーネン
トの [入力] タブと [出力] タブの両方で設定した各属性の値をフローが記憶するようになりました。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。画面コンポーネントは、Lightning フ
ローランタイムでのみサポートされます。
方法: ユーザが画面を移動したときに属性の値を保持するには、画面コンポーネントの [入力] タブと [出力] タ
ブの両方に属性を追加します。

例: メールアドレス確認画面でメール画面コンポーネントを使用するとします。メールコンポーネント
で、[値] 属性はメールアドレスを表します。[値] 属性を {!existingEmail} 変数の値に設定するように
[入力] タブを設定します。この変数は、フローの最初にユーザのメールアドレスに設定されます。[値] 属
性を {!confirmedEmail} 変数に対応付けるように [出力] タブを設定します。

458

Lightning フロー: 多数の画面コンポーネント、CI/CD サ
ポート、制限の緩和

Salesforce Winter '19 リリースノート

https://help.salesforce.com/articleView?id=vpm_admin_runtime.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=vpm_admin_runtime.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=vpm_admin_runtime.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=vpm_admin_runtime.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=vpm_admin_runtime.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=vpm_admin_runtime.htm&language=ja


Madison Rigsby がフローを実行してメール確認画面を参照したときに、[入力] タブ設定で [値] 属性はすでに
mrigsby@salesforce.com に設定されています。
Madison がその値を madison.rigsby@salesforce.comに変更して [次へ]をクリックします。Madison が
[前へ]をクリックしてメール確認画面に戻ると、メールアドレス値は madison.rigsby@salesforce.com

として表示されます。

オブジェクトの複数のレコード変更プロセスの作成を回避
新しいレコード変更プロセスのオブジェクトを選択すると、プロセスビルダーにそのオブジェクトに関連付け
られた有効なレコード変更プロセスのリストが表示されます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
理由: 組織でオブジェクトあたり 1 つのレコード変更プロセスに制限することをお勧めします。オブジェクト
に関連付けられたレコード変更プロセスが多いほど、組織が制限 (SOQL クエリなど) を超える可能性が高くな
ります。また、オブジェクトの複数のレコード変更プロセスを作成する場合、Salesforce では、プロセスが評価
される順序を保証できません。
オブジェクトノードにプロセスのこのリストが表示されている場合、別のプロセスを作成する代わりに既存の
プロセスに追加することを検討してください。可能な限り、オブジェクトごとに 1 つのプロセスですべてを自
動化することをお勧めします。

カスタム画面コンポーネントへの検証関数の追加
カスタム検証をカスタム画面コンポーネントに追加できるようになりました。
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対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。画面コンポーネントは Lightning ラン
タイムでのみサポートされます。
方法:カスタム画面コンポーネントで検証をサポートするには、Aura.Action型の validate属性をコンポー
ネントの宣言に追加します。コントローラの initメソッドを使用して、検証の判断を行う関数に validate

属性を設定します。フローユーザが[次へ]をクリックするか、コンポーネントで navigate 関数が実行されると、
この関数が実行されます。validation 関数では、isValidと errorMessageの 2 つのパラメータが返されます。
isValidが falseに設定されている場合、続行の試行がキャンセルされ、errorMessageの値が表示されま
す。
次に、検証のサポートを実装する方法の例を示します。
<aura:component implements="lightning:availableForFlowScreens" access="global">

<!--When the component renders, it calls init handler.-->
<aura:handler name="init" value="{!this}" action="{!c.init}"/>

<!--Declare the validation attribute so it can store the validation logic.-->
<aura:attribute name="validate" type="Aura.Action"/>

<!-- component markup -->
</aura:component>

({
init: function(cmp, event, helper) {

// Set the validate attribute to a function that includes validation logic.
cmp.set('v.validate', function() {

if(/* true conditions */) {
return { isValid: true };

}
else {

//If the component is invalid, return the isValid parameter as false and
return an error message.

return {
isValid: false,
errorMessage: '/*A message that helps your user enter a valid value

or explains what went wrong.*/'
};

}})
}

})

開発者のための関連更新
Lightning コンポーネント

lightning:availableForFlowScreensインターフェースの新しい検証属性。

460

Lightning フロー: 多数の画面コンポーネント、CI/CD サ
ポート、制限の緩和

Salesforce Winter '19 リリースノート



AppExchange のフローソリューションを使用したサードパーティシステムおよびアプリケー
ションによるフローの拡張
パートナーが作成したフローアクションは増え続けています。それらを使用することで、サードパーティイン
テグレーションを独自に構築する時間と労力を節約できます。たとえば、クレジットカード支払の受け付け、
信用調査の実施、天気予報などのフローアクションがあります。コンサルティングパートナーや ISV は、Salesforce

AppExchange でフローソリューションを共有できます。
時期: AppExchange のフローソリューションは 2018 年 9 月 12 日に使用可能になります。
方法: AppExchange で、[Solutions by Type (種類別ソリューション)]をクリックし、[Flow Solutions (フローソリュー
ション)]をクリックします。フローアクションを見つけ、プロバイダのドキュメントに従ってインストールし
ます。フローソリューションを共有するには、AppExchange パートナープログラムアカウントにサインアップ
します。

関連トピック:

Trailhead: AppExchange パートナーの基本
AppExchange: Flow Solutions (フローソリューション)

フローの配布: 推奨フロー、Einstein ボットのフロー、CI/CD サポート
フローを動作させるいくつかの新しい方法がサポートされるようになりました。Einstein 次善アクション (パイ
ロット) を使用して、適切なユーザに適切なタイミングで画面フローを推奨できます。または、標準ナビゲー
ションアプリケーションでガイド付きアクションリストから開始するフローをユーザが選択できるようにしま
す。Einstein ボットダイアログで自動起動フローがサポートされるようになりました。Salesforce 環境間でフロー
をリリースするユーザのために、継続的インテグレーションと継続的リリース処理のサポートが追加されまし
た。

このセクションの内容:

戦略を使用してユーザとコミュニティメンバーにフローを推奨 (パイロット)

常にすべてのフローを表示するのではなく、Einstein 次善アクションで適切なフローを、適切なタイミング
で、適切なユーザに表示します。Salesforce の内部および外部のビジネスルール、予測モデル、データを統
合し、推奨される提案とアクションをユーザに表示する戦略を作成します。
コミュニティゲストユーザによるフローへのアクセスの許可
認証されていないユーザにコミュニティからフローへのアクセス権を付与できるようになりました。コミュ
ニティログインページから直接ディシジョンツリーを使用して、マルチパートユーザ登録画面を作成しま
す。
サービスの Lightning フローを使用した標準のナビゲーションアプリケーションでのフローの起動
サービスの Lightning フローとガイド付きアクションリストを使用して、コールスクリプトなどのマルチス
テッププロセスでユーザをガイドします。サービスエージェントと営業担当が一貫した環境を顧客に提供
できるようサポートします。引き継ぎがある場合に、顧客が最初からやり直したり、繰り返し説明したり
する必要はありません。以前は、ガイド付きアクションリストコンポーネントはコンソールアプリケーショ
ンのレコードページにのみ追加できました。
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Einstein ボットでの自動起動フローの使用 — コーディング不要
自動化プロセスを Einstein ボットに取り込みます。ケースを開き、取引先責任者を更新して、ジャーニーを
トリガします。自動起動フローをボットのダイアログから呼び出します。チャットの会話内で、複数ステッ
プのプロセスで顧客を誘導します。この強力なソリューションを、コードではなく数クリックで設定しま
す。
変更セットまたはメタデータ API を使用した有効なプロセスおよびフローのリリース
プロセスとフローを継続的インテグレーションおよび継続的配信モデルの一部として、手動で有効化せず
にリリースできます。以前は、プロセスとフローは常に無効としてリリースされていました。新しい設定
では、変更セットまたはメタデータ API を使用して新しい有効バージョンのプロセスまたはフローをリリー
スできます。
API でのフローファイル名のバージョン番号の省略
フローの最新バージョンを取得またはリリースするときに、各フロー名の末尾に番号が追加されなくなり
ました。API バージョン 44.0 を使用してフローメタデータをリリースする前に、メタデータ API か Salesforce

CLI またはその両方のフローファイルをアップグレードしてバージョン番号を削除してください。

戦略を使用してユーザとコミュニティメンバーにフローを推奨 (パイロット)

常にすべてのフローを表示するのではなく、Einstein 次善アクションで適切なフローを、適切なタイミングで、
適切なユーザに表示します。Salesforce の内部および外部のビジネスルール、予測モデル、データを統合し、推
奨される提案とアクションをユーザに表示する戦略を作成します。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。

メモ: Einstein 次善アクションは、特定の契約条件への同意が必要なパイロットプログラムを通じて一部の
お客様に提供されています。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 次善アクション
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。正式リリースされた製品
および機能に基づいてのみ購入をご決定ください。Einstein 次善アクション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。

コミュニティゲストユーザによるフローへのアクセスの許可
認証されていないユーザにコミュニティからフローへのアクセス権を付与できるようになりました。コミュニ
ティログインページから直接ディシジョンツリーを使用して、マルチパートユーザ登録画面を作成します。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
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サービスの Lightning フローを使用した標準のナビゲーションアプリケーションでのフロー
の起動
サービスの Lightning フローとガイド付きアクションリストを使用して、コールスクリプトなどのマルチステッ
ププロセスでユーザをガイドします。サービスエージェントと営業担当が一貫した環境を顧客に提供できるよ
うサポートします。引き継ぎがある場合に、顧客が最初からやり直したり、繰り返し説明したりする必要はあ
りません。以前は、ガイド付きアクションリストコンポーネントはコンソールアプリケーションのレコード
ページにのみ追加できました。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: コンソールアプリケーションでガイド付きアクションリストを使用している場合、標準のナビゲーショ
ンアプリケーションでのその設定手順は同じです。標準のナビゲーションアプリケーションでは、関連付けら
れたフローを持つレコードが開かれると、フローはサブタブではなくポップアップウィンドウで起動されま
す。
Salesforce 自動化ツールを使用して、レコードをフローに関連付けます。Lightning アプリケーションビルダーで、
ガイド付きアクションリストコンポーネントをレコードに追加します。電話やチャットなど、特定のチャネル
のデフォルトフローを設定し、最初と最後にユーザが完了するフローを指定できます。
ガイド付きアクションリストからフローが起動されると、フローはポップアップウィンドウで実行されます。
プロセスが完了すると、ポップアップが閉じて、コンポーネントが更新されて状況が完了として表示されま
す。
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関連トピック:

Lightning Flow for Service Developer Guide (サービスの Lightning フロー開発者ガイド)

サービスの Lightning フロー: エージェントが予定通りに業務を進めるために役立つ新しい名前と新機能

Einstein ボットでの自動起動フローの使用 — コーディング不要
自動化プロセスを Einstein ボットに取り込みます。ケースを開き、取引先責任者を更新して、ジャーニーをト
リガします。自動起動フローをボットのダイアログから呼び出します。チャットの会話内で、複数ステップの
プロセスで顧客を誘導します。この強力なソリューションを、コードではなく数クリックで設定します。
対象: Einstein ボットは、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic で使用できます。Einstein ボットの設定は Lightning Experience でのみ使用できま
す。
対象ユーザ: Einstein ボットは Service Cloud と Live Agent の両方のユーザライセンスを有する組織で使用できます。
有効なサブスクリプションを持つ Live Agent ユーザごとに、1 か月あたり 25 個の Einstein ボットの会話が各組織
に提供されます。Einstein ボットパフォーマンスページを最大限活用するには、Service Cloud 分析も必要です。

関連トピック:

自動起動フローによるボットの大幅強化 — コーディング不要

変更セットまたはメタデータ API を使用した有効なプロセスおよびフローのリリース
プロセスとフローを継続的インテグレーションおよび継続的配信モデルの一部として、手動で有効化せずにリ
リースできます。以前は、プロセスとフローは常に無効としてリリースされていました。新しい設定では、変
更セットまたはメタデータ API を使用して新しい有効バージョンのプロセスまたはフローをリリースできます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
方法: 有効なプロセスとフローのリリースを選択する必要があります。[設定] から、[クイック検索] ボックスに
「プロセスの自動化設定」と入力し、[プロセスの自動化設定] を選択します。[プロセスとフローを有効として
リリース] を選択します。
有効なプロセスまたはフローをリリースするときに、Salesforce が組織の Apex テストを実行し、プロセスとフ
ローのテストカバー率が十分なことを確認します。具体的には、Apex テストは組織の有効なプロセスと有効な
自動起動フローの合計の 75% 以上を起動する必要があります。必要なパーセンテージは、Apex コードのコード
カバー率の要件と同じです。必要なパーセンテージに満たない場合、リリースはロールバックされます。

開発者のための関連更新
メタデータ API

更新された Result オブジェクト: DeployResult
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Apex

更新された SOAP コール: runTests()

関連トピック:

API でのフローファイル名のバージョン番号の省略
メタデータ API を使用したフローファイルの API バージョン 44.0 へのアップグレード
Salesforce CLI を使用したフローファイルの API バージョン 44.0 へのアップグレード

API でのフローファイル名のバージョン番号の省略
フローの最新バージョンを取得またはリリースするときに、各フロー名の末尾に番号が追加されなくなりまし
た。API バージョン 44.0 を使用してフローメタデータをリリースする前に、メタデータ API か Salesforce CLI また
はその両方のフローファイルをアップグレードしてバージョン番号を削除してください。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。

重要: この変更は、メタデータ API または Salesforce CLI を介したフローの取得またはリリースにのみ適用さ
れます。クラウドフローデザイナでのフローの起動や保存には適用されません。

理由: 以前は、フロー名にバージョン番号が追加されていました。この処理が継続的インテグレーションと継
続的リリース処理に干渉していました。たとえば、各フローバージョンは異なるファイル名になっていたた
め、組織はバージョン管理システムでフローの変更を追跡できず、その結果リリースの問題が発生する可能性
がありました。
方法:メタデータ API または Salesforce CLI を介してフローをリリースまたは取得するときに、フロー名にバージョ
ン番号が含まれなくなりました。フローをリリースまたは取得する場合、最新バージョンのみが使用されま
す。

API バージョン 44.0 でのフローの最新バージョン名API バージョン 43.0 以前のフローの最新バージョン
名

myflow  (最新バージョン番号は追加されていません)myflow-3  (3 は最新バージョン番号です)

• フローファイルをアップグレードせずに API バージョン 44.0 を使用してリリースおよび取得すると、取得し
たフローファイルではバージョン番号が削除されています。フロー定義を使用してリリースする場合、フ
ロー定義内の有効なバージョン番号でフローの status 項目が上書きされます。たとえば、フロー定義内の有
効なバージョン番号がバージョン 3 で、フローの最新バージョンはバージョン 4 が status 項目で Active になっ
ているとします。フローをリリースすると、有効なバージョンはバージョン 3 になります。

• API バージョン 44.0 を使用してリリースおよび取得しない場合、API バージョン 43.0 以前を使用し続けること
ができます。その場合、フローファイル名には引き続きバージョン番号が追加されます。

開発者のための関連更新
メタデータ API

フローメタデータ型に次の変更が加えられました。
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• fullName項目の動作が変更されました。
• 新しい status項目が追加されました。

関連トピック:

メタデータ API を使用したフローファイルの API バージョン 44.0 へのアップグレード
Salesforce CLI を使用したフローファイルの API バージョン 44.0 へのアップグレード
変更セットまたはメタデータ API を使用した有効なプロセスおよびフローのリリース

メタデータ API を使用したフローファイルの API バージョン 44.0 へのアップグレード
継続的インテグレーションと継続的配信処理をサポートするため、メタデータ API を介してリリースするとき
に、フロー名にバージョン番号が含まれなくなりました。API バージョン 44.0 を使用してフローメタデータを
リリースする前に、メタデータ API のフローファイルをアップグレードしてバージョン番号を削除してくださ
い。アップグレードを完了したら、フローファイル名の変更を気にすることなくバージョン管理システムを統
合できます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
方法: メタデータ API でフローファイルをアップグレードするには、次の点を確認してください。
• package.xml ファイルが API バージョン 44.0 に設定されている。
• flows ディレクトリに未使用のフローバージョンが含まれていない。
• 有効な各フローで status項目が Active になっている。status値のないフローは Draft の状況でリリースま

たは取得されます。
• flowDefinitions ディレクトリが空である。
• 各フローの最新バージョンで、ファイル名にバージョン番号が含まれていない。たとえば、myflow-3.flow

を myflow.flow に変更します。
このアップグレードの一環として、メタデータ API を介してリリースまたは取得するときにフロー定義は不要
になりました。フロー定義を使用してリリースする場合、フロー定義の有効なバージョン番号でフローの
status 項目が上書きされます。たとえば、フロー定義の有効なバージョン番号はバージョン 3 で、フローの
最新バージョンは Active の状況でバージョン 4 になっているとします。フローをリリースすると、バージョン
3 が有効なバージョンになります。

開発者のための関連更新
メタデータ API

フローメタデータ型に次の変更が加えられました。
• fullName項目の動作が変更されました。
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• 新しい status項目が追加されました。

関連トピック:

変更セットまたはメタデータ API を使用した有効なプロセスおよびフローのリリース
Salesforce CLI を使用したフローファイルの API バージョン 44.0 へのアップグレード
メタデータ API

Salesforce CLI を使用したフローファイルの API バージョン 44.0 へのアップグレード
継続的インテグレーションと継続的配信処理をサポートするため、Salesforce CLI を介してリリースまたは取得
するときに、フロー名にバージョン番号が含まれなくなりました。API バージョン 44.0 を使用してフローメタ
データをリリースしたり、Summer '19 組織からフローメタデータを取得したりする前に、Salesforce CLI のフロー
ファイルをアップグレードしてバージョン番号を削除してください。アップグレードを完了したら、フロー
ファイル名の変更を気にすることなくバージョン管理システムを統合できます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
方法: Salesforce CLI でフローファイルをアップグレードするには、次の点を確認してください。
• CLI のプレリリースバージョンがインストールされている (2018 年 10 月 13 日に Salesforce CLI v44 がリリースさ

れる前にこの機能を使用する場合)。
sfdx plugins:install salesforcedx@pre-release

プレリリースバージョンがあることを確認します。
sfdx plugins --core
salesforcedx 44.0.1-xx

2018 年 10 月中旬に v44 が正式にリリースされたら、プレリリースバージョンをアンインストールして update

コマンドを実行してください。
sfdx plugins:uninstall salesforcedx

sfdx update

• sfdx-project.json ファイルが "sourceApiVersion": "44.0" に設定されている。
• flows ディレクトリに未使用のフローバージョンが含まれていない。
• 有効な各フローで status項目が Active になっている。status値のないフローは Draft の状況でリリースま

たは取得されます。
• flowDefinitions ディレクトリが空である。
• 各フローの最新バージョンで、ファイル名にバージョン番号が含まれていない。たとえば、

myflow-1.flow-meta.xml を myflow.flow-meta.xml に変更します。
このアップグレードの一環として、メタデータ API を介してリリースまたは取得するときにフロー定義は不要
になりました。フロー定義を使用してリリースする場合、フロー定義の有効なバージョン番号でフローの
status 項目が上書きされます。たとえば、フロー定義の有効なバージョン番号はバージョン 3 で、フローの
最新バージョンは Active の状況でバージョン 4 になっているとします。フローをリリースすると、バージョン
3 が有効なバージョンになります。
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リリースの問題を回避するため、更新したソースコードをスクラッチ組織にリリースするときに、既存のスク
ラッチ組織を再利用しないでください。

開発者のための関連更新
メタデータ API

フローメタデータ型に次の変更が加えられました。
• fullName項目の動作が変更されました。
• 新しい status項目が追加されました。

関連トピック:

変更セットまたはメタデータ API を使用した有効なプロセスおよびフローのリリース
メタデータ API を使用したフローファイルの API バージョン 44.0 へのアップグレード
Salesforce CLI の進化

プロセスとフローのテストカバー率の追跡
組織で Apex テストを使用して、プロセスと自動起動フローを検証する場合、テストカバー率を把握したいと
考えている思います。プロセスと自動起動フローのテストカバー率を計算するために照会できる 2 つの Tooling

API オブジェクトが導入されました。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
理由: 有効なプロセスまたはフローをリリースすると、Salesforce は組織の Apex テストを実行して、プロセスと
フローのテストカバー率が十分であることを確認します。
方法: FlowTestCoverage は、Apex テストメソッドによるフローのテストカバー率を表します。FlowElementTestCoverage

レコードは、Apex テストメソッドでフロー要素が実行されたときに作成されます。
フローバージョンの全体のテストカバー率を計算するには、FlowTestCoverage オブジェクトを照会します。
FlowElementTestCoverage オブジェクトは、テストカバー率の計算には使用されません。
SELECT Id, ApexTestClassId, TestMethodName, FlowVersionId, NumElementsCovered,
NumElementsNotCovered
FROM FlowTestCoverage
WHERE flowversionid='301RM0000004GiK'

テストで実行された要素に関する情報を取得するには、FlowElementTestCoverage オブジェクトを照会します。た
とえば、次のクエリでは実行された一意の要素の数が返されます。
SELECT count_distinct(ElementName)
FROM FlowElementTestCoverage
WHERE FlowVersionId='301RM0000004GiK'

開発者のための関連更新
Tooling API

新しいオブジェクト: FlowTestCoverage、FlowElementTestCoverage
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データ保護とプライバシー: REST API を使用した同意設定、データプ
ライバシーレコードに対するコミュニティユーザのアクセス権
一般データ保護規則 (GDPR) など、データ保護とプライバシーの規制を順守しているかどうかに関係なく、顧客
から要求されたときは特定のプライバシー設定を追跡します。これには、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が役立ちます。

このセクションの内容:

個人オブジェクトを使用した重複するデータプライバシー設定レコードの管理
データプライバシー設定の重複レコードを適切に管理できるようになりました。個人オブジェクトを使用
して、重複レコードを識別する独自の重複ルールと一致ルールを作成できます。他のレコードと同様、重
複するデータプライバシーレコードを 1 つずつまたは一括で管理できます。
データプライバシーレコードへのアクセス権の大規模コミュニティユーザへの付与
大規模コミュニティユーザは、個人オブジェクトを使用してデータプライバシーの設定を保存できるよう
になりました。共有セットおよび共有グループを使用して、データプライバシーレコードを使用できるよ
うにします。
複数のレコード間の同意に関する個人設定の検出
REST API を使用して、複数のレコード間の同意に関する顧客の個人設定を簡単に追跡します。

個人オブジェクトを使用した重複するデータプライバシー設定レコードの管理
データプライバシー設定の重複レコードを適切に管理できるようになりました。個人オブジェクトを使用し
て、重複レコードを識別する独自の重複ルールと一致ルールを作成できます。他のレコードと同様、重複する
データプライバシーレコードを 1 つずつまたは一括で管理できます。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの
アプリケーションに適用されます。
方法: 個人レコードに対して重複ルールと一致ルールを作成する手順は、「重複するデータプライバシーレコー
ドの管理」を参照してください。

データプライバシーレコードへのアクセス権の大規模コミュニティユーザへの
付与
大規模コミュニティユーザは、個人オブジェクトを使用してデータプライバシーの設定を保存できるようにな
りました。共有セットおよび共有グループを使用して、データプライバシーレコードを使用できるようにしま
す。
対象: この変更は、Customer Community、Customer Community Plus、Partner Community ライセンスを持つ組織でホス
トされているすべてのコミュニティに適用されます。
方法: 大規模コミュニティユーザが個人レコードにアクセスできるようにする共有セットの作成方法について
は、「共有セットの概要」を参照してください。
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複数のレコード間の同意に関する個人設定の検出
REST API を使用して、複数のレコード間の同意に関する顧客の個人設定を簡単に追跡します。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの
モバイルアプリケーションに適用されます。
理由: ユーザが複数の場所に同意の要求を保存し、一貫性が保たれないことがあるため、顧客に関連するレコー
ド全体で要求を簡単に検索できるようにしました。一般データ保護規則 (GDPR) など、データ保護とプライバ
シーの規制を順守しているかどうかに関係なく、最も制限の厳しい個人設定を検出することで、顧客の希望を
尊重できます。
方法: この API を使用するには、「すべてのデータの参照」または「プライバシーデータへのユーザのアクセス
を許可」ユーザ権限が有効になっている必要があります。『REST API 開発者ガイド』の Consent API を参照して
ください。

AppExchange: パーソナライズされたおすすめと検索条件
新しい [あなたへのおすすめ] セクションで、関心のある AppExchange ソリューションを見つけます。AppExchange

エクスペリエンスでの過去の検索、インストール、その他の側面に基づいて、パーソナライズされたソリュー
ションのおすすめが表示されます。検索条件を使用して、ビジネス要件に合うソリューションに焦点を絞りま
す。

このセクションの内容:

推奨 AppExchange ソリューションによるビジネスに最適なソリューションの検索
ユーザのビジネス向けの上位ソリューションが選択され、AppExchange の新しい [あなたへのおすすめ] セク
ションに表示されます。この選択はこれまでの AppExchange の使用方法が考慮され、過去の検索、インス
トール、関心のある製品に基づいて推奨されます。AppExchange を探索するほど、表示されるおすすめが改
善されます。
検索条件を使用した AppExchange 検索結果の絞り込み
AppExchange 検索で返される結果が多すぎる場合、検索条件を適用して要件を満たすソリューションのみに
絞り込みます。ソリューション種別、価格、カスタマーの評価、エディションなどを組み合わせることが
できます

推奨 AppExchange ソリューションによるビジネスに最適なソリューションの
検索
ユーザのビジネス向けの上位ソリューションが選択され、AppExchange の新しい [あなたへのおすすめ] セクショ
ンに表示されます。この選択はこれまでの AppExchange の使用方法が考慮され、過去の検索、インストール、
関心のある製品に基づいて推奨されます。AppExchange を探索するほど、表示されるおすすめが改善されます。
対象: この変更は AppExchange Web サイトに適用されます。
方法: AppExchange に移動して、[あなたへのおすすめ]をクリックします。ログインすると、選択されたソリュー
ションが表示されます。
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検索条件を使用した AppExchange 検索結果の絞り込み
AppExchange 検索で返される結果が多すぎる場合、検索条件を適用して要件を満たすソリューションのみに絞
り込みます。ソリューション種別、価格、カスタマーの評価、エディションなどを組み合わせることができま
す
対象: この変更は AppExchange Web サイトに適用されます。
方法: AppExchange でソリューションを検索します。結果を絞り込むには、検索条件パネル (1) から条件を選択
し、[条件の適用] (2) をクリックします。
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一般設定: カスタム項目管理の改善 (パイロット)、[設定] のインポー
トおよびインテグレーションツール、キュー内の承認申請
[使用場所] ボタン (パイロット) を使用して、カスタム項目が参照されている場所 (数式、レイアウト、レポー
トなど) を表示します。[設定] の新しい [インテグレーション] ページには、すべてのインポートおよびインテ
グレーションツールが揃っています。使用している Salesforce 環境に関係なく、キュー内の承認申請を表示でき
ます。

このセクションの内容:

項目の参照を編集前に確認 (パイロット)

ボタンをクリックするだけで、カスタム項目への参照 (レポート、数式など) を表示できるようになりまし
た。数式や他のコンテキストで、項目を使用する他のユーザに変更を知らせることもできます。
新しい [設定] ページでのインポートおよびインテグレーション製品の検索
[設定] メニューには、[インテグレーション] と呼ばれる新しいページがあり、ここではさまざまなインポー
トおよびインテグレーションツールをすべて 1 か所で簡単に検索できます。
すべての Salesforce 環境でのキューに割り当てられた承認申請の表示
使用している Salesforce ユーザインターフェースに関係なく、ユーザは自分および自分のキューに割り当て
られた承認申請を表示できるようになりました。以前は、キューに割り当てられた承認申請は Salesforce

Classic でのみ表示されていました。
Command とクリックを使用した macOS での複数のページレイアウト割り当ての選択
macOS ユーザは、プロファイルまたはレコードタイプにページレイアウトを割り当てるときに、Command

キーを使用して隣接しない複数のセルまたは行をクリックおよび選択できるようになりました。
Lightning Experience での和暦カレンダーの有効化
Winter '19 リリース以降、Salesforce の日本語 (日本) ロケールの Lightning Experience で和暦カレンダーがサポー
トされます。
外部サービススキーマでの PATCH の使用
PATCH を使用して、外部サービススキーマのリソースに小規模な部分的変更を行えるようになりました。

項目の参照を編集前に確認 (パイロット)
ボタンをクリックするだけで、カスタム項目への参照 (レポート、数式など) を表示できるようになりました。
数式や他のコンテキストで、項目を使用する他のユーザに変更を知らせることもできます。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。

メモ: カスタム項目の [使用場所]ボタンは、特定の契約条件への同意が必要なパイロットプログラムを通
じて一部のお客様に提供されます。この機能の有効化についての詳細は、Salesforce にお問い合わせくださ
い。カスタム項目の[使用場所]ボタンは変更される可能性があり、Salesforce が、ドキュメント、プレスリ
リース、または公式声明で正式リリースを発表しない限り、正式リリースされません。特定期間内の正
式リリースあるいはリリースの有無は保証できません。正式リリースされた製品および機能に基づいて
のみ購入をご決定ください。
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対象ユーザ: システム管理者は、パイロットプログラムを通じてカスタム項目の [使用場所] ボタンを使用でき
ます。「アプリケーションのカスタマイズ」権限が必要です。
方法: [使用場所] ボタンは、カスタム項目を管理するページにあります。

このボタンをクリックすると、項目参照の詳細ページが表示されます。

このリストには次の参照が含まれます。
• 入力規則
• レイアウト
• 数式項目
• Visualforce ページ
• Apex クラス
• Apex トリガ
• メールテンプレート (Classic、テキストベース)

• 項目セット
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• フロー (クエリ)

• Lightning コンポーネントのマークアップ (属性)

• プロセスビルダー (条件)

• URL ボタン (数式)

• Lightning ページ (単一関連リスト)

• ルックアップ検索条件 (ルックアップと主従関係)

参照表示ラベルをクリックすると、そのレイアウト、レポート、数式、その他の参照の設定が表示されます。

メモ: 管理パッケージ内の参照は、登録者組織内のリストには含まれません。たとえば、数式で参照され
ている数値項目があるとします。その項目をパッケージに追加して登録者組織にパッケージをインストー
ルした場合、登録者組織の項目参照の詳細ページには、この数値項目が数式項目で参照されていること
が示されません。
ただし、登録者組織に管理パッケージをインストールした後に作成した新しい参照は表示されます。た
とえば、管理パッケージをインストールした後にその数値項目を登録者組織の別の数式に追加した場合、
その新しい参照が表示されます。

新しい [設定] ページでのインポートおよびインテグレーション製品の検索
[設定] メニューには、[インテグレーション] と呼ばれる新しいページがあり、ここではさまざまなインポート
およびインテグレーションツールをすべて 1 か所で簡単に検索できます。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience に適用されます。
理由: [インテグレーション] ページは、次の設定オブジェクトのホームです。
• API

• 変更データキャプチャ (Developer Edition 組織とパイロットユーザにのみ適用される)

• データインポートウィザード
• データローダ
• Dataloader.io

• 外部データソース
• 外部オブジェクト
• 外部サービス
• プラットフォームイベント

すべての Salesforce 環境でのキューに割り当てられた承認申請の表示
使用している Salesforce ユーザインターフェースに関係なく、ユーザは自分および自分のキューに割り当てられ
た承認申請を表示できるようになりました。以前は、キューに割り当てられた承認申請は Salesforce Classic での
み表示されていました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の 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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理由: 誰かがキューに承認申請を割り当てると、キューメンバーは [未承認申請] リストでその申請を確認でき
ます。

開発者のための関連更新
メタデータ API

ListView メタデータ型が更新されました。

Command とクリックを使用した macOS での複数のページレイアウト割り当て
の選択
macOS ユーザは、プロファイルまたはレコードタイプにページレイアウトを割り当てるときに、Command キー
を使用して隣接しない複数のセルまたは行をクリックおよび選択できるようになりました。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
方法: Command キーを押しながら、含める項目をクリックします。
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Lightning Experience での和暦カレンダーの有効化
Winter '19 リリース以降、Salesforce の日本語 (日本) ロケールの Lightning Experience で和暦カレンダーがサポートさ
れます。
対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Database.com

Edition、Developer Edition の Lightning Experience およびすべてのバージョンのモバイルアプリケーションに適用さ
れます。
方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザ」と入力し、[ユーザインターフェース] を選択します。
[日本語 (日本) ロケールの Lightning Experience で和暦カレンダーを有効化] を選択します。

外部サービススキーマでの PATCH の使用
PATCH を使用して、外部サービススキーマのリソースに小規模な部分的変更を行えるようになりました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に
適用されます。

セキュリティと ID: サインアップ、ログイン、およびログアウト
オプションの増加、暗号化可能な項目、ユーザを保護する方法

コミュニティメンバーと他の外部ユーザはメールアドレスまたは電話番号を使用してログインまたはサイン
アップできるようになりました。また、シングルログアウトでは、終了するユーザセッションを識別できま
す。より多くの項目を暗号化できるほか、暗号化ポリシーを変更できるユーザを制御できます。新しいトラン
ザクションポリシーウィザードでは、トランザクションセキュリティポリシーをよりすばやく簡単に作成でき
ます。また、Salesforce からリダイレクトされる前の警告通知により、ユーザの安全が強化されます。
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このセクションの内容:

認証と ID: サインインおよびサインアウトオプションの増加、Mulesoft インテグレーション、シングルログ
アウトセッションサポート、内部ユーザの OpenID Connect ログイン
Salesforce Authentication および Identity では、コミュニティメンバーと他の外部ユーザのログインとサインアッ
プのオプションがいくつか追加されました。他の主なトピック: コミュニティのすべてのログインページに
背景画像を追加します。Mulesoft を使用して、接続アプリケーションへのアクセスと接続アプリケーション
の管理を行います。終了するユーザセッションを識別するようにシングルログアウトを設定します。OpenID

プロトコル (Google や PayPal など) をサポートする任意のプロバイダを使用して従業員がコミュニティにログ
インできるように認証を設定します。
Salesforce Shield: API による暗号化スキームの可用性, より多くの項目の暗号化、改善されたトランザクション
ポリシーウィザード
改善された UI でトランザクションセキュリティポリシーをよりすばやく簡単に作成します。API を使用し
て、より多くのデータを暗号化し、テナントの秘密の循環および暗号化ポリシーに関するより多くのタス
クを管理します。
セキュリティに関するその他の変更: プラットフォームインテグレーションユーザの追跡、リダイレクト前
のユーザへの警告、共有アクセス管理
プラットフォームインテグレーションユーザをデバッグログで追跡できるようになったため、この自動化
ユーザをより明確に把握できます。Salesforce の外部にユーザがリダイレクトされる前にユーザに警告する
ことで、フィッシングや悪意のあるリンクから保護します。高保証セッションレベルを要求することで、
共有設定にアクセスできるユーザを制限します。

認証と ID: サインインおよびサインアウトオプションの増加、Mulesoft
インテグレーション、シングルログアウトセッションサポート、内
部ユーザの OpenID Connect ログイン
Salesforce Authentication および Identity では、コミュニティメンバーと他の外部ユーザのログインとサインアップ
のオプションがいくつか追加されました。他の主なトピック: コミュニティのすべてのログインページに背景
画像を追加します。Mulesoft を使用して、接続アプリケーションへのアクセスと接続アプリケーションの管理
を行います。終了するユーザセッションを識別するようにシングルログアウトを設定します。OpenID プロトコ
ル (Google や PayPal など) をサポートする任意のプロバイダを使用して従業員がコミュニティにログインできる
ように認証を設定します。

このセクションの内容:

電話番号、メール、または選択した任意の識別子による外部ユーザのログイン
数回クリックするだけで、外部ユーザが簡単にコミュニティにログインできるログインページをリリース
できます。ログイン検出機能により、ユーザ名以外の要素 (電話番号など) を使用して外部ユーザの本人確
認を行うことができます。パスワードの代わりに、メールまたはモバイルデバイスに送信されるコードを
使用して ID を検証できます。組織でマルチ ID プロバイダ (IdP) が有効になっている場合、ログインはワンス
テッププロセスになり、ユーザは検証をまとめてスキップできます。
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訪問者のメールまたは電話によるコミュニティへのサインアップ
顧客が簡単にコミュニティに参加できるようにします。登録のためにユーザ名とパスワードを求める代わ
りに、メールアドレスまたは電話番号を入力して参加できるようにします。設定可能なセルフ登録により、
サインアッププロセスが簡略化されます。最小限の情報でユーザをすばやく登録できます。ユーザが作成
されていれば、その後のログイン時に徐々にユーザのプロファイルを構築していけます。たとえば、コン
テキストやインタラクション種別に基づいて追加のユーザ情報を収集できます。
カスタマイズされた背景画像を使用したログインページの装飾
目を引く背景でログインページを目立たせます。独自のブランドを反映したログイン環境を外部ユーザに
提供します。たとえば、URL を入力して、画像または色のグラデーションを背景として表示します。また
は、動的 URL を使用して、実行時に表示する背景画像を決定します。
Salesforce の定型 ID 検証メールのカスタマイズ
コミュニティの ID 検証メールをカスタマイズします。ユーザがメールで ID を検証する場合、Salesforce から
確認コードが記載された汎用メール通知が送信されます。メッセージを書き換えて、顧客やパートナーと
のコミュニケーション方法を制御できます。ID を検証する必要がある場合は必ずユーザに検証メールが送
信されます。たとえば、ログイン検出、パスワードなしのログイン、設定可能なセルフ登録、デバイスの
有効化、U2F デバイス登録のときなどがこれに該当します。
SMS で ID を検証するためのアドオンライセンスの購入
Salesforce には、ID 検証用の SMS メッセージを追跡する新しい使用量ベースのエンタイトルメントライセン
スがあります。このアドオンライセンスは、すべての外部ユーザライセンスで利用できます。このライセ
ンスにより、コミュニティおよび外部 ID ユーザは、ID を検証するためにテキストメッセージをユーザに送
信できるようになります。
外部認証プロバイダを介したコミュニティへのログインアクセス権を内部ユーザに付与
以前は、内部ユーザがコミュニティにアクセスするには、コミュニティログインページを介するか、Salesforce

にログインして SAML シングルサインオンを使用していました。現在、内部ユーザは Google などの OpenID

Connect プロトコルをサポートする外部認証プロバイダを介してコミュニティにアクセスできるようになり
ました。
Mulesoft アクセス管理での OpenID Connect 認証の有効化
Mulesoft との Salesforce インテグレーションにより、接続アプリケーションとのシステム API インテグレーショ
ンを利用および管理でき、ログイン中にシームレスなユーザ環境が提供されます。この環境の一部として、
Salesforce が ID プロバイダの場合、Mulesoft アクセス管理用の OpenID Connect シングルサインオン (SSO) と認証
を有効にできるようになりました。SAML SSO はすでにサポートされています。SAML SSO を使用すると、ユー
ザは Salesforce にログインし、Mulesoft に別途ログインせずに Mulesoftにアクセスできます。OpenID Connect 認
証を使用すると、ユーザは Salesforce からMulesoft にアクセスできます。
OAuth 2.0 エンドポイントとの接続アプリケーションインテグレーションの合理化 (ベータ)

OpenID Connect 認証の一部として、Salesforce で OAuth 2.0 動的クライアント登録およびトークンイントロスぺ
クションエンドポイントがサポートされるようになりました。動的クライアント登録を使用すると、OpenID

Connect クライアントアプリケーションは Salesforce との子の OAuth 2.0 接続アプリケーションを自動的に作成
できます。トークンイントロスペクションを使用すると、クライアントアプリケーションは、OAuth 2.0 の
アクセストークンまたは更新トークンの現在の状態を確認できます。
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Lightning Experience のアプリケーションランチャーのアクセシビリティの向上
Lightning Experience のアプリケーションランチャーのアクセシビリティが再設計され、コミュニティメン
バー、顧客、および他のユーザのナビゲーション操作が改善され、より直感的になりました。また、新し
く実装された Salesforce Lightning Design System (SLDS) 標準によって、スクリーンリーダーがアプリケーション
ランチャーカードおよび [すべての項目] セクションを正しく読み上げることができます。
SCIM 2.0 での REST API を使用したユーザ ID の管理
Salesforce で System for Cross-Domain Identity Management (SCIM) のバージョン 2.0 がサポートされるようになりまし
た。SCIM は、REST API を使用してシステム間でユーザ ID 情報を交換するためのオープン標準です。Salesforce

は、Salesforce 固有の ID 情報の仕様に対して拡張機能を提供します。SCIM により、特に何千ものアプリケー
ションや関連するサーバおよびデータベースをホストする大企業のユーザ ID の管理が容易になります。標
準接続方法がない場合、各社でカスタムソフトウェアコネクタを作成して、これらのサービスに参加する
必要があります。
SAML シングルログアウト時に閉じるユーザセッションの識別
一部の ID プロバイダおよびサービスプロバイダでは、閉じるユーザセッションを識別するために、ログア
ウト要求または応答内にセッションインデックスパラメータを含める必要があります。Salesforce は SAML シ
ングルログアウト (SLO) でセッションインデックスパラメータをサポートするようになりました。SAML SLO

用に登録された接続アプリケーションからユーザがログアウトする場合、セッションインデックスパラメー
タが、終了するユーザセッションの識別に役立つ可能性があります。
UserInfo エンドポイント、ID URL レスポンス、および ID トークンでの JSON 準拠の値の取得
UserInfo エンドポイント、ID URL、および ID トークンの updated_at 属性が OpenID Connect Core 1.0 仕様を準
拠するようになりました。ID トークンの address値 (標準要求が有効な場合) もこの仕様に準拠するように
なりました。
Salesforce および Community ユーザの異なるポリシーの設定 (正式リリース)

組織でコミュニティを設定する場合、内部ユーザが Salesforce アプリケーションではなくコミュニティにロ
グインしたときに異なるログインポリシーを指定できます。また、内部ユーザの OAuth 認証がコミュニティ
ドメインでサポートされるようになりました。

電話番号、メール、または選択した任意の識別子による外部ユーザのログイン
数回クリックするだけで、外部ユーザが簡単にコミュニティにログインできるログインページをリリースでき
ます。ログイン検出機能により、ユーザ名以外の要素 (電話番号など) を使用して外部ユーザの本人確認を行う
ことができます。パスワードの代わりに、メールまたはモバイルデバイスに送信されるコードを使用して ID

を検証できます。組織でマルチ ID プロバイダ (IdP) が有効になっている場合、ログインはワンステッププロセ
スになり、ユーザは検証をまとめてスキップできます。
対象: この機能は、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
ンでアクセスするすべてのコミュニティで使用できます。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、
Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。
対象ユーザ: 外部 ID およびコミュニティ管理者は、いくつかの検証方法 (メール、SMS、Salesforce Authenticator、
U2F セキュリティデバイスなど) でユーザをログインさせることができます。テキストメッセージで ID を検証
するには、事前に決められた数の ID 検証用の SMS メッセージを組織に許可する ID 検証クレジットのライセン
スを購入します。正確な制限については、Salesforce のアカウント担当者にお問い合わせください。
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メモ:  SMS は、暗号化を使用してメッセージの機密性をサポートするように設計されていません。また、
ロックされたデバイスに SMS 確認コードが表示される可能性があります。その結果、攻撃者は、移動中
のテキストメッセージをインターセプトしたり、ユーザのデバイスにアクセスしたりして、SMS コンテン
ツを取得できます。一般に、このような攻撃は標的型であり、パスワード違反のように受けやすい攻撃
ではありませんが、コミュニティをリスクにさらす可能性があります。認証技術を選択する場合、特に
単一要素の認証をリリースするときは、保護する必要があるデータとビジネスプロセスを考慮すること
が重要です。

理由: この機能では、パスワードなしのログインをサポートするために Salesforce Spring '18 で開始された取り組
みを継続しています。Spring '18 では、開発者がパスワードなしのログインページをプログラムで作成できるよ
うになりました。今回のリリースでは、UI でこの機能やそれ以外の機能もポイント & クリックで実行できま
す。
方法:システム管理者は、[管理] ワークスペースの [ログイン & 登録] ページを使用して、外部ユーザがコミュニ
ティにログインする方法をカスタマイズします。新しい [ログイン検出ページ] ログインページ種別を選択する
と、Salesforce によってデフォルトでメールアドレスまたは電話番号の入力をユーザに求めるログインページが
生成されます。

たとえば、この設定では、メールアドレスまたは電話番号の入力を求める項目が含まれるログインページが生
成されます。ここでは Facebook が選択されているため、ユーザが Facebook ログイン情報で本人確認ができる
Facebook のボタンがログインページに表示されます。
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Salesforce により、ユーザがメールまたはテキストメッセージで本人確認するためのロジックが含まれるログイ
ン検出 Apex ハンドラが生成されます。たとえば、統合 ID やベンダー ID などの他の識別子を使用するようにこ
のハンドラをカスタマイズできます。マルチ ID プロバイダまたはシングルサインオンインテグレーションで
組織が設定されている場合、ログインを簡略化するロジックを追加することもできます。ユーザが選択すべき
SSO を推測するのではなく、ハンドラが適切なプロバイダを「検出」し、それらの SSO を呼び出します。
ハンドラは、[設定] の [Apex クラス] にあります。ハンドラの名前は AutocreatedDiscLoginHandler で始ま
ります (例: AutocreatedDiscLoginHandler1532705706806)。組織で一意になるように Salesforce によって数
字が名前に追加されます。

メモ: ログインページ種別として [ログイン検出ページ] を選択した場合、セルフ登録ページ種別として
[コミュニティビルダーページ] を選択できません。同様に、ログインページ種別として [コミュニティビ
ルダーページ] を選択した場合、セルフ登録ページ種別として [コミュニティビルダーページ] を選択する
必要があります。

関連トピック:

External Identity for Customers and Partners Guide (顧客およびパートナー向けの外部 ID ガイド): External Identity for Customers

and Partners Guide (顧客およびパートナー向けの外部 ID 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)
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https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.externalidentityImplGuide.meta/externalidentityImplGuide/external_identity_intro.htm
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訪問者のメールまたは電話によるコミュニティへのサインアップ
顧客が簡単にコミュニティに参加できるようにします。登録のためにユーザ名とパスワードを求める代わり
に、メールアドレスまたは電話番号を入力して参加できるようにします。設定可能なセルフ登録により、サイ
ンアッププロセスが簡略化されます。最小限の情報でユーザをすばやく登録できます。ユーザが作成されてい
れば、その後のログイン時に徐々にユーザのプロファイルを構築していけます。たとえば、コンテキストやイ
ンタラクション種別に基づいて追加のユーザ情報を収集できます。
対象: この機能は、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
ンでアクセスするすべてのコミュニティで使用できます。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、
Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。
対象ユーザ: 外部 ID およびコミュニティ管理者は、訪問者がメールアドレスまたは電話番号で登録できるよう
に設定できます。テキストメッセージで ID を検証するには、事前に決められた数の ID 検証用の SMS メッセー
ジを組織に許可する ID 検証クレジットのライセンスを購入します。正確な制限については、Salesforce のアカウ
ント担当者にお問い合わせください。

メモ:  SMS は、暗号化を使用してメッセージの機密性をサポートするように設計されていません。また、
ロックされたデバイスに SMS 確認コードが表示される可能性があります。その結果、攻撃者は、移動中
のテキストメッセージをインターセプトしたり、ユーザのデバイスにアクセスしたりして、SMS コンテン
ツを取得できます。一般に、このような攻撃は標的型であり、パスワード違反のように受けやすい攻撃
ではありませんが、コミュニティをリスクにさらす可能性があります。認証技術を選択する場合、特に
単一要素の認証をリリースするときは、保護する必要があるデータとビジネスプロセスを考慮すること
が重要です。

方法: コミュニティワークスペースの [ログイン & 登録] ページでセルフ登録ページを設定します。まず、[設定
可能なセルフ登録ページ]を選択します (1)。次にサインアップフォームに表示する項目を選択します (2)。登録
設定を保存すると、Salesforce によって設定可能なセルフ登録ハンドラ (この場合は
AutocreatedConfigSelfReg1532475901849) が生成されます (3)。
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設定可能なセルフ登録ページでは、選択した登録項目で登録を行うようにユーザに求めるサインアップフォー
ムが生成されます。
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メモ: 登録ページ種別として [設定可能なセルフ登録ページ] を選択した場合、ログインページ種別として
[コミュニティビルダーページ] を選択できません。同様に、セルフ登録ページ種別として [コミュニティ
ビルダーページ] を選択した場合、ログインページ種別として [コミュニティビルダーページ] を選択する
必要があります。

生成された設定可能なセルフ登録ハンドラを Apex で編集して、さらにセルフ登録をカスタマイズできます。
たとえば、メールまたは電話番号が外部ユーザに固有であることを確認するカスタムロジックを追加できま
す。取引先責任者を取引先に関連付ける必要がなくなるようにユーザ作成を変更できます。ハンドラは、[設
定] の [Apex クラス] にあります。ハンドラの名前は AutocreatedConfigSelf-Reg で始まります (例:

AutocreatedConfigSelf-Reg1532705701849)。

メモ: 登録されたコミュニティユーザが Salesforce アプリケーションを使用してコミュニティにログインす
るには、API アクセス権が必要です。権限を付与するには、外部 ID プロファイルを更新します。[設定] の
[プロファイル] ページから、外部 ID プロファイルをコピーし、[API の有効化] を選択します。

関連トピック:

External Identity for Customers and Partners Guide (顧客およびパートナー向けの外部 ID ガイド): External Identity for Customers

and Partners Guide (顧客およびパートナー向けの外部 ID 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)
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カスタマイズされた背景画像を使用したログインページの装飾
目を引く背景でログインページを目立たせます。独自のブランドを反映したログイン環境を外部ユーザに提供
します。たとえば、URL を入力して、画像または色のグラデーションを背景として表示します。または、動的
URL を使用して、実行時に表示する背景画像を決定します。
対象: この機能は、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
ンでアクセスするすべてのコミュニティで使用できます。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、
Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。
理由: [管理] ワークスペースの [ログイン & 登録] ページで、ファイルまたは URL を使用してロゴを指定できま
す。背景の場合、色を選択するか、画像の URL を入力します。動的背景の場合、中括弧内に expid プレースホ
ルダがある URL (例: https://www.my-cms.com/{expid}/background.png) を入力します。

ブランド設定オプションは、ログイン環境全体 (検証、サインアップ、パスワードのリセットなど、ログイン
ページの axid_nd 関連のページ) に適用されます。ログインフローもブランド設定されます。
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ブランド設定オプションは、モバイル (ブラウザや Salesforce Mobile SDK アプリケーション) でもサポートされて
います。
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Salesforce の定型 ID 検証メールのカスタマイズ
コミュニティの ID 検証メールをカスタマイズします。ユーザがメールで ID を検証する場合、Salesforce から確
認コードが記載された汎用メール通知が送信されます。メッセージを書き換えて、顧客やパートナーとのコ
ミュニケーション方法を制御できます。ID を検証する必要がある場合は必ずユーザに検証メールが送信されま
す。たとえば、ログイン検出、パスワードなしのログイン、設定可能なセルフ登録、デバイスの有効化、U2F

デバイス登録のときなどがこれに該当します。
対象: この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンのモバイルアプリケーショ
ンでアクセスするすべてのコミュニティで使用できます。コミュニティは Enterprise Edition、Performance Edition、
Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。
方法: Salesforce には、コミュニティで ID 検証を処理するためのワンタイムパスワードメールテンプレートが用
意されています。このテンプレートは、そのまま使用することも、独自にカスタマイズすることもできます。
[管理] ワークスペースの [メール] ページからワンタイムパスワードメールテンプレートを有効にします。

次に、[設定] の [Classic メールテンプレート] ページでテンプレートをカスタマイズできます。[コミュニティ: ワ
ンタイムパスワードメール] の横にある [編集] をクリックし、ページの上部にリストされている使用可能な差
し込み項目を使用してコンテンツをパーソナライズします。
API Network オブジェクトの verificationTemplate 項目を使用して API でメールテンプレートをカスタマ
イズすることもできます。
Visualforce で独自のカスタム OTP メールテンプレートを作成して、$Network オブジェクトを使用できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: コミュニティから送信されるメールのカスタマイズ (リリースプレビューの時点で内容が刷
新されたり、使用不能になる可能性があります)
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SMS で ID を検証するためのアドオンライセンスの購入
Salesforce には、ID 検証用の SMS メッセージを追跡する新しい使用量ベースのエンタイトルメントライセンスが
あります。このアドオンライセンスは、すべての外部ユーザライセンスで利用できます。このライセンスによ
り、コミュニティおよび外部 ID ユーザは、ID を検証するためにテキストメッセージをユーザに送信できるよ
うになります。
対象: SMS 検証メッセージは、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの Salesforce アプ
リケーションで使用できます。ID 検証クレジットのアドオンライセンスは、すべてのエディションで購入でき
ます。
対象ユーザ: 事前に決められた数の ID 検証用の SMS メッセージを組織に許可する ID 検証クレジットのライセン
スを購入します。正確な制限については、Salesforce のアカウント担当者にお問い合わせください。
方法: 従業員の内部利用では、この制限にカウントされません。ただし、SMS 登録用の Apex メソッドはカウン
トされます。
[設定] の [組織情報] ページから、組織で消費した ID 検証クレジットの数を追跡できます。ID 検証クレジットの
状況は、下部の [使用量ベースのエンタイトルメント] に表示されます。通常、状況は毎日更新されますが、こ
れよりも長くかかることもあります。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 使用量ベースのエンタイトルメント (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)

外部認証プロバイダを介したコミュニティへのログインアクセス権を内部ユー
ザに付与
以前は、内部ユーザがコミュニティにアクセスするには、コミュニティログインページを介するか、Salesforce

にログインして SAML シングルサインオンを使用していました。現在、内部ユーザは Google などの OpenID Connect

プロトコルをサポートする外部認証プロバイダを介してコミュニティにアクセスできるようになりました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。
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方法: Salesforce 開発者は、OpenID Connect でコミュニティに SSO するときに内部ユーザの作成と外部ユーザの作
成の両方が考慮されるように Apex createUser(portalId, userData) 登録ハンドラメソッドを更新する必
要があります。たとえば、開発者は userDataオブジェクトの一意の属性を使用して、新しく作成されたユー
ザが外部ユーザなのか内部ユーザなのかを判断できます。
残りのプロセス (外部ユーザの作成、サービスプロバイダの Web サイトの設定、組織の認証プロバイダの定義)

は同じです。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 認証プロバイダの設定 (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: 外部認証プロバイダ (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)

Apex 開発者ガイド: RegistrationHandler インターフェース (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)

Mulesoft アクセス管理での OpenID Connect 認証の有効化
Mulesoft との Salesforce インテグレーションにより、接続アプリケーションとのシステム API インテグレーション
を利用および管理でき、ログイン中にシームレスなユーザ環境が提供されます。この環境の一部として、
Salesforce が ID プロバイダの場合、Mulesoft アクセス管理用の OpenID Connect シングルサインオン (SSO) と認証を
有効にできるようになりました。SAML SSO はすでにサポートされています。SAML SSO を使用すると、ユーザは
Salesforce にログインし、Mulesoft に別途ログインせずに Mulesoftにアクセスできます。OpenID Connect 認証を使用
すると、ユーザは Salesforce からMulesoft にアクセスできます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。
方法: Salesforce OAuth 2.0 トークンエンドポイントが、HTTP 要求の基本認証ヘッダーに含まれるクライアントの
ログイン情報を受け入れるようになりました。Salesforce は Mulesoft の OpenID Connect 認証プロバイダになること
ができます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: シングルサインオン (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可
能性があります)

Salesforce ヘルプ: 接続アプリケーション (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる
可能性があります)
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OAuth 2.0 エンドポイントとの接続アプリケーションインテグレーションの合
理化 (ベータ)
OpenID Connect 認証の一部として、Salesforce で OAuth 2.0 動的クライアント登録およびトークンイントロスぺク
ションエンドポイントがサポートされるようになりました。動的クライアント登録を使用すると、OpenID Connect

クライアントアプリケーションは Salesforce との子の OAuth 2.0 接続アプリケーションを自動的に作成できます。
トークンイントロスペクションを使用すると、クライアントアプリケーションは、OAuth 2.0 のアクセストーク
ンまたは更新トークンの現在の状態を確認できます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。

メモ:  OAuth 2.0 動的クライアント登録およびトークンイントロスぺクションエンドポイントはベータ機能
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。自身の独自の決定権でこの機能を使用し、現在正式にリリースされている製品および機
能に基づいて購入をご決定ください。Salesforce 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
有無を保証しません。また、いかなる時点でもこの機能を終了できるものとします。この機能は、評価
目的のみで、本番での使用を目的にしたものではありません。この機能は、そのままの状態で提供され、
サポートされておらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はい
かなる責任も負いません。すべての制約、Salesforce の権利の保留、本サービスに関する義務、および関連
する Salesforce 以外のアプリケーションならびにコンテンツの条件は、この機能の使用に等しく適用され
ます。フィードバックや提案は、Trailblazer Community の「Salesforce Identity」グループに投稿してください。
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。

方法: このソリューションは OAuth 2.0 Dynamic Client Registration Protocol (OAuth 2.0 動的クライアント登録プロトコ
ル) と OAuth 2.0 Token Introspection (OAuth 2.0 トークンイントロスペクション) の仕様に従います。
OAuth 2.0 接続アプリケーションを設定したら、Salesforce に連絡して初期アクセストークンを要求してくださ
い。Salesforce は動的クライアント登録要求の認証にこのトークンを必要とします。Mulesoft アクセス管理用に
このエンドポイントを設定する方法についての詳細は、Mulesoft Anypoint を参照してください。

重要: 動的クライアント登録およびトークンイントロスペクションエンドポイントでは、すべてのインス
タンスが Winter '19 リリースにアップグレードされた後にのみ login.salesforce.com がサポートされ
ます。すべてのインスタンスが Winter '19 リリースにアップグレードされる前にこれらのエンドポイント
を有効にする場合は、[私のドメイン]、コミュニティ、またはインスタンスの URL を使用してください。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: OAuth によるアプリケーションの認証 (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)

REST API 開発者ガイド: OAuth エンドポイントについて (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)
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Lightning Experience のアプリケーションランチャーのアクセシビリティの向上
Lightning Experience のアプリケーションランチャーのアクセシビリティが再設計され、コミュニティメンバー、
顧客、および他のユーザのナビゲーション操作が改善され、より直感的になりました。また、新しく実装され
た Salesforce Lightning Design System (SLDS) 標準によって、スクリーンリーダーがアプリケーションランチャーカー
ドおよび [すべての項目] セクションを正しく読み上げることができます。
対象:この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

に適用されます。
理由: Lightning Experience アプリケーションランチャーの再設計によりアクセシビリティが向上します。

SCIM 2.0 での REST API を使用したユーザ ID の管理
Salesforce で System for Cross-Domain Identity Management (SCIM) のバージョン 2.0 がサポートされるようになりました。
SCIM は、REST API を使用してシステム間でユーザ ID 情報を交換するためのオープン標準です。Salesforce は、
Salesforce 固有の ID 情報の仕様に対して拡張機能を提供します。SCIM により、特に何千ものアプリケーションや
関連するサーバおよびデータベースをホストする大企業のユーザ ID の管理が容易になります。標準接続方法
がない場合、各社でカスタムソフトウェアコネクタを作成して、これらのサービスに参加する必要がありま
す。
対象: この機能は、すべてのエディションの Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
方法: Salesforce 拡張機能の次の SCIM エンドポイントが追加されました。ここでは salesforce_org_urlはユー
ザにとっての組織の URL (カスタムドメインなど) です。アスタリスク (*) は、SCIM 2.0 で追加されたエンドポイ
ントを示します。
• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Users

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Groups

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Entitlements

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Schemas

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Roles*
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• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/ResourceTypes*

• https://salesforce_org_url/services/scim/v2/Me*

https://salesforce_org_url/services/scim/v2/ServiceProviderConfigs を使用して、Salesforce

SCIM 実装の機能を要求できます。
https://salesforce_org_url/services/scim/v1/Users/userID  (userId はユーザの 18 文字の組織 ID)

を使用して、特定のユーザのプロパティを要求します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: System for Cross-Domain Identity Management (SCIM) の使用 (リリースプレビューの時点で内容が刷
新されたり、使用不能になる可能性があります)

SAML シングルログアウト時に閉じるユーザセッションの識別
一部の ID プロバイダおよびサービスプロバイダでは、閉じるユーザセッションを識別するために、ログアウ
ト要求または応答内にセッションインデックスパラメータを含める必要があります。Salesforce は SAML シング
ルログアウト (SLO) でセッションインデックスパラメータをサポートするようになりました。SAML SLO 用に登
録された接続アプリケーションからユーザがログアウトする場合、セッションインデックスパラメータが、終
了するユーザセッションの識別に役立つ可能性があります。
対象:この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
方法: Salesforce が ID プロバイダの場合、SAML シングルサインオン (SSO) 時に Salesforce がセッションインデック
スパラメータを生成してサービスプロバイダに送信します。開始プロバイダに応じて、SAML SLO は次のプロセ
スのいずれかに従います。
• Salesforce が SLO を開始した場合、Salesforce はログアウト要求と同じセッションインデックスパラメータを

サービスプロバイダに送信します。
• サービスプロバイダが SLO を開始した場合、Salesforce は、現在のセッションに参加している他のサービス

プロバイダに SAML SLO 要求を送信します。他のサービスプロバイダはログアウト応答を Salesforce に投稿し
ます。Salesforce はログアウト応答を開始サービスプロバイダに返します。

Salesforce がサービスプロバイダの場合、Salesforce は SSO 時に ID プロバイダから送信されたセッションインデッ
クスパラメータを受信して保存します。ID プロバイダが SLO を開始した場合、Salesforce はログアウト応答を送
信します。Salesforce が SLO を開始した場合、Salesforce はログアウト要求と同じセッションインデックスパラメー
タを ID プロバイダに送信します。

UserInfo エンドポイント、ID URL レスポンス、および ID トークンでの JSON 準
拠の値の取得
UserInfo エンドポイント、ID URL、および ID トークンの updated_at 属性が OpenID Connect Core 1.0 仕様を準拠す
るようになりました。ID トークンの address 値 (標準要求が有効な場合) もこの仕様に準拠するようになりま
した。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
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理由: updated_at 値は、UTC で測定された 1970-01-01T0:0:0Z から、エンドユーザの情報が最後に更新された日
時までの秒数を表す JSON 数値です。たとえば、以前は、updated_at 属性値は次のように表示されました。
"updated_at" : "2017-07-28T19:17:41.000+0000"

現在、時間値は次のように表示されます。
"updated_at" : "2017-07-28T19:17:41Z"

ID トークンの標準要求には、ユーザの名前、プロファイル、電話番号、住所など、ユーザに関する情報が含ま
れます。たとえば、以前は、address 属性値は次のように表示されました。
"address": "{street_address=null, locality=null, region=CA, country=US,
postal_code=94110}"

現在、住所は次のように表示されます。
"address" : { "region" : "CA", "country" : "US", "postal_code" : "94110" }

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: UserInfo エンドポイント (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能にな
る可能性があります)

Salesforce ヘルプ: ID URL (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: ID トークンの取得および確認 (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: 接続アプリケーションの作成 (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)

Salesforce および Community ユーザの異なるポリシーの設定 (正式リリース)
組織でコミュニティを設定する場合、内部ユーザが Salesforce アプリケーションではなくコミュニティにログイ
ンしたときに異なるログインポリシーを指定できます。また、内部ユーザの OAuth 認証がコミュニティドメイ
ンでサポートされるようになりました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。
理由: たとえば、コミュニティにログインする内部ユーザに IP 制限を適用し、内部ユーザが Salesforce アプリケー
ションにログインする場合に IP 制限を緩和できます。Salesforce アプリケーションとコミュニティへのアクセス
権を個別に制御することで、信頼できる内部ユーザのデバイスの有効化と IP 制限を緩和して、より快適なログ
イン環境を提供できます。
方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、内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 [内部ユーザについてはコミュニティと Salesforce のログイン認証を分割する] を
選択します (1)。制限がより緩いログインポリシーを設定するには、[ログイン IP 制限を緩和]、[デバイスの有
効化をスキップ]、またはその両方を選択します。プロファイルで [内部ユーザについてはコミュニティと
Salesforce のログイン認証を分割する] が有効になっている内部ユーザに対して OAuth での認証をサポートする
には、[内部ユーザの OAuth を許可] を選択します (2)。
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メモ: これらのオプションが有効になっている内部ユーザがコミュニティワークスペースに移動すると、
コミュニティに再度ログインするように求められます。これらのオプションが有効になっており、必要
な権限を持っているユーザは、コミュニティを引き続き作成できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: プロファイルでのセッション設定の表示と編集 (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)

Salesforce Shield: API による暗号化スキームの可用性, より多くの項目
の暗号化、改善されたトランザクションポリシーウィザード
改善された UI でトランザクションセキュリティポリシーをよりすばやく簡単に作成します。API を使用して、
より多くのデータを暗号化し、テナントの秘密の循環および暗号化ポリシーに関するより多くのタスクを管理
します。

このセクションの内容:

Shield Platform Encryption: 暗号化項目の増加と API サポートの強化、新しいキャッシュのみの鍵サービス
Shield Platform Encryption ユーザはより広範なデータを暗号化し、より多くの機能を使用して暗号化データに
アクセスできます。カスタムオブジェクト名および Health Cloud 項目を含め、多くの項目に暗号化を追加し
ました。暗号化スキームとテナントの秘密の状況を、それぞれメタデータ API と REST API を使用して更新で
きます。また、初めて、Bring Your Own Key のキャッシュのみの鍵サービスを使用して、Salesforce の外部に保
存された鍵素材を取得できるようになりました。
イベントモニタリング: 改善されたトランザクションポリシーウィザード、より正確になった Lightning エ
ラー情報
改善された UI でトランザクションセキュリティポリシーをよりすばやく簡単に作成します。Lightning エラー
イベント種別に、エラーのトラブルシューティングに役立つ関連性の高い情報が含まれます。

494

Salesforce Shield: API による暗号化スキームの可用性, よ
り多くの項目の暗号化、改善されたトランザクションポ

リシーウィザード

Salesforce Winter '19 リリースノート

https://help.salesforce.com/articleView?id=users_profiles_session.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=users_profiles_session.htm&language=ja


Shield Platform Encryption: 暗号化項目の増加と API サポートの強化、新しいキャッ
シュのみの鍵サービス
Shield Platform Encryption ユーザはより広範なデータを暗号化し、より多くの機能を使用して暗号化データにアク
セスできます。カスタムオブジェクト名および Health Cloud 項目を含め、多くの項目に暗号化を追加しました。
暗号化スキームとテナントの秘密の状況を、それぞれメタデータ API と REST API を使用して更新できます。ま
た、初めて、Bring Your Own Key のキャッシュのみの鍵サービスを使用して、Salesforce の外部に保存された鍵素
材を取得できるようになりました。

このセクションの内容:

カスタムオブジェクト名項目の暗号化 (正式リリース)

カスタムオブジェクトのデータの保護を一層強化します。カスタムオブジェクト名項目の Shield Platform

Encryption では、確定的暗号化スキームと確率的暗号化スキームの両方がサポートされます。
Health Cloud への Shield Platform Encryption の導入
患者データを扱う場合、データの安全性の確保に神経を使うことでしょう。医療保険データモデルと利用
管理データモデルのさまざまな項目に保存された患者データの保護を一層強化できるようになりました。
この両方のデータモデルは Spring '18 で正式リリースされました。
リッチテキストエリア項目の暗号化 (ベータ)

すべての Shield Platform Encryption でリッチテキストエリア項目を暗号化できるようになり、より広範なデー
タのセキュリティが一層強化されました。カスタムオブジェクトと標準オブジェクトのリッチテキストエ
リア項目を暗号化できます。
契約の住所(納入先) 項目の暗号化
契約の住所(納入先) 項目を暗号化すると、さらに多くの契約データの保護を一層強化できます。契約の住
所(納入先) 項目を暗号化すると、[町名・番地(納入先)] 項目と [市区郡(納入先)] 項目も暗号化されます。
Shield 鍵管理サービスの保護の改善
新しい鍵制限は、Shield 鍵管理サービス (KMS) で鍵素材をより効率的に処理するのに役立ちます。種別ごと
に、Salesforce で生成されたか顧客から提供された、有効なテナントの秘密とアーカイブされたテナントの
秘密を最大 50 個持つことができるようになりました。キャッシュのみの鍵サービス (ベータ) のユーザは、
種別ごとに、有効なキャッシュのみの鍵とアーカイブされたキャッシュのみの鍵を最大 10 個持つことがで
きます。このサービスの改善により、Shield KMS の中断から保護され、円滑な暗号化プロセスおよび複合化
プロセスを実行できます。
変更データキャプチャを使用した暗号化データの記録 (開発者プレビュー)

変更データキャプチャでは、Salesforce レコードのほぼリアルタイムの変更が提供され、外部データストア
の対応するレコードが同期されます。Salesforce レコード項目が Shield Platform Encryption で暗号化されている
場合、暗号化された項目の値を変更するとイベントが変更されます。1 回のクリックで、Shield Platform

Encryption を使用して変更イベントを暗号化できます。その後、変更イベントメッセージのデータは、セキュ
アなトランスポートレイヤ (HTTPS および TLS) 経由で登録済みクライアントに配信されます。
暗号化ポリシーを変更できるユーザを制御
暗号化タスクの実行をシステム管理者チームの特定のメンバーに限定したいと考える場合があります。こ
のタスクに暗号化鍵素材の処理と暗号化ポリシーの管理が含まれる場合、暗号化ポリシータスクを、「暗
号化鍵の管理」権限を持つユーザに制限することができます。

495

Salesforce Shield: API による暗号化スキームの可用性, よ
り多くの項目の暗号化、改善されたトランザクションポ

リシーウィザード

Salesforce Winter '19 リリースノート



変更セットでの Shield Platform Encryption の適用
「一緒に持っていくことはできません」と言った誰もが変更セットを使用していませんでした。ある組織
から別の組織へカスタマイズをリリースする場合、暗号化設定も一緒にリリースできるようになりました。
また、変更セットにすでに含まれているコンポーネントに暗号化を適用することもできます。変更セット
を対象組織にアップロードすると、暗号化設定が対象組織に適用されます。
API を使用したテナントの秘密の状況とスキームの更新
新しい API 機能を使用すると、鍵素材を柔軟に循環し、鍵素材を暗号化ポリシーと常に一致させることがで
きます。Enterprise API のバージョン 44.0 以降では、SecretValue 項目ではなく [状況] 項目を更新することで、テ
ナントの秘密を破棄できます。キャッシュのみの鍵サービス (ベータ) のユーザは、新しいテナントの秘密
を有効化できるほか、[状況] 項目を更新することで、アーカイブされたテナントの秘密を破棄済みとして
マークできます。また、すべての Shield Platform Encryption ユーザはメタデータ API と新しい encryptionScheme

Enum を使用して、項目の暗号化スキームの参照と設定ができます。たとえば、
CaseSensitiveDeterministicEncryption 値を渡して、項目の暗号化スキームを確率的暗号化から確
定的暗号化に更新します。encrypted  Boolean 型は、バージョン 44.0 以降で破棄されています。
キャッシュのみの鍵サービス (ベータ) を使用して鍵素材のより強力な制御を維持
Shield Platform Encryption の Bring Your Own Key (BYOK) サービスに基づいて構築された新しいキャッシュのみの鍵
サービスは、保持されない鍵素材に対する独自のニーズに対処します。鍵素材を Salesforce の外部に保存し、
キャッシュのみの鍵サービスで鍵素材をオンデマンドで取得できます。鍵サービスはユーザの鍵素材を、
ユーザが設定した安全なチャネルに送信します。その後、鍵素材は暗号化され、即時の暗号化操作および
複合化操作用のキャッシュに保存されます。鍵素材をオンデマンドで破棄および循環し、キャッシュのみ
の鍵イベントを追跡できるため、鍵素材を完全に制御できます。
一致ルールで暗号化データの完全一致、あいまい一致を見つける (正式リリース)

一致ルールの Shield Platform Encryption サポートにより、あいまい一致と完全一致が提供され、広範なデータ
を容易に維持できます。カスタム一致ルールに加えて、標準一致ルールでも暗号化項目を参照できます。
正式リリースとなったこの機能には、ベータリリース以降のいくつかの変更が含まれます。

カスタムオブジェクト名項目の暗号化 (正式リリース)

カスタムオブジェクトのデータの保護を一層強化します。カスタムオブジェクト名項目の Shield Platform Encryption

では、確定的暗号化スキームと確率的暗号化スキームの両方がサポートされます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Salesforce Classic、
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。
方法: Lightning Experience では、[オブジェクトマネージャ] でオブジェクトを見つけて、[項目とリレーション]を
クリックします。項目メニューから [編集] を選択し、[この項目のコンテンツを暗号化する] を選択します。
Salesforce Classic では、[設定] でオブジェクトに移動し、[標準項目]を選択します。カスタムオブジェクト名の横
にある [編集] を選択します。[この項目のコンテンツを暗号化する] を選択し、[保存] を選択します。

Health Cloud への Shield Platform Encryption の導入
患者データを扱う場合、データの安全性の確保に神経を使うことでしょう。医療保険データモデルと利用管理
データモデルのさまざまな項目に保存された患者データの保護を一層強化できるようになりました。この両方
のデータモデルは Spring '18 で正式リリースされました。
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対象: この機能は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Salesforce Classic、
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。
対象ユーザ: Health Cloud プラットフォーム権限セットライセンスを持つシステム管理者は Shield Platform Encryption

を Health Cloud 項目に適用できます。
理由: Shield Platform Encryption を使用して Health Cloud データを暗号化すると、以下の項目内の患者の個人的な医
療データに強力な保存時の暗号化が追加されます。

ケア要請
• 入院のメモ
• 処置のメモ
• 施設のカルテ番号
• 最初の審査担当者のメモ
• メディカルディレクターのメモ
• メンバーの名
• メンバーの姓
• メンバー ID

• メンバーのグループ番号
• 解決のメモ
• 根本原因のメモ
ケア要請薬品
• 処方箋番号
給付保障
• 給付のメモ
• 自己負担のメモ
• 自己負担額のメモ
• 免責のメモ
• 生涯限度額のメモ
• アウトオブポケットのメモ
• ソースシステム識別子
給付保障項目
• 保険適用レベル
• 備考
• サービス種別
• サービス種別コード
• ソースシステム識別子
メンバープラン
• 提携
• グループ番号
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• 発行者番号
• メンバー数
• かかりつけ医
• ソースシステム識別子
購入者プラン
• プラン番号
• サービス種別
• ソースシステム
• ソースシステム識別子
購入者プランの関連付け
• 購入者プランの関連付け ID

• 状況
• ソースシステム
• ソースシステム識別子

方法: [設定] の [暗号化ポリシー] ページでこれらの項目を暗号化します。確率的または確定的暗号化スキームの
いずれかをデータに項目単位で適用できます。

関連トピック:

プラットフォームの暗号化を使用した Health Cloud データの保護
Salesforce ヘルプ: 暗号化できる標準項目とデータ要素は? (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 ヘルプ: 確定的暗号化を使用した暗号化データの絞り込み (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)

リッチテキストエリア項目の暗号化 (ベータ)

すべての Shield Platform Encryption でリッチテキストエリア項目を暗号化できるようになり、より広範なデータの
セキュリティが一層強化されました。カスタムオブジェクトと標準オブジェクトのリッチテキストエリア項目
を暗号化できます。
対象: この機能は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Salesforce Classic、
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。

メモ: リッチテキストエリアの Shield Platform Encryption 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しません。ま
た、いかなる時点でもこの機能を終了できるものとします。この機能は、評価のみを目的とします。加
えて、無保証で提供されるため、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。すべての制約、Salesforce の権利の保留、本サービスに関する義
務、および関連する Salesforce 以外のアプリケーションならびにコンテンツの条件は、この機能の使用に
等しく適用されます。リッチテキストエリアの Shield Platform Encryption に関するフィードバックや提案は、

498

Salesforce Shield: API による暗号化スキームの可用性, よ
り多くの項目の暗号化、改善されたトランザクションポ

リシーウィザード

Salesforce Winter '19 リリースノート

https://help.salesforce.com/articleView?id=security_pe_standard_fields.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=security_pe_standard_fields.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=security_pe_deterministic.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=security_pe_deterministic.htm&language=ja


IdeaExchange または Trailblazer Community に投稿してください。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。

対象ユーザ: リッチテキストエリア項目の暗号化を使用するには、Salesforce カスタマーサポートのアカウント
エグゼクティブにお問い合わせください。リッチテキストエリア項目の暗号化を有効にするには、システム管
理者に「アプリケーションのカスタマイズ」権限が必要です
方法: リッチテキストエリア項目を作成または編集するときに暗号化を有効にできます。
Lightning Experience では、[オブジェクトマネージャ] からカスタムまたは標準オブジェクトを選択して、[項目と
リレーション] を選択します。リッチテキストエリア項目を作成または編集するときに、項目の詳細ページで
[暗号化] を選択します。
Salesforce Classic では、[設定] でオブジェクトに移動し、[項目] を選択します。[カスタム項目 & リレーション] セ
クションで [新規] または [編集] をクリックし、項目の詳細ページで [暗号化] を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: カスタムオブジェクトの項目とカスタム項目の暗号化 (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)

契約の住所(納入先) 項目の暗号化
契約の住所(納入先) 項目を暗号化すると、さらに多くの契約データの保護を一層強化できます。契約の住所(納
入先) 項目を暗号化すると、[町名・番地(納入先)] 項目と [市区郡(納入先)] 項目も暗号化されます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Salesforce Classic、
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。
方法: [設定] の [暗号化ポリシー] ページで [契約住所(納入先)] 項目に暗号化を適用します。確率的暗号化または
確定的暗号化を適用できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 確定的暗号化を使用した暗号化データの絞り込み (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)

Shield 鍵管理サービスの保護の改善
新しい鍵制限は、Shield 鍵管理サービス (KMS) で鍵素材をより効率的に処理するのに役立ちます。種別ごとに、
Salesforce で生成されたか顧客から提供された、有効なテナントの秘密とアーカイブされたテナントの秘密を最
大 50 個持つことができるようになりました。キャッシュのみの鍵サービス (ベータ) のユーザは、種別ごとに、
有効なキャッシュのみの鍵とアーカイブされたキャッシュのみの鍵を最大 10 個持つことができます。このサー
ビスの改善により、Shield KMS の中断から保護され、円滑な暗号化プロセスおよび複合化プロセスを実行でき
ます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Salesforce Classic、
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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方法: ほとんどのユーザはこの新しい鍵制限に達しません。鍵制限に達した場合は、既存の鍵を破棄して鍵を
作成、アップロード、再有効化、再アーカイブできるようにするか、別の鍵へのコールアウトを作成します。
鍵素材を破棄する前に、データを有効な鍵と同期してください。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 暗号化のテナントの秘密の循環 (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)

変更データキャプチャを使用した暗号化データの記録 (開発者プレビュー)

変更データキャプチャでは、Salesforce レコードのほぼリアルタイムの変更が提供され、外部データストアの対
応するレコードが同期されます。Salesforce レコード項目が Shield Platform Encryption で暗号化されている場合、暗
号化された項目の値を変更するとイベントが変更されます。1 回のクリックで、Shield Platform Encryption を使用
して変更イベントを暗号化できます。その後、変更イベントメッセージのデータは、セキュアなトランスポー
トレイヤ (HTTPS および TLS) 経由で登録済みクライアントに配信されます。
対象: この変更は、開発者プレビューとして Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用さ
れます。この変更は、パイロットの一部として引き続き Performance Edition、Unlimited Edition、および Enterprise

Edition の Sandbox に適用されます。

メモ: 変更データキャプチャは、Developer Edition 組織では開発者プレビューとして使用できます。変更デー
タキャプチャは、Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で正式リリースを発表しな
い限り、正式リリースされません。すべてのコマンド、パラメータ、およびその他の機能は、通知の有
無に関わらずいつでも変更または廃止される可能性があります。これらのコマンドまたはツールを使用
して開発した機能を実装しないでください。開発者プレビューの他に、変更データキャプチャは引き続
き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。パイロットプログラムに参加する方法
については、Salesforce にお問い合わせください。変更データキャプチャに関するフィードバックと提案
は、Trailblazer Community グループからお寄せください。

方法: [設定] で [鍵の管理] ページに移動します。[テナントの秘密種別を選択] ドロップダウンリストで、[イベン
トバス] を選択します。
次に、[設定] で [暗号化ポリシー] ページに移動し、[変更データキャプチャイベントの暗号化と配信] を選択し
ます。これ以降、変更イベントは暗号化されて登録済みクライアントに配信されます。

関連トピック:

変更データキャプチャを使用した外部データの最新の状態の維持 (開発者プレビュー)

暗号化ポリシーを変更できるユーザを制御
暗号化タスクの実行をシステム管理者チームの特定のメンバーに限定したいと考える場合があります。このタ
スクに暗号化鍵素材の処理と暗号化ポリシーの管理が含まれる場合、暗号化ポリシータスクを、「暗号化鍵の
管理」権限を持つユーザに制限することができます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Salesforce Classic、
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。
対象ユーザ: アクセスを制限するには、「暗号化鍵の管理」権限が必要です。
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理由: [高度な設定] ページには、どのセキュリティ管理者が暗号化タスクを処理でき、どのセキュリティ管理
者が他のセキュリティ関連のシステム管理者ジョブに継続して集中できるかを指定する 1 つの設定がありま
す。非常に多くの時間と労力を費やした権限セットとロールの割り当てを修正する必要はありません。
方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プラットフォーム暗号化」と入力し、[高度な設定]をクリックし
ます。次に、[暗号化ポリシー設定へのアクセスを制限する] を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Shield Platform Encryption に必要なユーザ権限(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)

変更セットでの Shield Platform Encryption の適用
「一緒に持っていくことはできません」と言った誰もが変更セットを使用していませんでした。ある組織から
別の組織へカスタマイズをリリースする場合、暗号化設定も一緒にリリースできるようになりました。また、
変更セットにすでに含まれているコンポーネントに暗号化を適用することもできます。変更セットを対象組織
にアップロードすると、暗号化設定が対象組織に適用されます。
対象: この機能は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Salesforce Classic、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。
対象ユーザ: 送信変更セットを使用し、リリース接続を編集するには、「変更セットの作成とアップロード」、
「変更セットのリリース」、および「すべてのデータの編集」権限が必要です。
理由: ほとんどのユーザが Shield Platform Encryption 機能を Sandbox で試行してから本番組織で使用します。カスタ
マイズを Sandbox から本番に移行するか、本番組織間で移行するかにかかわらず、暗号化を使用する変更セッ
トコンポーネントは対象組織でも暗号化設定が維持されます。カスタム項目、項目セット、および一致ルール
でも暗号化設定が維持されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 変更セットで使用可能なコンポーネント (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)

API を使用したテナントの秘密の状況とスキームの更新
新しい API 機能を使用すると、鍵素材を柔軟に循環し、鍵素材を暗号化ポリシーと常に一致させることができ
ます。Enterprise API のバージョン 44.0 以降では、SecretValue 項目ではなく [状況] 項目を更新することで、テナン
トの秘密を破棄できます。キャッシュのみの鍵サービス (ベータ) のユーザは、新しいテナントの秘密を有効化
できるほか、[状況] 項目を更新することで、アーカイブされたテナントの秘密を破棄済みとしてマークできま
す。また、すべての Shield Platform Encryption ユーザはメタデータ API と新しい encryptionScheme Enum を使用して、
項目の暗号化スキームの参照と設定ができます。たとえば、CaseSensitiveDeterministicEncryption値
を渡して、項目の暗号化スキームを確率的暗号化から確定的暗号化に更新します。encrypted  Boolean 型は、
バージョン 44.0 以降で破棄されています。
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対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Salesforce Classic、
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:

変更されたオブジェクト
メタデータ API

Metadata API 開発者ガイド CustomField

SOAP API 開発者ガイド: 標準オブジェクト: TenantSecret (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)

キャッシュのみの鍵サービス (ベータ) を使用して鍵素材のより強力な制御を維持
Shield Platform Encryption の Bring Your Own Key (BYOK) サービスに基づいて構築された新しいキャッシュのみの鍵サー
ビスは、保持されない鍵素材に対する独自のニーズに対処します。鍵素材を Salesforce の外部に保存し、キャッ
シュのみの鍵サービスで鍵素材をオンデマンドで取得できます。鍵サービスはユーザの鍵素材を、ユーザが設
定した安全なチャネルに送信します。その後、鍵素材は暗号化され、即時の暗号化操作および複合化操作用の
キャッシュに保存されます。鍵素材をオンデマンドで破棄および循環し、キャッシュのみの鍵イベントを追跡
できるため、鍵素材を完全に制御できます。
対象: この機能は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Salesforce Classic、
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。

メモ:  Shield Platform Encryption のキャッシュのみの鍵サービス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しませ
ん。また、いかなる時点でもこの機能を終了できるものとします。この機能は、評価のみを目的としま
す。加えて、無保証で提供されるため、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。すべての制約、Salesforce の権利の保留、本サービスに
関する義務、および関連する Salesforce 以外のアプリケーションならびにコンテンツの条件は、この機能
の使用に等しく適用されます。Shield Platform Encryption のキャッシュのみの鍵サービスに関するフィード
バックや提案は、IdeaExchange または Trailblazer コミュニティに投稿してください。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。

理由: キャッシュのみの鍵サービスを使用して、鍵素材の一連の過程をより強力に制御します。キャッシュの
みの鍵は、どの Salesforce システムのレコードまたはバックアップにも保持されません。代わりに、鍵サービス
は、選択された社内鍵サービス、クラウドベースの鍵サービス、またはクラウドベースの鍵仲介ベンダーのい
ずれかから鍵を取得します。鍵素材が取得されると、鍵素材は暗号化され、暗号化操作および複合化操作用の
キャッシュに保存されます。
方法: キャッシュ互換の鍵を作成およびホストするには、Salesforce の内部と外部で設定が必要です。鍵素材の
生成と準備が終了したら、名前付きログイン情報を作成して安全なチャネルとして使用します。サービスはこ
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の安全なチャネルを使用して鍵素材を取得します。次に、[設定] の [鍵の管理] ページから接続を設定します。

鍵素材は Salesforce の外部に保存されるため、機能するコールアウト接続を維持することが重要です。[コール
アウトチェック] ページを使用して接続を監視し、鍵サービスでの鍵の取得を妨げる可能性がある鍵サービス
の中断にすばやく対応します。
[設定] の [鍵の管理] ページで、キャッシュのみの鍵の横にある [詳細]をクリックします。[チェック] (1) をクリッ
クし、接続の詳細 (2) を確認します。次に、鍵サービスに適切な調整を加えることができます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: キャッシュのみの鍵サービス (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能
になる可能性があります)

SOAP API 開発者ガイド: 標準オブジェクト: RemoteKeyCalloutEvent (ベータ)
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一致ルールで暗号化データの完全一致、あいまい一致を見つける (正式リリース)

一致ルールの Shield Platform Encryption サポートにより、あいまい一致と完全一致が提供され、広範なデータを容
易に維持できます。カスタム一致ルールに加えて、標準一致ルールでも暗号化項目を参照できます。正式リ
リースとなったこの機能には、ベータリリース以降のいくつかの変更が含まれます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Salesforce Classic、
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。

重要: 正確な一致結果を得るため、この機能のベータバージョンを使用したユーザは、暗号化項目を参照
するすべての一致ルールを無効化した後、再有効化する必要があります。カスタム一致ルールの再有効
化に失敗した場合は、Salesforce に連絡して、一致インデックスの再有効化を依頼してください。

方法: 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化します。次に、暗号化する必
要がある項目を参照している既存のカスタムルールを無効化します。このルールを無効化しない場合、暗号化
設定を保存できません。[暗号化ポリシー] ページで、暗号化する項目を選択し、その項目に確定的暗号化ス
キームを適用して、保存します。次に、カスタムルールを再有効化します。
標準一致ルールは、そのルールで参照している項目に暗号化が追加されたときに自動的に無効化されます。暗
号化が有効になっていることを確認するメールを受信した後、該当の項目を参照するルールを再度有効化しま
す。

Summer '18 以降の変更
新しいサービス保護により、負荷がシステム全体に分散されます。マッチングサービスでは、すべての一致ま
たは最大 200 件の一致が見つかるまで一致候補が検索されます。プラットフォームの暗号化を使用した場合、
サービスは最大 100 件の候補を検索します。暗号化を使用している場合、検出される重複の可能性があるレ
コードの数が少なくなったり、まったく検出されなかったりすることがあります。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 一致ルールで使用される項目への暗号化の適用 (リリースプレビューの時点で内容が刷新さ
れたり、使用不能になる可能性があります)

イベントモニタリング: 改善されたトランザクションポリシーウィザード、よ
り正確になった Lightning エラー情報
改善された UI でトランザクションセキュリティポリシーをよりすばやく簡単に作成します。Lightning エラーイ
ベント種別に、エラーのトラブルシューティングに役立つ関連性の高い情報が含まれます。

このセクションの内容:

更新ウィザードでトランザクションポリシーをよりすばやく簡単に作成
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で、より直感的なウィザードを使用してトランザクションセキュ
リティポリシーを作成できるようになりました。以前、このウィザードは Lightning Experience でのみ使用可
能でした。[トランザクションセキュリティポリシー] ページの使いやすさも向上し、ポリシーをすばやく
簡単に管理できるようにしました。
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イベントログファイルでの Analytics ダッシュボードの要求の追跡
Salesforce 組織で Einstein Analytics の採用率を追跡できるようになりました。Wave 変更イベント種別の新しい
項目で、Analytics ダッシュボードの要求元を確認できます。
新しいイベントモニタリング設定ツリーと名前変更された項目により作業効率を向上
[設定] でイベントモニタリングとトランザクションセキュリティを見つけやすくするため、それらを設定
ツリーの [イベントモニタリング] 項目の下にまとめました。[イベントモニタリング設定] ページの名前を
[イベントモニタリング設定] に変更しました。[トランザクションセキュリティ] ページは [トランザクショ
ンセキュリティポリシー] という名前になりました。
Lightning エラーログでより正確な情報の取得
無関係の情報が Lightning エラーイベントログから除外されるようになりました。以前は、実際のエラーに
関係しない Lightning エラーイベントがあり、問題が発生したという誤った認識が与えられていました。こ
の最適化によって Lightning エラーイベントログの量が減少する可能性があります。
Einstein Analytics の Classic デザイナダッシュボードの廃止
Classic デザイナダッシュボードがまもなく廃止されます。Event Monitoring の Classic デザイナダッシュボード
をダッシュボードデザイナに変換してください。Summer '17 リリース以降 (テンプレートバージョン 40 以降)

に Event Monitoring Analytics アプリケーションをインストールまたは更新した場合、何も実行する必要はあり
ません。これより前のバージョンを使用している場合は、アプリケーションをアップグレードしてくださ
い。

更新ウィザードでトランザクションポリシーをよりすばやく簡単に作成
Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で、より直感的なウィザードを使用してトランザクションセキュリ
ティポリシーを作成できるようになりました。以前、このウィザードは Lightning Experience でのみ使用可能で
した。[トランザクションセキュリティポリシー] ページの使いやすさも向上し、ポリシーをすばやく簡単に管
理できるようにしました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。
対象ユーザ: Salesforce Shield または Salesforce Event Monitoring アドオンサブスクリプションを購入した顧客が使用
できます。トランザクションポリシーを作成して管理するには、「アプリケーションのカスタマイズ」ユーザ
権限が必要です。
方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「トランザクションセキュリティ」と入力し、[トランザクション
セキュリティポリシー] を選択します。ポリシーを作成するには、[新規] をクリックします。ポリシーを更新
するには、右のドロップダウンメニューをクリックし、[編集] を選択します。
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重要: リアルタイムイベントのパイロットに参加している場合、パイロットでサポートされているイベン
トに対して Apex ポリシーを作成したり、無効化された Apex ポリシーを編集したりできません。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: トランザクションセキュリティ (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不
能になる可能性があります)

イベントログファイルでの Analytics ダッシュボードの要求の追跡
Salesforce 組織で Einstein Analytics の採用率を追跡できるようになりました。Wave 変更イベント種別の新しい項目
で、Analytics ダッシュボードの要求元を確認できます。
対象:これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics

は、Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
および Developer Edition で使用できます。
方法: イベントモニタリングのお客様の場合、ユーザが Analytics で作業しているときにこれらのデータがイベン
トログデータで自動的に取得されます。項目の詳細は、「変更されたオブジェクト」の「EventLogFile」を参照
してください。

関連トピック:

Salesforce および Lightning Platform のオブジェクトリファレンス: Wave 変更イベント種別 (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)

新しいイベントモニタリング設定ツリーと名前変更された項目により作業効率を向上
[設定] でイベントモニタリングとトランザクションセキュリティを見つけやすくするため、それらを設定ツ
リーの [イベントモニタリング] 項目の下にまとめました。[イベントモニタリング設定] ページの名前を [イベ
ントモニタリング設定] に変更しました。[トランザクションセキュリティ] ページは [トランザクションセキュ
リティポリシー] という名前になりました。
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対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。
対象ユーザ: Salesforce Shield または Salesforce Event Monitoring アドオンサブスクリプションを購入した顧客が使用
できます。
方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「イベントモニタリング」と入力し、[イベントモニタリング設定]

または [トランザクションセキュリティポリシー] を選択します。

Lightning エラーログでより正確な情報の取得
無関係の情報が Lightning エラーイベントログから除外されるようになりました。以前は、実際のエラーに関係
しない Lightning エラーイベントがあり、問題が発生したという誤った認識が与えられていました。この最適化
によって Lightning エラーイベントログの量が減少する可能性があります。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に
適用されます。

関連トピック:

Salesforce および Lightning Platform のオブジェクトリファレンス: Lightning エラーイベント種別 (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)

Einstein Analytics の Classic デザイナダッシュボードの廃止
Classic デザイナダッシュボードがまもなく廃止されます。Event Monitoring の Classic デザイナダッシュボードを
ダッシュボードデザイナに変換してください。Summer '17 リリース以降 (テンプレートバージョン 40 以降) に
Event Monitoring Analytics アプリケーションをインストールまたは更新した場合、何も実行する必要はありませ
ん。これより前のバージョンを使用している場合は、アプリケーションをアップグレードしてください。
対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
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時期: Classic デザイナダッシュボードは Summer '19 で廃止される予定です。

関連トピック:

Classic デザイナの廃止の計画
Salesforce ヘルプ: Event Monitoring Analytics アプリケーションのアップグレード
Salesforce ヘルプ: Classic Designer ダッシュボードのダッシュボードデザイナへの変換 (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)

セキュリティに関するその他の変更: プラットフォームインテグレー
ションユーザの追跡、リダイレクト前のユーザへの警告、共有アク
セス管理
プラットフォームインテグレーションユーザをデバッグログで追跡できるようになったため、この自動化ユー
ザをより明確に把握できます。Salesforce の外部にユーザがリダイレクトされる前にユーザに警告することで、
フィッシングや悪意のあるリンクから保護します。高保証セッションレベルを要求することで、共有設定にア
クセスできるユーザを制限します。

このセクションの内容:

プラットフォームインテグレーションユーザの追跡
多くの Salesforce 内部アプリケーションでビジネスプロセスがプラットフォームインテグレーションユーザ
として自動的に実行されるようになりました。一部のレコードでは、このユーザが作成者、最終更新者、
または所有者として表示されます。Salesforce で組織を管理する方法の一部として、自動化プロセスユーザ
とよく似たプラットフォームインテグレーションユーザの使用が予想されます。プラットフォームインテ
グレーションユーザはデバッグログで追跡可能です。
セッションセキュリティポリシーを使用した共有アクセスの管理
共有設定へのユーザのアクセスを許可する前にユーザに高保証セッションレベルを要求できるようになり
ました。新しい [共有を管理] 設定は、[共有設定] 設定ページ、SharingRules オブジェクト、およびメタデータ
API の CustomObject の sharingModel 項目へのアクセスを制限します。
リンクによって Salesforce の外部にリダイレクトされる場合にユーザに警告する
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す。Salesforce ドメインの外部に移動するリンクを
ユーザがクリックした場合、警告メッセージでユーザに通知します。
AES をサポートするようにサーバ暗号化スイートを更新
Salesforce では、アウトバウンド HTTPS コールの 3DES 暗号化がサポートされなくなりました。サーバの暗号
化スイートリストを参照し、128 ビット (AES128) または 256 ビット (AES256) のストリーム鍵を使用する高度な
暗号化標準 (AES) がサポートされることを確認してください。サポートされない場合、HTTPS サーバへのア
ウトバウンドコールに依存するカスタムコードは失敗します。
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インスタンスのない [私のドメイン] URL からの除外
[私のドメイン] URL のホスト名を安定化させるために、Winter '19 以降に作成されたすべての組織で、インス
タンス名のない URL がデフォルトで使用されます。ただし、AppExchange の古いプラグインパッケージのな
かには、インスタンスのないホスト名とはまだ互換性がないものがあります。パッケージの使用中にペー
ジ機能の問題が発生した場合、インスタンスのない [私のドメイン] URL を有効にした重要な更新を無効にし
てください。

プラットフォームインテグレーションユーザの追跡
多くの Salesforce 内部アプリケーションでビジネスプロセスがプラットフォームインテグレーションユーザとし
て自動的に実行されるようになりました。一部のレコードでは、このユーザが作成者、最終更新者、または所
有者として表示されます。Salesforce で組織を管理する方法の一部として、自動化プロセスユーザとよく似たプ
ラットフォームインテグレーションユーザの使用が予想されます。プラットフォームインテグレーションユー
ザはデバッグログで追跡可能です。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition の Lightning Experience お
よび Salesforce Classic に適用されます。
理由: プラットフォームインテグレーションユーザは内部アプリケーションのインテグレーションのバックグ
ラウンドで機能します。結果として監査項目にプラットフォームインテグレーションユーザが表示されるいく
つかの例を次に示します。
• Einstein ボットがケースを作成する。
• Einstein が、評価しているレコードに予測データを書き込む。
• Salesforce Integration Cloud を使用してデータを同期する
方法: デバッグログでプラットフォームインテグレーションユーザを追跡するには、ユーザ追跡フラグを作成
し、[追跡対象エンティティ種別] ドロップダウンリストから [プラットフォームインテグレーション]を選択し
ます。プラットフォームインテグレーションユーザに対して追跡フラグが設定されました。

セッションセキュリティポリシーを使用した共有アクセスの管理
共有設定へのユーザのアクセスを許可する前にユーザに高保証セッションレベルを要求できるようになりまし
た。新しい [共有を管理] 設定は、[共有設定] 設定ページ、SharingRules オブジェクト、およびメタデータ API の
CustomObject の sharingModel 項目へのアクセスを制限します。
対象: この変更は、すべてのエディションの Salesforce Classic および Lightning Experience に適用されます。
方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ID 検証」と入力し、[ID 検証]を選択します。[セッションセキュ
リティレベルポリシー] セクションに移動し、[共有を管理] 設定を更新します。

リンクによって Salesforce の外部にリダイレクトされる場合にユーザに警告す
る
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す。Salesforce ドメインの外部に移動するリンクをユー
ザがクリックした場合、警告メッセージでユーザに通知します。
対象: この機能は、すべてのエディションの Salesforce Classic で使用できます。
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理由: たとえば、ユーザが取引先レコードで会社の Web サイトへのリンクをクリックした場合、ユーザに警告
メッセージが表示されます。

この設定は、Chatter 内のリンクを除き、Salesforce 内のすべてのリンクに適用されます。
方法: [設定] で、「セッション設定」を検索します。[リダイレクト] の下で、[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。

AES をサポートするようにサーバ暗号化スイートを更新
Salesforce では、アウトバウンド HTTPS コールの 3DES 暗号化がサポートされなくなりました。サーバの暗号化ス
イートリストを参照し、128 ビット (AES128) または 256 ビット (AES256) のストリーム鍵を使用する高度な暗号化
標準 (AES) がサポートされることを確認してください。サポートされない場合、HTTPS サーバへのアウトバウン
ドコールに依存するカスタムコードは失敗します。
対象: この変更は、すべてのエディションの 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。
方法: Winter '19 にアップグレードする Sandbox 組織でサーバの互換性をテストします。一般に、TLS 1.1 以降をサ
ポートするサーバは AES128 または AES256 もサポートします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ:サポートされる暗号化スイート (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)

ナレッジ記事: Salesforce による TLS 1.0 の無効化
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インスタンスのない [私のドメイン] URL からの除外
[私のドメイン] URL のホスト名を安定化させるために、Winter '19 以降に作成されたすべての組織で、インスタ
ンス名のない URL がデフォルトで使用されます。ただし、AppExchange の古いプラグインパッケージのなかに
は、インスタンスのないホスト名とはまだ互換性がないものがあります。パッケージの使用中にページ機能の
問題が発生した場合、インスタンスのない [私のドメイン] URL を有効にした重要な更新を無効にしてください。
対象:この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Database.com

Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
時期: この重要な更新は、2019 年 3 月 16 日に自動的に有効になります。
方法: [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。[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] で [無効化]をク
リックします。
Sandbox 組織でインスタンスのない URL をオプトアウトすることもできます。[Sandbox の [私のドメイン] URL の
ホスト名の安定化] で [無効化] をクリックします。

関連トピック:

Salesforce Spring '18 リリースノート: 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)

Salesforce Summer '18 リリースノート: Sandbox の [私のドメイン] URL のホスト名の安定化 (重要な更新)

Salesforce IoT: IoT Insights Lightning コンポーネント、Event Sender、
Event Viewer、コンテキストの改善

Salesforce IoT は、独自の秀逸なカスタマーエクスペリエンスを作り出すことができるイノベーションを提供し
ます。新しい IoT Insights Lightning コンポーネントを使用して、Salesforce IoT データを Salesforce の任意のページに
追加できます。新しいトラブルシューティング機能では、アプリケーション内でイベントメッセージを送信
し、メッセージを受信したときに表示できます。また、コンテキストが使いやすくなり、トラッカーが改善さ
れました。

このセクションの内容:

IoT Insights を使用した Salesforce のあらゆる場所での Salesforce IoT データの表示
Salesforce IoT データを Salesforce 全体でユーザが使用できるようにします。これにより、ユーザはより多くの
情報で顧客に対応できます。IoT Insights Lightning 標準コンポーネントでは、CRM データと共に Salesforce IoT 情
報が表示されるため、CRM データが強化されます。このコンポーネントは、Salesforce Lightning レコードペー
ジ (ケース、作業指示、納入商品など) に含めることができます。
Salesforce IoT 内からのイベントメッセージの簡単な送信
Event Sender により、Salesforce IoT 内からプラットフォームイベントメッセージを送信するプロセスが簡略化
されます。また、外部ツールを使用することなくイベントメッセージを送信して、構築したオーケストレー
ションをテストすることも簡単に実行できます。
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Event Viewer を使用したイベントメッセージの受信の検証
コンテキストを作成するプロセスの初期段階で Event Viewer を使用して、イベントメッセージが適切なコン
テキストに送信されることを検証したり、問題をトラブルシューティングしたりします。また、オーケス
トレーションの作成を開始できるように、必要なすべてのイベントデータが届いていることも確認します。
Event Viewer には、各イベントメッセージの詳細 (その項目や値など) が表示されます。
検証と有効化の機能が強化されたコンテキストの作成および管理
コンテキストの作成や既存のコンテキストの変更を行う場合、コンテキストは有効化プロセス時の検証ス
テップを通過すると同時に、有効化済みオーケストレーションに対して検証されます。コンテキストにオー
ケストレーションとの互換性がない場合、問題の解決に役立つ詳細なエラーメッセージが表示されます。
拡張された活動ログによるトラブルシューティングデータの増加
新しい活動ログ種別によって、問題の種類が増えてわかりやすくなり、より多くの問題を解決して、オー
ケストレーションを計画どおりに実行し続けることができます。イベントおよびインスタンスの 1 日あた
りの割り当てを超えたために削除されたイベント、不明なエラー、または出力アクションにエラーがある
イベントを表示できます。また、ログ種別の検索条件が追加され、検索が改善されました。

IoT Insights を使用した Salesforce のあらゆる場所での Salesforce IoT
データの表示
Salesforce IoT データを Salesforce 全体でユーザが使用できるようにします。これにより、ユーザはより多くの情
報で顧客に対応できます。IoT Insights Lightning 標準コンポーネントでは、CRM データと共に Salesforce IoT 情報が
表示されるため、CRM データが強化されます。このコンポーネントは、Salesforce Lightning レコードページ (ケー
ス、作業指示、納入商品など) に含めることができます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に
適用されます。
対象ユーザ: Salesforce IoT ライセンスが必要です。親レコードにアクセスできるユーザは誰でも IoT Insights コン
ポーネントでデータを表示できます。
理由: ユーザが Salesforce の任意の Lightning レコードページから Salesforce IoT データにアクセスできるようにしま
す。
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コミュニティビルダーで IoT Insights コンポーネントを使用して、Salesforce IoT データをコミュニティに追加する
こともできます。顧客は各自の接続デバイスに関する情報を表示でき、パートナーは Salesforce IoT デバイスデー
タにアクセスして、より良いサービスを顧客に提供できます。
このコンポーネント (英語のみ) は、レコードページでのみ使用できます。
方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「IoT」と入力し、[使用開始] を選択します。[Salesforce IoT の有効
化] で、[有効化] をクリックします。[IoT Insights の有効化] で、[有効化] をクリックします。
IoT Insights Lightning コンポーネントで Salesforce IoT データを表示するには、目的の変数でオーケストレーション
を作成して有効化します。Lightning アプリケーションビルダーまたは Lightning コミュニティビルダーを使用し
て、IoT Insights コンポーネントを追加します。

Salesforce IoT 内からのイベントメッセージの簡単な送信
Event Sender により、Salesforce IoT 内からプラットフォームイベントメッセージを送信するプロセスが簡略化さ
れます。また、外部ツールを使用することなくイベントメッセージを送信して、構築したオーケストレーショ
ンをテストすることも簡単に実行できます。
対象: この変更は Lightning Experience に適用されます。Event Sender は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition で使用できます。
理由: Postman や Workbench などの外部ツールを使用してイベントメッセージを送信し、オーケストレーション
をテストすることにうんざりしていませんか? Event Sender には、より簡単な方法が用意されています。Salesforce

IoT 内で [Event Sender] をクリックし、イベントメッセージをオーケストレーションに送信して観察します。
イベントメッセージは、現在のオーケストレーションだけでなく、コンテキストに関連付けられたすべての
オーケストレーションに送信されます。
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方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「IoT」と入力し、[オーケストレーション] を選択します。イベ

ントメッセージを送信するオーケストレーションを選択し、 をクリックします。

Event Viewer を使用したイベントメッセージの受信の検証
コンテキストを作成するプロセスの初期段階で Event Viewer を使用して、イベントメッセージが適切なコンテ
キストに送信されることを検証したり、問題をトラブルシューティングしたりします。また、オーケストレー
ションの作成を開始できるように、必要なすべてのイベントデータが届いていることも確認します。Event Viewer

には、各イベントメッセージの詳細 (その項目や値など) が表示されます。
対象: この変更は Lightning Experience に適用されます。Event Viewer は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition で使用できます。
方法: [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。イベントメッ

セージを表示するコンテキストを選択し、 をクリックします。

検証と有効化の機能が強化されたコンテキストの作成および管理
コンテキストの作成や既存のコンテキストの変更を行う場合、コンテキストは有効化プロセス時の検証ステッ
プを通過すると同時に、有効化済みオーケストレーションに対して検証されます。コンテキストにオーケスト
レーションとの互換性がない場合、問題の解決に役立つ詳細なエラーメッセージが表示されます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に
適用されます。
理由: コンテキストの変更による関連するオーケストレーションへの影響がわかりやすくなります。次の機能
強化により、コンテキストを作成するときの時間を節約できます。
• 変更によってオーケストレーションとの競合が発生する可能性がある場合に通知が送信される。
• 進行中のドラフトコンテキスト (検証エラーのあるコンテキストも含む) を任意のタイミングで保存し、後

で戻ることができる。
• 最終検証を迅速かつ容易に実行し、ワンステップでコンテキストの変更を稼働させることができる。コン

テキストに関連付けられた有効化済みオーケストレーションのすべての新しいバージョンを同時に有効化
することもできます。

• ドラフトバージョンのコンテキストと有効なバージョンのコンテキストを個別に表示することで、有効化
済みコンテキストと進行中の作業を簡単に区別できる。

拡張された活動ログによるトラブルシューティングデータの増加
新しい活動ログ種別によって、問題の種類が増えてわかりやすくなり、より多くの問題を解決して、オーケス
トレーションを計画どおりに実行し続けることができます。イベントおよびインスタンスの 1 日あたりの割り
当てを超えたために削除されたイベント、不明なエラー、または出力アクションにエラーがあるイベントを表
示できます。また、ログ種別の検索条件が追加され、検索が改善されました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に
適用されます。
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方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「IoT」と入力します。[活動ログ] を選択します。

開発: 独自の Salesforce アプリケーションの作成

Lightning コンポーネント、Visualforce、または Apex を使用する、あるいはお気に入りのプログラミング言語と共
に Salesforce の API を使用する場合のいずれでも、Salesforce 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:

Lightning コンポーネント: 柔軟性が高くなった CSP の有効化、読み込み時間の短縮とセキュリティの向上の
ための設定
「厳格なコンテンツセキュリティポリシー」が重要な更新ではなく組織設定になり、その有効化をより詳
細に制御できるようになりました。JavaScript プロトタイプを凍結して、セキュリティと安定性を向上させ
ます。[設定] で CDN 設定を有効にして、Lightning Experience の読み込み時間を短縮します。
Visualforce: Lighting Experience の項目セット、新しいアクセス総計値
Lightning Experience で項目セットの作成と編集ができるようになりました。Lightning Experience に移行する
Visualforce ページを決定するのに役立つ新しいアクセス総計値を追加しました。
Apex

Apex 一括処理クラスは、エラーまたは例外が発生したときにプラットフォームイベントの起動を選択でき
るようになりました。Apex に導入された Apex クラスの inherited sharingにより、コール元のクラスの
共有モードでクラスを実行できます。新しい System.Url.getOrgDomainUrl() メソッドでは、API コー
ルのエンドポイントを取得できるため、API コードで Salesforce の REST API と SOAP API を操作できます。新し
い Callable インターフェースでは、他の開発者が異なるパッケージ内のコードを作成する場合でもその
基盤として使用可能なコードを記述できます。
メタデータ
メタデータカバー率レポートは強化されており、新しい場所からアクセスできます。「メタデータの変更」
権限 (ベータ) を持つユーザは、すべてのメタデータ (Apex を含む) をリリースできます。メタデータ REST API

は、新しい REST リソースまたは Salesforce CLI を介してすべてのリリースで使用できます。API バージョン44.0

では、より多くのメタデータ型と Tooling API オブジェクトにアクセスできます。
API

Salesforce へのプログラムによるアクセスが API バージョン 44.0 で強化されました。
カスタムメタデータ型: 数式パラメータの保存による更新の統合、Apex 内のメモリでのレコードの編集
ハードコード化を回避して簡単に更新できるように、数式項目でカスタムメタデータ型のレコードを参照
します。簡単にテストできるように、Apex 内のメモリでカスタムメタデータ型レコードを作成および編集
します。
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VS Code 向け Salesforce 拡張機能: 任意の組織での開発およびライブデバッグシミュレーション、新しい Apex

テストビュー
毎週のリリースに加えられた変更のほかに、VS Code v44 向け Salesforce 拡張機能にはいくつかの重要な機能
強化が含まれます。Replay Debugger を使用して任意の組織でライブデバッグセッションをシミュレーション
します。Sandbox と本番組織に接続し、ソースを取得してリリースします。新しい Apes テストビューを探索
します。これらの機能は 2018 年 10 月 13 日の VS Code v44 向け Salesforce 拡張機能のリリース時に使用できる
ようになり、一部の機能はまもなく使用できるようになります。
Salesforce CLI の進化
Salesforce コマンドラインインターフェース (CLI) は、Salesforce DX 開発モデルをサポートする機能やコマンド
が追加され、進化し続けています。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 10 月 13 日に Salesforce CLI v44 がリ
リースされた時点で使用できます。
Sandbox: Full Sandbox のアセットファイル
アセットファイルは Full Sandbox コピーに含まれているため、ブランド画像をテストしたり、コミュニティ
のデザインを再現したりできます。
Dev Hub: Developer Edition とトライアル組織で使用可能に
お客様のご要望により実現した機能です。スクラッチ組織と第二世代パッケージを試用するために、Dev

Hub をトライアル組織と Developer Edition 組織で使用できるようになりました。
スクラッチ組織: 機能およびサポートされるメタデータ型の追加
一時的に使用し、簡単に再作成できるように設計されたスクラッチ組織は、専用かつ設定可能な Salesforce

環境で、さまざまな目的のために素早く作成できます。スクラッチ組織は、自分の個人的な開発環境とし
て使用できます。または、自動テストのためにヘッドレススクラッチ組織を作成することもできます。本
番組織で Dev Hub を有効にした場合、またはトライアル Dev Hub 組織がある場合に、スクラッチ組織を作成
できます。
パッケージ化: ロック解除済みパッケージの正式リリース
パッチバージョン番号のサポート、パッケージ連動関係情報の抽出、ロック解除済みパッケージ間でのメ
タデータの移動、廃止されたメタデータの管理を含め、正式リリースバージョンでロック解除済みパッケー
ジが機能強化されました。
エンタープライズメッセージング: 大規模プラットフォームイベント (パイロット)、新しい Lightning コンポー
ネント、変更データキャプチャの開発者プレビュー
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。このリリースには、使用量ベース
のエンタイトルメント、empApi  Lightning コンポーネント、変更データキャプチャの開発者プレビューな
ど、大規模プラットフォームイベント (パイロット) の機能強化が含まれています。

Lightning コンポーネント: 柔軟性が高くなった CSP の有効化、読み込
み時間の短縮とセキュリティの向上のための設定
「厳格なコンテンツセキュリティポリシー」が重要な更新ではなく組織設定になり、その有効化をより詳細に
制御できるようになりました。JavaScript プロトタイプを凍結して、セキュリティと安定性を向上させます。[設
定] で CDN 設定を有効にして、Lightning Experience の読み込み時間を短縮します。
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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:

厳格なコンテンツセキュリティポリシー (CSP) の重要な更新から組織設定への変更
この設定により、script-src の unsafe-inline の使用を禁止してクロスサイトスクリプティング攻撃
のリスクを軽減する厳格なコンテンツセキュリティポリシー (CSP) が有効になります。以前にリリースで
は、厳格な CSP は重要な更新「Lightning コンポーネントの厳格なコンテンツセキュリティポリシーの有効
化」で制御されていました。この重要な更新が組織設定に変更され、その有効化をより詳細に制御できる
ようになりました。
JavaScript プロトタイプの凍結によるセキュリティと安定性の向上
JavaScript の各オブジェクトにはプロトタイプオブジェクトがあります。オブジェクトは、そのプロトタイ
プオブジェクトからメソッドとプロパティを継承します。プロトタイプは、同じ種別のすべてのオブジェ
クト間で共有されます。コンポーネント作成者が共有オブジェクトの JavaScript プロトタイプを変更すると、
予期しない動作や潜在的なセキュリティの問題が発生することがあります。JavaScript プロトタイプを凍結
すると、Lightning コンポーネント作成者は、名前空間の間で共有されているグローバルオブジェクトの
JavaScript プロトタイプを変更できなくなります。この制限により、コンポーネント間でより適切にコード
が分離され、JavaScript API や DOM API などの共有オブジェクトに対する、悪意のあるまたは誤った改ざんを
防止できます。
CDN の有効化による Lightning Experience の読み込みの高速化
Lightning コンポーネントフレームワークの静的コンテンツを提供する Akamai のコンテンツ配信ネットワー
ク (CDN) を有効にして、Lightning Experience やその他のアプリケーションの読み込みを高速化します。通常、
CDN を使用するとページの読み込み時間が短縮されますが、ファイルを提供するソースドメインも変わり
ます。会社で Salesforce から提供されるコンテンツの IP 範囲を制限している場合、この設定を有効にする前
に徹底的にテストします。
キャッシュ可能としての Apex メソッドのマーク
Apex メソッドをコールする JavaScript アクションごとに setStorable()を使用する代わりに保存可能 (キャッ
シュ可能) としてマークし、Apex クラスのメソッドのキャッシュ表記を一元化します。
JavaScript API メソッドで日付を書式設定するためのトークンの変更
パフォーマンスを改善してコードを簡略化するため、AuraLocalizationService オブジェクトの formatDate()

などの JavaScript API メソッドで日付を書式設定するためのサポート対象トークンが変更されました。
コンポーネントライブラリでの Locker API Viewer

コンポーネントライブラリで Locker API Viewer にアクセスできるようになりました。以前は、API ビューアを
表示するには別のサイトに移動する必要がありました。コンポーネントライブラリで参照情報とツールが
一元化され、使いやすくなりました。
Locker Console を使用した JavaScript コードの評価とベンチマーク
Locker Console を使用して、JavaScript コードの Locker Service との互換性をチェックし、Locker Service が有効な場
合と無効な場合の実行を比較します。コンポーネントライブラリで Locker Console にアクセスします。
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moment グローバル変数の削除
Lightning コンポーネントフレームワークは、その内部実装の一部として Moment.js ライブラリを使用します。
Winter '19 以前は、お客様は Moment.js に含まれる moment グローバル変数にアクセスできました。カスタム
Lightning コンポーネントでのこのような moment の使用は、意図されたものではなく、サポートされませ
ん。Winter '19 では、moment 変数へのアクセスがブロックされます。Moment.js を使用するには、組織でそ
れを静的リソースとしてアップロードする必要があります。
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。
Lightning インターフェースの変更
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。

厳格なコンテンツセキュリティポリシー (CSP) の重要な更新から組織設定への
変更
この設定により、script-srcの unsafe-inlineの使用を禁止してクロスサイトスクリプティング攻撃のリ
スクを軽減する厳格なコンテンツセキュリティポリシー (CSP) が有効になります。以前にリリースでは、厳格
な CSP は重要な更新「Lightning コンポーネントの厳格なコンテンツセキュリティポリシーの有効化」で制御さ
れていました。この重要な更新が組織設定に変更され、その有効化をより詳細に制御できるようになりまし
た。
対象: この設定により、次の厳格な CSP が有効になります。
• Lightning Experience

• Salesforce アプリケーション
• 独自に作成したスタンドアロンアプリケーション (myApp.app など)

この設定は以下には影響しません。
• Salesforce Classic

• Salesforce Classic のアプリケーション (Salesforce Classic の Salesforce コンソールなど)

• コミュニティ
• Lightning アプリケーション外のコンテナにある Lightning コンポーネント (Visualforce や Visualforce ベースのコ

ミュニティの Lightning コンポーネントなど) を実行できる Lightning Out。そのコンテナで CSP ルールが定義さ
れます。

理由: この設定により、script-src の unsafe-inline を使用するサードパーティライブラリを引き続き使
用できます。設定が有効になっていると、スクリプトタグで JavaScript を読み込むコードや、インライン JavaScript

を使用するイベントハンドラは使用できません。たとえば、次のコードは使用できません。
<button onclick="doSomething()"></button>

方法: 組織で次の条件を満たしている場合を除き、この設定は自動的に有効になります。
• カスタム Lightning コンポーネントを作成している
• Lightning コンポーネントが含まれるパッケージをインストールしている
厳格な CSP を無効にする手順は、次のとおりです。

518

Lightning コンポーネント: 柔軟性が高くなった CSP の有
効化、読み込み時間の短縮とセキュリティの向上のため

の設定

Salesforce Winter '19 リリースノート



1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「セッション」と入力し、[セッションの設定] を選択します。
2. [より厳格なコンテンツセキュリティポリシーを有効化] をオフにします。
3. [保存] をクリックします。

JavaScript プロトタイプの凍結によるセキュリティと安定性の向上
JavaScript の各オブジェクトにはプロトタイプオブジェクトがあります。オブジェクトは、そのプロトタイプオ
ブジェクトからメソッドとプロパティを継承します。プロトタイプは、同じ種別のすべてのオブジェクト間で
共有されます。コンポーネント作成者が共有オブジェクトの JavaScript プロトタイプを変更すると、予期しない
動作や潜在的なセキュリティの問題が発生することがあります。JavaScript プロトタイプを凍結すると、Lightning

コンポーネント作成者は、名前空間の間で共有されているグローバルオブジェクトの JavaScript プロトタイプを
変更できなくなります。この制限により、コンポーネント間でより適切にコードが分離され、JavaScript API や
DOM API などの共有オブジェクトに対する、悪意のあるまたは誤った改ざんを防止できます。
対象: この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンのアプリケーションの Lightning

コンポーネントを使用する組織に適用されます。
方法: この設定は、新しい組織と既存の組織でデフォルトで無効になります。JavaScript プロトタイプを凍結す
るには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「セッション」と入力し、[セッションの設定] を選択します。
[JavaScript プロトタイプを凍結] を選択して、[保存] をクリックします。

メモ: Cisco Webex Teams および Meetings 機能は、[JavaScript プロトタイプを凍結] 設定と互換性がありませ
ん。これらの Webex 機能のいずれかが有効になっている場合、この設定は有効にできません。

CDN の有効化による Lightning Experience の読み込みの高速化
Lightning コンポーネントフレームワークの静的コンテンツを提供する Akamai のコンテンツ配信ネットワーク
(CDN) を有効にして、Lightning Experience やその他のアプリケーションの読み込みを高速化します。通常、CDN

を使用するとページの読み込み時間が短縮されますが、ファイルを提供するソースドメインも変わります。会
社で Salesforce から提供されるコンテンツの IP 範囲を制限している場合、この設定を有効にする前に徹底的に
テストします。
対象:この設定は、Lightning Experience、および Lightning コンポーネントフレームワークで構築されているその他
のアプリケーションに影響します。この設定は、どのバージョンの Salesforce アプリケーションにも影響しませ
ん。Lightning コミュニティでは CDN が自動的に有効になるため、この設定は Lightning コミュニティに影響しま
せん。
理由: CDN では、複数の地理的な場所でキャッシュバージョンが保存され、静的コンテンツの読み込み時間が
短縮されます。この設定により、Lightning コンポーネントフレームワークの静的な JavaScript や CSS の CDN 配信
が有効になります。CDN では、組織のデータまたはメタデータは配信されません。
方法: この設定は、既存の組織ではデフォルトで無効になり、新しい組織ではデフォルトで有効になります。
CDN を有効にするには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「セッション」と入力し、[セッションの設定]

を選択します。[Lightning コンポーネントフレームワークのコンテンツ配信ネットワーク (CDN) を有効化] をオ
ンにして、[保存] をクリックします。
問題が発生した場合は、会社のファイアウォールで Akamai CDN コンテンツがブロックされていないかどうかを
IT 部門に問い合わせてください。
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キャッシュ可能としての Apex メソッドのマーク
Apex メソッドをコールする JavaScript アクションごとに setStorable() を使用する代わりに保存可能 (キャッ
シュ可能) としてマークし、Apex クラスのメソッドのキャッシュ表記を一元化します。
対象: 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
ンの Lightning コンポーネントを使用する組織に適用されます。
理由:メソッドを保存可能としてマークすると、サーバとの往復を待たずにクライアント側ストレージのキャッ
シュデータをすばやく表示できるようになり、コンポーネントのパフォーマンスが向上します。キャッシュ
データが古くなっている場合、フレームワークによってサーバから最新データが取得されます。特に、待ち時
間の長い接続、低速の接続、信頼性の低い接続 (3G ネットワークなど) のユーザの場合には、キャッシュが役
立ちます。
Winter '19 より前では、Apex メソッドから返されるデータをキャッシュするには、Apex メソッドをコールするア
クションごとに JavaScript コードで setStorable() をコールする必要がありました。現在のリリースでは、
Apex メソッドを保存可能 (キャッシュ可能) としてマークできるようになり、JavaScript コードで setStorable()

をコールする必要がなくなりました。
方法:この変更はバージョン設定されています。API バージョン 43.0 以前の既存のコンポーネントコードは、変
更なしで引き続き機能します。
API バージョン 44.0 以降のコンポーネントの Apex メソッドから返されるデータをキャッシュするには、Apex メ
ソッドに @AuraEnabled(cacheable=true) アノテーションを付加します。次に例を示します。
@AuraEnabled(cacheable=true)
public static Account getAccount(Id accountId) {

// your code here
}

既存のコンポーネントを API バージョン 44.0 に更新するには、JavaScript コードの setStorable() コールを削
除します。@AuraEnabledではなく @AuraEnabled(cacheable=true)アノテーションを Apex メソッドに付
加します。このようにしないと、アクションでエラー応答が返されます。

JavaScript API メソッドで日付を書式設定するためのトークンの変更
パフォーマンスを改善してコードを簡略化するため、AuraLocalizationService オブジェクトの formatDate() な
どの JavaScript API メソッドで日付を書式設定するためのサポート対象トークンが変更されました。
対象: 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
ンの Lightning コンポーネントを使用する組織に適用されます。

削除されたトークン
年の通算週を返す Wトークンがサポートされなくなりました。同様に年の通算週 (0 ... 53) を返す w  (小文字) トー
クンは引き続きサポートされます。

520

Lightning コンポーネント: 柔軟性が高くなった CSP の有
効化、読み込み時間の短縮とセキュリティの向上のため

の設定

Salesforce Winter '19 リリースノート



非推奨トークン

出力推奨トークン非推奨トークン説明

2018yyyyy年 (4 桁)

2018yyyyY年 (4 桁)

18yyYY年 (2 桁)

2018yyyyYYYY年 (4 桁)

AM または PMaAAM または PM

01 ～ 31ddDD日付

JavaScript での日付の書式設定についての詳細は、「JavaScript での日付の書式設定」を参照してください。

コンポーネントライブラリでの Locker API Viewer
コンポーネントライブラリで Locker API Viewer にアクセスできるようになりました。以前は、API ビューアを表
示するには別のサイトに移動する必要がありました。コンポーネントライブラリで参照情報とツールが一元化
され、使いやすくなりました。
対象: この変更はコンポーネントライブラリに適用されます。
理由: Locker Service は、オブジェクトを非表示にすることや、それらのオブジェクトのセキュアなバージョンを
提供することで、グローバル参照に制限を適用します。たとえば、window のセキュアなバージョンは
SecureWindow です。API ビューアには、Locker Service によって公開される DOM API と最も複雑なラッパー
(SecureDocument、SecureElement、SecureWindow) の標準 DOM API が表示されます。

Locker Console を使用した JavaScript コードの評価とベンチマーク
Locker Console を使用して、JavaScript コードの Locker Service との互換性をチェックし、Locker Service が有効な場合
と無効な場合の実行を比較します。コンポーネントライブラリで Locker Console にアクセスします。
対象: この変更はコンポーネントライブラリに適用されます。
理由:Locker Console により、コンポーネントをテストするアプリケーションを作成することなく、JavaScript コー
ドの問題の評価やコードのベンチマークをすばやく実行できます。Locker Console で評価できるのは、JavaScript

コードのみです。完全なコンポーネントバンドルやコンポーネントマークアップは評価できません。
方法: Locker Console ツールのユーザインターフェースの概要を次に示します。
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コードコンソール (1)

ここに JavaScript コードを貼り付けるか入力して、評価またはベンチマークを実行します。
切り替え (2)

• Locker Service を有効または無効にします。
• 厳格な CSP を有効または無効にします。

アクション (3)

• コードコンソールに表示されているコードを実行するには、[Evaluate (評価)] をクリックします。
• Locker Service が有効な場合と無効な場合でコードを実行して、相対的なパフォーマンス総計値を表示す

るには、[Benchmark (ベンチマーク)] をクリックします。
• 表示されている結果をすべてクリアするには、[Clear Results (結果をクリア)] をクリックします。

moment グローバル変数の削除
Lightning コンポーネントフレームワークは、その内部実装の一部として Moment.js ライブラリを使用します。
Winter '19 以前は、お客様は Moment.js に含まれる moment グローバル変数にアクセスできました。カスタム
Lightning コンポーネントでのこのような momentの使用は、意図されたものではなく、サポートされません。
Winter '19 では、moment 変数へのアクセスがブロックされます。Moment.js を使用するには、組織でそれを静的
リソースとしてアップロードする必要があります。
対象: 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
ンの Lightning コンポーネントを使用する組織に適用されます。
理由: Lightning コンポーネントフレームワークを改善するため、内部実装の詳細が変更されることがあります。
Lightning コンポーネントの JavaScript API に含まれないライブラリやグローバル変数に依存したり、それらを使
用したりしないでください。これらのリソースはいつでも変更または削除される可能性があります。
次の URL で JavaScript API を参照してください。
https://<myDomain>.lightning.force.com/auradocs/reference.app。<myDomain> は、カスタム
Salesforce ドメインの名前です。
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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 44.0 以降が必要です。
lightning:empApi

lightning:empApiコンポーネントをカスタム Lightning コンポーネントに埋め込み、ストリーミングイベ
ントチャネルへの登録とイベント通知の受信を行います。Lightning プラットフォームの任意のイベントチャ
ネル種別 (プラットフォームイベント、PushTopic、汎用イベント、変更データキャプチャ (開発者プレビュー)

イベントのチャネルなど) に登録できます。lightning:empApi コンポーネントは、共有 CometD ベースス
トリーミング API 接続を使用して、ブラウザで複数のストリーミングアプリケーションを実行できるように
します。

lightning:map

lightning:mapコンポーネントは、Google マップを使用して 1 つ以上のロケーションの地図を安全に表示
します。マーカーをこのコンポーネントに渡して、地図を表示するロケーションを定義できます。マーカー
は、緯度と経度の座標ペアや、住所要素 (市区郡、国、郵便番号、都道府県、町名・番地) のセットになり
ます。
次に、1 つの住所がある地図コンポーネントを示します。

複数のロケーションを指定すると、地図コンポーネントによって各ロケーションのクリック可能なタイル
が作成されます。住所のリストの上部に表示されるタイトルを指定できます。[Google マップで開く] リンク
のあるフッターを表示したり、地図の初期ズームレベルを指定したりできます。
その他の地図の画像は、https://lightningdesignsystem.com/components/map/ を参照してください。
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lightning:menuDivider

このコンポーネントは、lightning:buttonMenu の子コンポーネントとして使用されます。
lightning:menuDividerを使用して、メニュー項目の後に区切り線を作成します。デフォルトでは、区
切り線の上下にスペースが追加されます。lightning:menuDivider で variant="compact" を使用し
て、スペースを狭くします。

lightning:menuSubheader

このコンポーネントは、lightning:buttonMenu の子コンポーネントとして使用されます。
lightning:menuSubheaderを使用して、メニュー項目のリストにサブヘッダーを作成します。label属
性を使用してヘッダーのテキストを指定します。

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:accordion

次の属性が新規追加されました。
• allowMultipleSectionsOpen  — ユーザがアコーディオンの複数のセクションを同時に開けることを

示します。デフォルトでは、一度に展開できるアコーディオンセクションは 1 つのみです。
• onsectiontoggle  — 開いているセクションが変更されたときに起動するイベントのハンドラを指定し

ます。イベントでは、アコーディオンの開いているすべてのセクションの配列が渡されます。
lightning:buttonMenu

次の属性が新規追加されました。
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• isLoading  — メニューの読み込み中にスピナーアクティビティインジケータを表示できるようになり
ます。

• loadingStateAlternativeText  — isLoading が true の場合に表示される必須の説明テキスト (「メ
ニューを読み込み中...」など) を指定します。

• isDraft  — ボタンメニューが保存されていない状態であることを示し、ボタンの横にインジケータと
してアスタリスクを表示します。ボタンメニューのドラフト状態を使用して、失われる可能性のある保
存されていない変更 (カスタマイズ可能なメニューのユーザの変更など) があることを示すことができま
す。

• draftAlternativeText  — メニューがドラフト状態とみなされる理由を説明するテキストを指定しま
す。これは isDraft が true の場合に必要になります。

lightning:buttonMenu コンポーネントは、2 つの子コンポーネントをサポートします。
• lightning:menuDivider

• lightning:menuSubheader

lightning:datatable

type 列プロパティの次の値が新規追加されました。
• button-icon  — アクションを実行するアイコンのみのボタン要素を表示します。
url 型列プロパティの次の属性が新規追加されました。
• tooltip  — datatable 列の URL のツールチップを表示します。typeAttributesプロパティを使用して、

URL のツールチップを渡します。
cellAttributes テーブル列プロパティの次の属性が新規追加されました。
• iconAlternativeText  — データ列に表示されるアイコンの説明テキスト。

lightning:formattedRichText

次の属性が新規追加されました。
• disableLinkify  — 書式設定された出力のリンク可能なテキストのリンクがコンポーネントによって

自動的に作成されないようにします。
lightning:fileCard

次の属性が新規追加されました。
• hideDescription  — ファイルカードのファイルの説明キャプションの表示を制御します。true の場

合、キャプションには何も表示されません。false の場合、キャプションにファイルの説明が表示されま
す。

• Description  — ファイルの説明。デフォルトでは、ファイル名が表示されます。
lightning:helptext

次の属性が新規追加されました。
• iconVariant  — ヘルプテキストアイコンのスタイルを inverse、warning、error のいずれかに変更できる

ようにします。
iOS デバイスのヘルプテキストのポップオーバー動作が変更されました。これは、アイコンをタップしたと
きに開き、ポップオーバーまたはアイコンをもう一度タップすると閉じます。
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lightning:inputField

lightning:inputField コンポーネントで地理位置情報項目種別がサポートされるようになりました。
10 進数で緯度と経度を入力するための入力項目が表示されます。

lightning:isUrlAddressable

lightning:isUrlAddressable を使用するコンポーネントの URL は、大文字と小文字が区別されるよう
になりました。

lightning:listView

次の属性が新規追加されました。
• showSearchBar  — 検索バーを表示するかどうかを指定します。この値のデフォルトは false です。サー

バ側で検索がサポートされていなければ、サーバ側で検索を無効にできます。
lightning:menuItem

次の属性が新規追加されました。
• prefixIconName  — 指定したユーティリティアイコンをメニュー項目のテキストの前に追加します。
• href  — ボタンメニューを使用して移動できるようにするメニュー項目のリンクを作成します。リンク

は、メニュー項目のコンテンツ (テキストやアイコンなど) に適用されます。
• isDraft  — メニュー項目が保存されていない状態であることを示し、項目の横にインジケータとして

アスタリスクを表示します。メニュー項目のドラフト状態を使用して、失われる可能性のある保存され
ていない変更 (カスタマイズ可能なメニューのユーザの変更など) があることを示すことができます。

• draftAlternativeText  — メニュー項目がドラフト状態とみなされる理由を説明するテキストを指定
します。これは isDraft が true の場合に必要になります。

lightning:navigation

lightning:navigationを使用するコンポーネントの URL は、大文字と小文字が区別されるようになりま
した。

lightning:quickActionAPI

これらのメソッドは新規追加されました。
• getAvailableActions  — レコードページで使用可能なアクションのリストを取得します。
• getAvailableActionFields  — レコードページの特定のアクションで使用可能な項目のリストを取得

します。
lightning:nextBestActions (パイロット)

このコンポーネントは戦略を実行し、結果として作成された提案を表示します。singleColumn 属性は無
視されるようになりました。

メモ: Einstein 次善アクションは、特定の契約条件への同意が必要なパイロットプログラムを通じて一
部のお客様に提供されています。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 次善
アクションは、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。正式リ
リースされた製品および機能に基づいてのみ購入をご決定ください。Einstein 次善アクションについて
のフィードバックと提案は、IdeaExchange からお寄せください。
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lightning:tab

label 属性で、テキストのみがサポートされるようになりました。以前は、表示ラベルでコンポーネント
の種類がサポートされており、タブの表示ラベルにアイコンなどを含めることができました。lighting:tab

表示ラベルでコンポーネントを使用する場合、表示ラベル値のテキスト部分のみが表示されるようになり
ました。適用されている CSS クラスは無視されます。

Lightning インターフェースの変更
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。
次のインターフェースが変更されました。
lightning:availableForFlowScreens

フローユーザが次の画面に移動するときに実行される検証ロジックを保存する validate 属性がこのイン
ターフェースに含まれるようになりました。詳細は、「カスタム画面コンポーネントへの検証関数の追加」
を参照してください。

Visualforce: Lighting Experience の項目セット、新しいアクセス総計値
Lightning Experience で項目セットの作成と編集ができるようになりました。Lightning Experience に移行する Visualforce

ページを決定するのに役立つ新しいアクセス総計値を追加しました。

このセクションの内容:

Lightning Experience での項目セットの作成と編集
Lightning Experience で項目セットの作成と編集ができるようになりました。
新しい Visualforce アクセス総計値項目
新しい ProfileIdおよび LogDateアクセス総計値項目を使用して、Lightning Experience に移行する Visualforce

ページに優先順位を付けます。
Visualforce ページでのサードパーティ画像の安全な取得と表示
IMAGEPROXYURL 関数を使用して、許可されていない要求からユーザを保護し、組織のサーバー外から画
像を安全に取得します。サードパーティの画像を読み込むと、Salesforce のユーザ名とパスワードを盗む目
的で悪意のある認証要求が開始される可能性があります。この Visualforce 関数は、HTTPS を介して外部から
の画像を読み込み、画像からユーザログイン情報が要求されることを防ぎます。
iframe を使用した信頼されないサードパーティコンテンツの隔離によるセキュリティの向上
iframe を使用して、別個のドメインに HTML 静的リソースを分離できるようになりました。信頼できないソー
スからの情報を取り込む別個のドメインを使用して、Visualforce のコンテンツを保護します。
大文字と小文字を区別しなくなった URL リダイレクトパラメータ
Visualforce ページで使用する保護された URL パラメータ (retURL、startURL、cancelURL、および saveURL)

が大文字と小文字を区別しなくなりました。パラメータ値を retURL から returl に変更した場合、シス
テムはその値を、保護されたパラメータとして認識するようになりました。保護された URL パラメータを
使用すると、Visualforce ページから salesforce.com または *.force.com ドメインへのリダイレクトが許可され、
サードパーティドメインへの悪意のあるリダイレクトが回避されます。
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Lightning Experience での項目セットの作成と編集
Lightning Experience で項目セットの作成と編集ができるようになりました。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience に適用されます。
理由: システム管理者は Lightning Experience を気に入っていますが、項目セットの作成および編集機能を見逃し
ていました。
項目セットは項目のグループです。たとえば、ユーザの名、ミドルネーム、姓、および役職を記述する各項目
を含む項目セットを持つことができます。Visualforce ページに項目セットを追加すると、開発者はその項目を
まとめて表示できます。そのページを管理パッケージに追加すれば、システム管理者は項目セット内の項目の
追加、削除、並び替えを行って、コードを変更せずに Visualforce ページ上に表示する項目を変更できます。登
録者がどの項目を保持したいかによって、同じ Visualforce ページで異なる情報セットを表すことができます。
方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「オブジェクト」と入力し、[オブジェクトマネージャ] を選択し
ます。項目セットをサポートするオブジェクトを選択し、[項目セット] に移動して、[新規]をクリックします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 項目セットについて

新しい Visualforce アクセス総計値項目
新しい ProfileId および LogDate アクセス総計値項目を使用して、Lightning Experience に移行する Visualforce

ページに優先順位を付けます。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience に適用されます。
理由: Lightning Experience に移行する Visualforce ページを決定するには、使用頻度の最も高いページとその使用者
を把握することが役立ちます。次の新しい Visualforce アクセス総計値項目にこの情報が示されます。
ProfileId項目には、Visualforce ページを参照したユーザの Salesforce プロファイル ID が示されます。LogDate

項目には、ユーザがページにアクセスした日付が示されます。この項目は、ページの使用状況に関して、総計
値の収集日を表す MetricsDate 項目よりも多くのインサイトを提供します。
方法: 組織内の Visualforce ページに関する総計値を照会するには、VisualforceAccessMetrics オブジェクトを使用し
て、ProfileId および LogDate 項目を含めます。

関連トピック:

Visualforce 開発者ガイド: VisualforceAccessMetrics

Visualforce ページでのサードパーティ画像の安全な取得と表示
IMAGEPROXYURL関数を使用して、許可されていない要求からユーザを保護し、組織のサーバー外から画像を
安全に取得します。サードパーティの画像を読み込むと、Salesforce のユーザ名とパスワードを盗む目的で悪意
のある認証要求が開始される可能性があります。この Visualforce 関数は、HTTPS を介して外部からの画像を読み
込み、画像からユーザログイン情報が要求されることを防ぎます。
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対象: この機能は、Contact Manager Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、
Unlimited Edition、および Developer Edition の 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。
方法: 外部からの画像を安全に取得するには、<img> タグの src 属性、または <apex:image> オブジェクト
の value 属性に、IMAGEPROXYURL 関数を含めます。
<img src={!IMAGEPROXYURL("http://exampledomain.com/pic.png")}/>

<apex:image value="{!IMAGEPROXYURL("http://exampledomain.com/pic.png")}"/>

関連トピック:

Visualforce 開発者ガイド: apex:image

Salesforce ヘルプ: 数式の演算子と関数

iframe を使用した信頼されないサードパーティコンテンツの隔離によるセキュ
リティの向上
iframe を使用して、別個のドメインに HTML 静的リソースを分離できるようになりました。信頼できないソース
からの情報を取り込む別個のドメインを使用して、Visualforce のコンテンツを保護します。
対象: この機能は、Contact Manager Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、
Unlimited Edition、および Developer Edition の 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。
方法: 別個のドメインの静的 HTML ファイルを参照するには、差し込み項目として
$IFrameResource.<resource_name>を使用します。このとき、resource_nameは、静的リソースをアッ
プロードしたときに指定した名前です。

関連トピック:

Visualforce 開発者ガイド: iframe を使用した信頼されないサードパーティコンテンツの参照 (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)

Visualforce 開発者ガイド: apex:iframe

大文字と小文字を区別しなくなった URL リダイレクトパラメータ
Visualforce ページで使用する保護された URL パラメータ (retURL、startURL、cancelURL、および saveURL)

が大文字と小文字を区別しなくなりました。パラメータ値を retURL から returl に変更した場合、システ
ムはその値を、保護されたパラメータとして認識するようになりました。保護された URL パラメータを使用す
ると、Visualforce ページから salesforce.com または *.force.com ドメインへのリダイレクトが許可され、サードパー
ティドメインへの悪意のあるリダイレクトが回避されます。
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対象: この変更は、Professional Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の 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:

Salesforce ヘルプ: 保護された URL リダイレクトパラメータの使用 (リリースプレビューの時点で内容が刷新さ
れたり、使用不能になる可能性があります)

Apex
Apex 一括処理クラスは、エラーまたは例外が発生したときにプラットフォームイベントの起動を選択できるよ
うになりました。Apex に導入された Apex クラスの inherited sharing により、コール元のクラスの共有
モードでクラスを実行できます。新しい System.Url.getOrgDomainUrl()メソッドでは、API コールのエン
ドポイントを取得できるため、API コードで Salesforce の REST API と SOAP API を操作できます。新しい Callable

インターフェースでは、他の開発者が異なるパッケージ内のコードを作成する場合でもその基盤として使用可
能なコードを記述できます。
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:

Apex 一括処理クラスからのプラットフォームイベント起動の選択 (ベータ)

Apex 一括処理クラスは、エラーまたは例外が発生したときにプラットフォームイベントの起動を選択でき
るようになりました。イベントレコードには処理中のレコード ID、例外種別、例外メッセージ、スタック
追跡が含まれるため、Apex ジョブ UI よりも詳細なエラーの追跡情報が提供されます。失敗のカスタム処理
と再試行ロジックを組み込むこともできます。イベントをリスンしているクライアントは、その失敗頻度、
失敗時に範囲内にあったレコード、その他の例外の詳細を判断できます。イベントは、Salesforce Platform 内
部エラーや、ガバナ制限に達したために発生する LimitExceptions などの「キャッチできない」Apex 例外でも
起動されます。
継承された共有を使用した Apex コードの保護
Apex クラスで inherited sharingキーワードを指定できるようになりました。このキーワードでは、ク
ラスがそのコール元のクラスの共有モードを実行できます。inherited sharingを使用してセキュリティ
レビューを渡し、予期しない方法や安全でない方法での特権 Apex コードの使用を防止できます。inherited

sharing のある Apex クラスは、Visualforce ページコントローラ、Apex REST サービス、または Apex トランザ
クションの開始ポイントとして使用する場合、with sharing として実行されます。
Apex コードから組織への API コールの合理化
新しい System.Url.getOrgDomainUrl() メソッドを使用して、API コードで Salesforce の REST API と SOAP

API を操作します。選択リスト値セットとカスタム項目の作成やカスタマイズなどで、ユーザインターフェー
ス API コールのエンドポイントを取得します。更新された System.UserInfo.getSessionId() メソッド
を使用して、コードが非同期で実行される場合でもセッション ID を取得します。
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Callable インターフェースを使用した拡張可能な機能の共有
System.Callableインターフェースでは、共通インターフェースを使用して、異なるパッケージ内のコー
ドでも Apex クラスまたはトリガ間の疎結合インテグレーションを作成できます。共通インターフェースに
ついて合意することで、異なる会社や異なる部署の開発者が相互のソリューションに基づいてソリューショ
ンを作成できます。コミュニティの規模を拡大し、当初の予定とは異なるソリューションが必要になる場
合、このインターフェースを実装してコードの機能を拡張します。
Apex: 新規および変更されたクラスおよびインターフェース
次のクラスおよびインターフェースが新規追加または変更されています。
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。ドラフト投稿、スレッド
コメント、および管理コンテンツトピックを作成します。

Apex 一括処理クラスからのプラットフォームイベント起動の選択 (ベータ)
Apex 一括処理クラスは、エラーまたは例外が発生したときにプラットフォームイベントの起動を選択できるよ
うになりました。イベントレコードには処理中のレコード ID、例外種別、例外メッセージ、スタック追跡が含
まれるため、Apex ジョブ UI よりも詳細なエラーの追跡情報が提供されます。失敗のカスタム処理と再試行ロ
ジックを組み込むこともできます。イベントをリスンしているクライアントは、その失敗頻度、失敗時に範囲
内にあったレコード、その他の例外の詳細を判断できます。イベントは、Salesforce Platform 内部エラーや、ガ
バナ制限に達したために発生する LimitExceptions などの「キャッチできない」Apex 例外でも起動されます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。

メモ:  Apex 一括処理エラーイベント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。自身の独自の決定権でこの機能を使用
し、現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて購入をご決定ください。Salesforce 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しません。また、いかなる時点でもこの機
能を終了できるものとします。この機能は、評価目的のみで、本番での使用を目的にしたものではあり
ません。この機能は、そのままの状態で提供され、サポートされておらず、ここから生じる、またはこ
れに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任も負いません。すべての制約、Salesforce

の権利の保留、本サービスに関する義務、および関連する Salesforce 以外のアプリケーションならびにコ
ンテンツの条件は、この機能の使用に等しく適用されます。

方法: プラットフォームイベントを起動するには、Apex 一括処理クラス宣言で Database.RaisesPlatformEvents イン
ターフェースを実装する必要があります。
public with sharing class YourSampleBatchJob implements Database.Batchable<SObject>,

Database.RaisesPlatformEvents{
// class implementation

}

関連トピック:

BatchApexErrorEvent オブジェクト
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継承された共有を使用した Apex コードの保護
Apex クラスで inherited sharing キーワードを指定できるようになりました。このキーワードでは、クラ
スがそのコール元のクラスの共有モードを実行できます。inherited sharing を使用してセキュリティレ
ビューを渡し、予期しない方法や安全でない方法での特権 Apex コードの使用を防止できます。inherited

sharing のある Apex クラスは、Visualforce ページコントローラ、Apex REST サービス、または Apex トランザク
ションの開始ポイントとして使用する場合、with sharing として実行されます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。
理由: 共有宣言のない Apex は、デフォルトでは安全ではありません。実行時に with sharingまたは without

sharing モードで実行可能な Apex クラスの設計は高度な手法であり、特定の共有宣言が誤って省略されてい
る場所を特定することは困難な場合があります。明示的な inherited sharing 宣言は意図が明確なため、
省略された宣言による曖昧さやセキュリティ分析ツールの誤検出を回避できます。
inherited sharing のある Apex クラスと省略された共有宣言のある Apex クラスには、明確な違いがありま
す。クラスが Apex トランザクションの開始点として使用されている場合、省略された共有宣言は without

sharingとして実行されます。一方、inherited sharingではデフォルトで確実に with sharingとして
実行されます。inherited sharingとして宣言されたクラスが without sharingとして実行されるのは、
すでに確立されている without sharing コンテキストから明示的にコールされた場合のみです。
方法: この例では、inherited sharing のある Apex クラスとその Apex コードの Visualforce 呼び出しを宣言し
ます。inherited sharing宣言により、実行ユーザが共有アクセス権を持つ取引先責任者のみが表示されま
す。この宣言が省略されている場合、宣言の省略による安全でないデフォルトの動作により、ユーザが参照権
限を持たない取引先責任者も表示されます。
public inherited sharing class InheritedSharingClass{

public List<Contact> getAllTheSecrets(){
return [SELECT Name FROM Contact];

}
}

<apex:page controller="InheritedSharingClass">
<apex:repeat value="{!allTheSecrets}" var="record">

{!record.Name}
</apex:repeat>

</apex:page>

Apex コードから組織への API コールの合理化
新しい System.Url.getOrgDomainUrl() メソッドを使用して、API コードで Salesforce の REST API と SOAP API

を操作します。選択リスト値セットとカスタム項目の作成やカスタマイズなどで、ユーザインターフェース
API コールのエンドポイントを取得します。更新された System.UserInfo.getSessionId() メソッドを使
用して、コードが非同期で実行される場合でもセッション ID を取得します。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition、お
よび Database.com Edition の 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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理由: 以前は、[私のドメイン] が有効な組織が Apex コードから一部の API 機能にアクセスできるのは、リモート
サイト設定または指定ログイン情報の設定後のみでした。DatedExchangeRate などの一部のオブジェクトは、API

でのみアクセス可能です。Apex コードを使用して System.Url.getOrgDomainUrl() メソッドでエンドポイ
ントを作成することで、それらのオブジェクトを操作できるようになりました。また、エンドポイントを使用
して、組織の制限情報へのアクセス、フローの呼び出し、リストビューの操作などを行うこともできます。
API コールにはセッション ID と URL が必要な場合があります。System.UserInfo.getSessionId() メソッド
を使用して、そのセッション ID を取得できます。このメソッドは、以前は非同期 Apex では null が返されて
いましたが、実行が同期か非同期かに関係なく値が返されるようになりました。
方法: [私のドメイン] の有無に関係なく、組織で getOrgDomainUrl() を使用して正規 URL を取得します。た
とえば、https://yourDomain.my.salesforce.com、または [私のドメイン] が無効な組織の場合は
https://yourInstance.salesforce.com が返されます。
次の例では、ユーザインターフェース API を使用してデフォルト値を取得し、レコードをコピーできるように
します。
Http h = new Http();
HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint(Url.getOrgDomainUrl().toExternalForm()

+ '/services/data/v44.0/limits');
req.setMethod('GET');
req.setHeader('Authorization', 'Bearer ' + UserInfo.getSessionId());
HttpResponse res = h.send(req);

同期と非同期の両方で getSessionId() を使用できます。非同期 Apex (一括処理、future、Queueable、または
スケジュール済み Apex) では、このメソッドはコードが有効なユーザによって実行されてる場合にのみセッショ
ン ID を返します。コードが内部ユーザ (自動化プロセスユーザやプロキシユーザなど) によって実行されている
場合、このメソッドは null を返します。
関連する Apex コントローラコードを含め、Lightning コンポーネントの JavaScript コードから API コールを実行す
ることはできません。この動作は以前のリリースと同じです。

関連トピック:

IdeaExchange: Allow Apex to Call Salesforce REST and SOAP APIs Without a Remote Site Setting (リモートサイト設定を使用
せずに Apex が Salesforce REST および SOAP API をコールすることを許可)

Apex 開発者ガイド: getOrgDomainUrl()

Apex 開発者ガイド: getSessionId()

Lightning コンポーネント開発者ガイド: Apex からの API コールの実行

Callable インターフェースを使用した拡張可能な機能の共有
System.Callableインターフェースでは、共通インターフェースを使用して、異なるパッケージ内のコード
でも Apex クラスまたはトリガ間の疎結合インテグレーションを作成できます。共通インターフェースについ
て合意することで、異なる会社や異なる部署の開発者が相互のソリューションに基づいてソリューションを作
成できます。コミュニティの規模を拡大し、当初の予定とは異なるソリューションが必要になる場合、このイ
ンターフェースを実装してコードの機能を拡張します。
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対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition、および Database.com

Edition の 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。
理由: Process.Plugin インターフェースをそのサポート対象でない使用事例で実装する代わりに、
System.Callableを実装できるようになりました。Callableを呼び出して、異なる関係者によるコードと
の間の共通合意点を決定するだけです。
方法: Callable インターフェースを実装するには、1 つのメソッド call(String action, Map<String,

Object> args) のみを記述する必要があります。
Callableの実装を利用またはテストするコードで、該当する型のインスタンスを Callableにキャストしま
す。
このインターフェースは、より具体的なインターフェースの代わりになるものではありません。むしろ、
Callable インターフェースは、異なるクラスやパッケージのコードで共通の基本型を使用できるインテグ
レーションを可能にするものです。

関連トピック:

Apex 開発者ガイド: Callable インターフェース

Apex: 新規および変更されたクラスおよびインターフェース
次のクラスおよびインターフェースが新規追加または変更されています。

このセクションの内容:

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 Enum

今回のリリースで以下の列挙が更新されました。
新規 Apex 例外
このリリースでは、次の例外が導入されます。
新規 Apex インターフェース
このリリースでは、次のインターフェースが導入されました。
変更された Apex の SOAP API コール
runTests() コールが変更されました。

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。
Schema.DescribeFieldResult クラス

新しいメソッド
isAiPredictionField()

Einsten 予測データを表示するように項目が有効化されているかどうかを示す Boolean を返します。
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Schema.DescribeSObjectResult クラス
新しいメソッド

getRecordTypeInfosByDeveloperName()

関連付けられたレコードタイプに API 参照名を照合する対応付けを返します。
Schema.RecordTypeInfo クラス

新しいメソッド
getDeveloperName()

このレコードタイプの API 参照名を返します。
System.Crypto クラス

新しいメソッド
verify(String algorithmName, Blob data, Blob signature, Blob publicKey)

指定アルゴリズムと供給された公開鍵を使用して、暗号化されたデータのデジタル署名を確認する
Boolean を返します。

verify(String algorithmName, Blob data, Blob signature, String certDevName)

指定アルゴリズムと certDevName に関連付けられた公開鍵を使用して、データのデジタル署名を確認
する Boolean を返します。

verifyMac()

指定アルゴリズム、入力データ、非公開鍵、Mac を使用して、データの HMAC 署名を確認する Boolean

を返します。
System.Url クラス

新しいメソッド
getOrgDomainUrl()

組織の正規 URL を返します。たとえば、https://yourDomain.my.salesforce.com、または [私
のドメイン] が無効な組織の場合は https://yourInstance.salesforce.com が返されます。

System.UserInfo クラス
変更されたメソッド

getSessionId()

非同期 Apex (一括処理、future、Queueable、またはスケジュール済み Apex) で getSessionId() を使
用できるようになりました。以前は、このメソッドは非同期実行時に null を返していました。
非同期 Apex では、このメソッドはコードが有効なユーザによって実行されている場合にのみセッショ
ン ID を返します。コードが内部ユーザ (自動化プロセスユーザやプロキシユーザなど) によって実行
されている場合、このメソッドは null を返します。

変更された Apex Enum

今回のリリースで以下の列挙が更新されました。
Auth.Auth.VerificationMethodEnum 列挙

ユーザがログイン時に自分自身を識別できるさまざまな方法が含まれます。モバイルで使いやすいパスワー
ドなしのログインページの実装や、検証方法のセルフ登録 (および登録解除) のために使用できます。
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この Enum に新しい値 Password が追加されました。パスワードで ID を確認できます。
Metadata.PlatformActionListContextEnum  Enum

アクションリストの各種コンテキストを説明します。
この Enum に新しい値 ActionDefinition が追加されました。この値は、将来の使用のために予約されて
います。

新規 Apex 例外
このリリースでは、次の例外が導入されます。
Auth 名前空間

LoginDiscoveryException

例外を発生させて、ログイン検出ハンドラを実行しているときにエラーが発生したことを示します。
Auth.DiscoveryCustomErrorException

ログイン、検証、およびセルフ登録用ページに表示するエラーメッセージをカスタマイズするための例
外を発生させます。

新規 Apex インターフェース
このリリースでは、次のインターフェースが導入されました。
Auth.ConfigurableSelfRegHandler インターフェース

ユーザ名とパスワードの代わりにメールアドレスまたは電話番号でユーザを登録するには、
Auth.ConfigurableSelfRegHandler を実装するクラスを作成します。設定可能なセルフ登録ページで
コミュニティのセルフ登録を設定すると、Salesforce によってデフォルトの AutocreatedConfigSelfReg

Apex クラスが生成されます。このクラスを修正して機能を拡張し、ユーザが作成される方法の変更などを
行うことができます。
createUser(accountId, profileId, registrationAttributes, password)

コミュニティのセルフ登録ページで訪問者が提供した情報を使用して、コミュニティメンバーを作成し
ます。

Auth.LoginDiscoveryHandler インターフェース
ユーザ名とパスワード以外の確認方法に基づいてユーザのログインを行うには、
Auth.LoginDiscoveryHandler を実装するクラスを作成します。ユーザはメール、電話番号、または統
合 ID やデバイス識別子などの他の識別子を使用して、自分自身を識別できます。ログイン検出ページでコ
ミュニティのログインページを設定すると、Salesforce によってデフォルトの
AutocreatedDiscLoginHandler が生成されます。このクラスを修正し、シングルサインオン (SSO) のサ
ポートの追加などを行うことができます。
login(identifier, startUrl, requestAttributes)

メールや電話番号などの識別子が指定された外部ユーザのログインを行います。成功した場合、開始
URL で指定されたコミュニティページにユーザをリダイレクトします。

System.Callable インターフェース
開発者が共通インターフェースを使用して、異なるパッケージ内のコードでも Apex クラスまたはトリガ間
の疎結合インテグレーションを作成できます。共通インターフェースについて合意することで、異なる会
社や異なる部署の開発者が相互のソリューションに基づいてソリューションを作成できます。コミュニティ
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の規模を拡大し、当初の予定とは異なるソリューションが必要になる場合、このインターフェースを実装
してコードの機能を拡張します。
call(action, args)

他のクラスまたはパッケージで利用したり作成時の基盤としたりできる機能を提供します。

変更された Apex の SOAP API コール
runTests() コールが変更されました。
runTests()

RunTestsResult オブジェクトに次の 2 つの新規項目が追加されました。
flowCoverage

フローを実行したテスト実行の結果の配列。
flowCoverageWarnings

フローを実行したテスト実行によって生成された警告の配列。

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。ドラフト投稿、スレッドコメ
ント、および管理コンテンツトピックを作成します。
ConnectApi 名前空間の Apex クラスでは、多くの Chatter REST API リソースアクションが静的メソッドとして公
開されています。これらのメソッドでは、情報を入力したり返したりするために他の ConnectApi クラスが
使用されます。ConnectApi 名前空間は、Chatter in Apex と呼ばれます。
Apex では、SOQL クエリとオブジェクトを使用して、一部の Chatter データにアクセスできます。ただし、
ConnectApi クラスでは Chatter データがより単純な方法で公開されます。データは、表示用にローカライズ
され、構成されます。たとえば、フィードへのアクセスや作成を、多くのコールではなく 1 回のコールで行う
ことができます。

メモ: モバイルアプリケーション、イントラネットサイト、およびサードパーティの Web アプリケーショ
ンを Chatter やコミュニティに統合するには、Chatter REST API を使用します。

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
次のクラスが新規追加または変更されました。
新規および変更された Chatter in Apex 入力クラス
次の入力クラスが新規追加または変更されました。
新規および変更された Chatter in Apex 出力クラス
次の出力クラスが新規追加または変更されました。
新規および変更された Chatter in Apex Enum

次の Enum が新規追加または変更されました。
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新規および変更された Chatter in Apex クラス
次のクラスが新規追加または変更されました。

Chatter フィード
これらの新規および既存のメソッドは、ConnectApi.ChatterFeeds クラスに含まれます。
ドラフト投稿の作成

更新された ConnectApi.StatusCapabilityInput クラスを指定して、この既存のメソッドを使用しま
す。
• postFeedElement(communityId, feedElement)

コンテキストユーザのドラフトフィードの取得
これらの既存のメソッドは、feedType を Draft、subjectId をコンテキストユーザの ID に設定して使
用します。
• getFeed(communityId, feedType, subjectId)

• getFeed(communityId, feedType, subjectId, sortParam)

コンテキストユーザのドラフトフィードからのフィード要素の取得
これらの既存のメソッドは、feedType を Draft、subjectId をコンテキストユーザの ID に設定して使
用します。
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, pageParam, pageSize,
sortParam)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam)

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。
ドラフトフィードからのフィード要素の検索

これらの既存のメソッドは、feedType を Draft、subjectId をコンテキストユーザの ID に設定して使
用します。
• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, subjectId, q)

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, subjectId, pageParam, pageSize,
sortParam, q)

• searchFeedElementsInFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, q)

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。
ドラフト投稿の公開

このメソッドは新規追加されました。
• publishDraftFeedElement(communityId, feedElementId, feedElement)

コメントのコメント機能へのアクセス
このメソッドは新規追加されました。
• getThreadsForFeedComment(communityId, commentId, threadedCommentsCollapsed)
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コメントのスレッドコメントの取得
これらのメソッドは新規追加されました。
• getThreadsForFeedComment(communityId, commentId)

• getThreadsForFeedComment(communityId, commentId, pageParam, pageSize)

親コメントと親投稿のコンテキストでのスレッドコメントの取得
このメソッドは新規追加されました。
• getCommentInContext(communityId, commentId, pageSize)

フィード要素のスレッドスタイルでのコメントの取得
これらのメソッドは新規追加されました。
• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, threadedCommentsCollapsed)

• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, pageParam, pageSize,
threadedCommentsCollapsed)

• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, sortParam,
threadedCommentsCollapsed)

• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, threadedCommentsCollapsed,
sortParam)

• getCommentsForFeedElement(communityId, feedElementId, pageParam, pageSize,
threadedCommentsCollapsed, sortParam)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, recentCommentCount, density,
pageParam, pageSize, sortParam, filter, threadedCommentsCollapsed)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
density, pageParam, pageSize, sortParam, filter, threadedCommentsCollapsed)

• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,
elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize, sortParam, showInternalOnly,
customFilter, threadedCommentsCollapsed)

スレッドスタイルでのコメントを含むフィード要素の取得
これらのメソッドは新規追加されました。
• getFeedElement(communityId, feedElementId, threadedCommentsCollapsed)

• getFeedElement(communityId, feedElementId, threadedCommentsCollapsed, commentSort)

• getFeedElement(communityId, feedElementId, recentCommentCount, elementsPerBundle,
threadedCommentsCollapsed)

• getFeedElement(communityId, feedElementId, recentCommentCount, elementsPerBundle,
threadedCommentsCollapsed, commentSort)

レコードフィードのスレッドスタイルでのコメントを含むフィード要素の取得
このメソッドは新規追加されました。
• getFeedElementsFromFeed(communityId, feedType, subjectId, recentCommentCount,

elementsPerBundle, density, pageParam, pageSize, sortParam, showInternalOnly,
filter, threadedCommentsCollapsed)

このメソッドには一致する set test メソッドがあります。
スレッドスタイルでのコメントを含むフィード要素の検索

これらのメソッドは新規追加されました。
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• searchFeedElements(communityId, q, threadedCommentsCollapsed)

• searchFeedElements(communityId, q, pageParam, pageSize, threadedCommentsCollapsed)

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。
スレッドコメントの作成

更新された ConnectApi.CommentInput 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)

管理ソーシャル取引先
これらの新しいメソッドは、ConnectApi.SocialEngagement クラスに含まれます。
管理ソーシャル取引先の取得

• getManagedSocialAccount(id)

• getManagedSocialAccounts()

• getManagedSocialAccounts(socialNetwork)

管理トピック
これらの新規および既存のメソッドは、ConnectApi.ManagedTopics クラスに含まれます。
コンテンツ管理トピックの作成

managedTopicType を Content に設定して、これらの既存のメソッドを使用します。
• createManagedTopic(communityId, recordId, managedTopicType)

• createManagedTopicByName(communityId, name, managedTopicType)

コンテンツ管理トピックの取得
managedTopicType を Content に設定して、これらの既存のメソッドを使用します。
• getManagedTopic(communityId, managedTopicId)

• getManagedTopics(communityId)

• getManagedTopics(communityId, managedTopicType)

managedTopicType を Content に設定して、この新しいメソッドを使用します。
• getManagedTopics(communityId, managedTopicType, pageParam, pageSize)

コンテンツ管理トピックの削除
コンテンツトピックの ID を指定して、この既存のメソッドを使用します。
• deleteManagedTopic(communityId, managedTopicId)

次善アクション (パイロット)

メモ: Einstein 次善アクションは、特定の契約条件への同意が必要なパイロットプログラムを通じて一部の
お客様に提供されています。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 次善アクション
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。正式リリースされた製品
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および機能に基づいてのみ購入をご決定ください。Einstein 次善アクション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。

すべての Next Best Action メソッドは、バージョン 43.0 で導入されたメソッドでも最小バージョンは 44.0 に設定
されるようになりました。関連する入力クラスと出力クラスのすべてのプロパティも、最小バージョンは 44.0

になります。
これらの新しいメソッドは、ConnectApi.NextBestAction クラスに含まれます。
戦略の実行

• executeStrategy(strategyName, maxResults, contextRecordId)

• executeStrategy(strategyName, strategyInput)

getRecommendations(strategyName, maxResults, contextRecordId) メソッドはサポートされな
くなりました。

新規および変更された Chatter in Apex 入力クラス
次の入力クラスが新規追加または変更されました。

Chatter フィード
ConnectApi.CommentInput

この入力クラスには、次の 1 つの新しいプロパティがあります。
• threadParentId  — スレッドコメントの親コメントの ID。

ConnectApi.FeedElementCapabilitiesInput

この入力クラスには、次の 1 つの新しいプロパティがあります。
• status  — フィード要素の状況を説明します。

ConnectApi.StatusCapabilityInput

この入力クラスには、次の 1 つの変更されたプロパティがあります。
• feedEntityStatus  — Draft 値が含まれるようになりました。

次善アクション (パイロット)

ConnectApi.NBAStrategyInput

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。
• contextRecordId  — コンテキストレコードの ID。たとえば、次善アクションがケースの詳細ページに

ある場合は、ケースの ID になります。
• maxResults  — 結果の最大数。有効な値は 1 ～ 25 です。デフォルトは 3 です。
• strategyContext  — 戦略の変数と値の対応付け。

新規および変更された Chatter in Apex 出力クラス
次の出力クラスが新規追加または変更されました。
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Chatter フィード
ConnectApi.Comment

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。
• threadLevel  — コメントのネストのレベル。0 は、1 つの親投稿を含む標準コメントを示します。1

は、1 つの親コメントと 1 つの親投稿を含むスレッドコメントを示します。2 は、2 つの親コメントと 1

つの親投稿を含むスレッドコメントを示します。UI はこれらの 3 つのレベルに制限されています。
• threadParentId  — スレッドコメントの親コメントの ID。

ConnectApi.CommentCapabilities

この出力クラスには、次の 1 つの新しいプロパティがあります。
• comments  — コメントにこの機能がある場合、スレッドコメントがあります。

ConnectApi.CommentPage

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。
• 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。

Managed Social Accounts

ConnectApi.BaseManagedSocialAccount

この新しい出力クラスは抽象クラスであり、ConnectApi.ManagedSocialAccount のスーパークラスで
す。次のプロパティがあります。
• defaultResponseAccountId  — このアカウントに送信された投稿に返信するときに使用するデフォル

トの応答アカウント。
• displayName  — ソーシャルネットワークでのこのアカウントの実名 (実名が使用できない場合はユー

ザ名)。
• externalPictureUrl  — アカウントのアバター画像への URL。
• id  — この管理ソーシャルアカウントの内部 SFDC ID。
• label  — ソーシャルアカウントの表示ラベル。
• profileUrl  — アカウントのプロファイルへの URL。
• socialNetwork  — このアカウントが属するソーシャルネットワーク。
• uniqueName  — 同じ名前のファンページを区別するために使用される一意の名前。ファンページのユー

ザ名のように機能します。
• username  — ソーシャルネットワークでのこのアカウントの一意のユーザ名またはハンドル。

ConnectApi.ManagedSocialAccount

この新しい出力クラスは、ConnectApi.BaseManagedSocialAccountのサブクラスです。その他のプロ
パティはありません。

ConnectApi.ManagedSocialAccounts

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• managedSocialAccounts  — 管理ソーシャルアカウントのリスト。
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管理トピック
ConnectApi.ManagedTopicCollection

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。
• 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。

次善アクション (パイロット)

ConnectApi.AbstractNBAAction

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• parameters  — アクションに渡すパラメータのリスト。
• type  — アクションの種別。

ConnectApi.AbstractNBARecommendation

この出力クラスは削除されました。
ConnectApi.AbstractNBATarget

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  — 対象の種別。

ConnectApi.NBAActionParameter

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• name  — パラメータの名前。
• type  — パラメータの種別。
• value  — パラメータの値。

ConnectApi.NBAFlowAction

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• id  — 提案の ID。
• name  — 提案の名前。

ConnectApi.NBAPropositionRecommendation

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• id  — 提案の ID。
• name  — 提案の名前。
• url  — 提案の URL。

ConnectApi.NBARecommendation

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• acceptanceLabel  — おすすめのユーザ受け入れを示すテキスト。
• actionReference  — 実行するアクションの参照。たとえば、フローの起動。
• description  — おすすめの説明。
• id  — おすすめのエンティティの ID。
• imageUrl  — 表示するアセットファイルへの URL。
• name  — おすすめのエンティティの名前。
• rejectionLabel  — おすすめのユーザ拒否を示すテキスト。
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• target  — アクションを実行する対象。
• targetAction  — おすすめのアクション。
• url  — おすすめのエンティティの URL。

ConnectApi.NBARecommendationProposition

この出力クラスは削除されました。
ConnectApi.Proposition

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。
• acceptanceLabel  — おすすめのユーザ受け入れを示すテキスト。
• image  — 表示する画像。
• rejectionLabel  — おすすめのユーザ拒否を示すテキスト。

ユーザ
ConnectApi.User

パフォーマンス上の理由により、この出力クラスでは stamps プロパティが返されなくなりました。バー
ジョン 44.0 以降でユーザのスタンプを取得するには、SOQL を使用します。

新規および変更された Chatter in Apex Enum

次の Enum が新規追加または変更されました。
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.FeedCommentSortOrder

この Enum には、次の 1 つの新しい値があります。
• CreatedDateOldestAsc  — コメントを古い順に並び替えます。

ConnectApi.FeedEntityStatus

この Enum には、次の 1 つの新しい値があります。
• Draft  — フィード投稿は公開されていませんが、著者と「すべてのデータの編集」または「すべての

データの参照」権限を持つユーザに表示されます。コメントをドラフトにすることはできません。
ConnectApi.FeedType

この Enum には、次の 1 つの新しい値があります。
• Draft  — コンテキストユーザがドラフトを作成したすべてのフィード項目が含まれます。

ConnectApi.ManagedTopicType

この Enum には、次の 1 つの新しい値があります。
• Content  — ネイティブコンテンツに関連付けられたトピック。

ConnectApi.NBAActionType

この新しい Enum には次の値があります。
• フロー

ConnectApi.NBATargetType

この新しい Enum には次の値があります。
• Proposition
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ConnectApi.SocialNetworkProvider

この値はこの Enum から削除されました。
• Klout

メタデータ
メタデータカバー率レポートは強化されており、新しい場所からアクセスできます。「メタデータの変更」権
限 (ベータ) を持つユーザは、すべてのメタデータ (Apex を含む) をリリースできます。メタデータ REST API は、
新しい REST リソースまたは Salesforce CLI を介してすべてのリリースで使用できます。API バージョン 44.0では、
より多くのメタデータ型と Tooling API 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:

より多くのチャネルのメタデータカバー率状況、既知の問題、サンプルスクラッチ組織定義の取得
メタデータカバー率レポートが拡張され、4 つの追加メタデータチャネルで型がサポートされているかどう
かが表示されるようになりました。このレポートから、選択したメタデータ型に関連する既知の問題につ
いての情報にアクセスできるようになりました。また、コピーして設定ファイルに貼り付け可能な型のサ
ンプルスクラッチ組織定義を生成することもできます。この動的に生成されるレポートは、メタデータカ
バー率の最適な情報源です。Summer '18 リリース以降のカバー率情報が表示されます。レポートの右上隅に
あるドロップダウンメニューから、目的のリリースバージョンを選択できます。
データへのアクセス権の有効化を伴わないメタデータへのアクセス権の有効化 (ベータ)

「メタデータの編集」権限を持つユーザは、「すべてのデータの編集」権限も持っていなくても、メタデー
タ API を使用してメタデータ (Apex を含む) を更新できます。メタデータ API は、変更セット、Ant 移行ツー
ル、または Salesforce CLI を使用するリリースで使用されます。ユーザには、編集しているメタデータでサ
ポートされる機能の使用を可能にする権限が必要です。また、リリースツールを有効にする権限も必要で
す。
REST を使用したリリース
新しい deployRequest  REST リソースまたは Salesforce CLI を介して、すべてのリリースでメタデータ REST API

を使用できます。
新しい変更セットコンポーネント
変更セットに使用できるコンポーネントは、エディションによって異なります。次のコンポーネントが変
更セットに使用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。
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より多くのチャネルのメタデータカバー率状況、既知の問題、サンプルスク
ラッチ組織定義の取得
メタデータカバー率レポートが拡張され、4 つの追加メタデータチャネルで型がサポートされているかどうか
が表示されるようになりました。このレポートから、選択したメタデータ型に関連する既知の問題についての
情報にアクセスできるようになりました。また、コピーして設定ファイルに貼り付け可能な型のサンプルスク
ラッチ組織定義を生成することもできます。この動的に生成されるレポートは、メタデータカバー率の最適な
情報源です。Summer '18 リリース以降のカバー率情報が表示されます。レポートの右上隅にあるドロップダウ
ンメニューから、目的のリリースバージョンを選択できます。
対象: Winter '19 リリース以降、メタデータカバー率レポートは新しい場所に移動します。Summer '18 リリースで
このレポートをブックマークしている場合、新しい場所にリダイレクトされます。メタデータカバー率レポー
トにアクセスするには、https://developer.salesforce.com/docs/metadata-coverage/ に移動しま
す。
理由: 特定のメタデータチャネルでサポートされている型を把握することで、カスタマイズの開発とリリース
をスムーズに進めることができます。このレポートを使用して、型に関連する既知の問題を確認することもで
きます。Winter '19 メタデータカバー率レポートには、7 つのチャネルで 200 を超える型のカバー率状況と既知
の問題が表示されます。
• メタデータ API

• ソース追跡
• ロック解除済みパッケージ
• Classic パッケージ (新規)

• 管理パッケージ (新規)

• 変更セット (新規)

• Apex メタデータ API (新規)

レポートにリストされたメタデータ型をクリックして、その型のサンプルスクラッチ組織定義を生成すること
もできます。スクラッチ組織で開発する場合、その定義をコピーしてスクラッチ組織設定ファイルに貼り付け
ることで、時間を節約できます。

データへのアクセス権の有効化を伴わないメタデータへのアクセス権の有効化
(ベータ)
「メタデータの編集」権限を持つユーザは、「すべてのデータの編集」権限も持っていなくても、メタデータ
API を使用してメタデータ (Apex を含む) を更新できます。メタデータ API は、変更セット、Ant 移行ツール、ま
たは Salesforce CLI を使用するリリースで使用されます。ユーザには、編集しているメタデータでサポートされ
る機能の使用を可能にする権限が必要です。また、リリースツールを有効にする権限も必要です。
「メタデータの編集」権限は、[設定] UI ページを使用するメタデータの直接カスタマイズに影響しません。こ
のページでは更新にメタデータ API は使用されません。
対象: この変更は、Professional Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience、Salesforce

Classic、およびすべてのバージョンのモバイルアプリケーションに適用されます。
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Apex などの一部のメタデータはシステムコンテキストで実行されるため、「メタデータの編集」権限を委任す
る場合は注意が必要です。「メタデータの編集」では Apex メタデータをリリースできますが、引き続き「す
べてのデータの編集」権限が必要になる一部の Apex 開発およびデバッグ機能は使用できません。
「メタデータの編集」は、「変更セットのリリース」権限または「Apex 開発」権限のいずれかが選択されてい
る場合、自動的に有効になります。「メタデータの編集」権限は、有効にしたときに「すべてのデータの編
集」権限が有効化されていない場合はベータになります。

メモ: 「メタデータの編集」権限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。自身の独自の決定権でこの機能を使用し、
現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて購入をご決定ください。Salesforce 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しません。また、いかなる時点でもこの機能を
終了できるものとします。この機能は、評価目的のみで、本番での使用を目的にしたものではありませ
ん。この機能は、そのままの状態で提供され、サポートされておらず、ここから生じる、またはこれに
関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任も負いません。すべての制約、Salesforce の権
利の保留、本サービスに関する義務、および関連する Salesforce 以外のアプリケーションならびにコンテ
ンツの条件は、この機能の使用に等しく適用されます。「メタデータの編集」権限に関するフィードバッ
クや提案は、Trailblazer Communityの「Collaboration (コラボレーション)」または「Ideas (アイデア)」に投稿し
てください。

理由: 以前は、変更セット、Ant 移行ツール、または Salesforce CLI を使用してメタデータをリリースするには、
ユーザに「すべてのデータの編集」権限が必要でした。ユーザによっては、「すべてのデータの編集」権限に
より与えられるデータアクセス権が必要ではなく、メタデータアクセス権のみが必要な場合があります。ユー
ザは、メタデータでサポートされる選択したリリースツールおよび機能へのアクセスを可能にする権限に加え
て「メタデータの編集」権限があれば、メタデータをリリースできるようになりました。たとえば、変更セッ
トをリリースするには、以前は、変更セットでカスタマイズされた機能を有効にする権限と、「変更セットの
リリース」権限および「すべてのデータの編集」権限がユーザに必要でした。ユーザが変更セットをリリース
するために必要な権限は、機能の権限、「変更セットのリリース」権限、および「メタデータの編集」権限の
みになりました。

REST を使用したリリース
新しい deployRequest  REST リソースまたは Salesforce CLI を介して、すべてのリリースでメタデータ REST API を
使用できます。
対象ユーザ: リリース (リリース用のメタデータ REST API を使用するリリースを含む) を実行するには、「メタ
データの編集」権限 (ベータ) または「すべてのデータの編集」権限が必要です。
理由: デフォルトでは、Salesforce CLI はリリースに SOAP を使用します。REST を使用したリリースは、SOAP リリー
スに適用される 39 MB の .zip ファイルサイズ制限に制約されません。アップロード後に展開されたフォルダ内
のコンポーネント数の制限は、SOAP リリースと REST リリースの両方で同じです。
方法: CLI ランタイム設定値を使用して、Salesforce CLI でリリース用のメタデータ REST API を有効にできます。CLI

ランタイム設定値の設定についての詳細は、『Salesforce DX 開発者ガイド』を参照してください。
リリース用のメタデータ REST API ベータ機能を有効にするには、次のように指定します。
sfdx force:config:set restDeploy=true
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Salesforce CLI でリリース用のメタデータ REST API を有効にしたら、mdapi:deploy または source:push コマン
ドを使用して開始されたリリースは REST を使用します。
メタデータ API の deployRequest の使用についての詳細は、『メタデータ API 開発者ガイド』を参照してく
ださい。

新しい変更セットコンポーネント
変更セットに使用できるコンポーネントは、エディションによって異なります。次のコンポーネントが変更
セットに使用できるようになりました。
Lightning Experience テーマ

組織のカスタムブランドの画像と色のセットを表します。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition に適用されます。

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。
『Force.com Tooling API Developer's Guide (Force.com Tooling API 開発者ガイド)』には、すべての Tooling API に関する情
報が含まれています。

このセクションの内容:

Tooling API の新規オブジェクトと変更されたオブジェクト
Tooling API では、オブジェクトが新規追加および変更されました。

Tooling API 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。

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。
EmbeddedServiceCustomLabel

特定の Snap-in リリースで Snap-in に表示されるカスタマイズされた表示ラベルを表します。表示ラベルは、
Snap-in チャットと Snap-in 予定管理 (ベータ) の両方でカスタマイズできます。

FlowElementTestCoverage

指定された Apex テストメソッドによって実行されたフロー要素を表します。
FlowTestCoverage

指定された Apex メソッドによるフローまたはプロセスのテストカバー率を表します。

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。
MetadataComponentDependency

次の項目が変更されました。
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MetadataComponentName

フロー名にバージョン番号が含まれなくなりました。詳細は、「API でのフローファイル名のバージョ
ン番号の省略」を参照してください。

OwnerChangeOptionInfo

次の項目が新規追加されました。
ParentId

親 ChangeOwnerOptionInfo レコードのデュラブル ID を表します。
SubscriberPackageVersion

次の項目が新規追加されました。
Dependencies

この登録者パッケージバージョンと連動する他の登録者パッケージバージョン。
InstallationKey

キーで保護されたパッケージのインストールキー。
この項目は非表示です。この項目は照会できませんが、SOQL クエリの WHERE 句に含めることができま
す。一部のクエリでは、この項目は必須です。

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
Audience

コミュニティの利用者を表します。利用者は、その利用者をコミュニティでのターゲティングに割り当て
て使用できるさまざまな条件で構成されます。

LightningExperienceTheme

BrandingSet を含む、カスタムテーマの詳細を表します。テーマを使用して、システム管理者は設定可能な属
性 (3 個の色と 5 個の画像など) を指定できます。色と一部の画像は SLDS トークン値を上書きし、app.css

の生成に影響します。

更新されたメタデータ型とメタデータ項目
次のメタデータ型には、追加または変更された項目があります。
ボット

次の項目が新規追加されました。
botMlDomain

ボットに関連付けられたインテント、エンティティ、および変数をグループ化するインテントセットを
表します。すべての Einstein ボットバージョンが 1 つのボットインテントを共有するようになりました。

BotVersion

次の項目は API バージョン 44.0 以降では削除されています。
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apexClass

Einstein ボットダイアログアクションは、Apex、フロー、およびメールの送信をサポートするようになり
ました。apexClass項目は、invocationActionTypeおよび invocationActionNameで置き換えら
れました。

botVariable

呼び出しの対応付けの一部として使用するボット変数の名前。
field

オペランドの一部として使用する SObject 項目の API 参照名。
leftOperandBotVariable

条件操作の左側で使用するボット変数の名前。
LocalMlDomain

すべての Einstein ボットバージョンが 1 つのボットインテントを共有するようになったため、この項目は
不要になりました。

operandType

不要になりました。
sobjectType

不要になりました。
value

不要になりました。
次の項目が新規追加されました。
conversationVariables

conversationVariables は、顧客から収集した特定のデータを保存するコンテナです。ダイアログ
アクション内の変数を入力と出力の両方で使用できます。

invocationActionName

アクションの名前。
invocationActionType

ボットダイアログで追加するアクション要素の型。
leftOperandName

必須。条件操作の左側で使用する変数の名前。
leftOperandType

条件操作の左側で使用する変数の型。
sourceName

変数操作で使用するソース CustomField または MlSlotClass の名前。
sourceValue

この変数操作のソースとして使用するリテラル値。
targetName

変数操作で使用する対象変数の名前。
targetType

変数操作で使用する対象の型。
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value

指定したパラメータに割り当てられるリテラル値。
variableName

呼び出しの対応付けの一部として使用するボット変数の名前。
variableType

この呼び出しの対応付けで使用する変数の型。
CaseSettings

API バージョン 42.0 で導入されたこの項目は『メタデータ API 開発者ガイド』に追加されています。
enableE2CSourceTracking

[ケースソースをメールに設定] が有効化されているか (true)、否か (false) を示します。この設定を有
効化すると、メール-to-ケースから発生したすべてのケースの [ケースソース]項目が [メール]に設定さ
れます。エージェントがケースを開くと、関連付けられたメールが [既読] としてマークされます。

CommunityTemplateDefinition

次の項目が変更されました。
defaultBrandingSet

これは、この型の参照のみ項目になりました。この項目を CommunityTemplateDefinition ではなく
CommunityThemeDefinition で実装できるようになりました。API バージョンの値を 40.0 ～ 43.0 に設定し
た既存のパッケージは、そのまま正常に機能します。

CommunityThemeDefinition

次の項目が新規追加されました。
bundleInfo

テーマのエクスポートをサポートするため、この項目が追加されました。
defaultBrandingSet

以前は CommunityTemplateDefinition で実装されていた機能を維持するため、この項目が追加されました。
themeRouteOverride

テーマのエクスポートをサポートするため、この項目が追加されました。
CommunityThemeBundleInfo

テーマのエクスポートをサポートするため、この項目が追加されました。
CommunityThemeRouteOverride

テーマのエクスポートをサポートするため、この項目が追加されました。
ContentAsset

次の項目が新規追加されました。
isVisibleByExternalUsers

認証されていないユーザがアセットファイルを表示できるか (true)、否か (false) を示します。
CspTrustedSite

次の項目が新規追加されました。
context

context 列挙は、示されたサードパーティホストの信頼の範囲を決定します。
CustomField

次の項目が変更されました。
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encrypted

encrypted  Boolean 項目は、バージョン 34.0 ～ 43.0 でのみ使用できるようになりました。
次の項目が新規追加されました。
encryptionScheme

encryptionScheme  Enum により、項目が取る暗号化スキームが決まります。有効な値は、None、
ProbabilisticEncryption、CaseSensitiveDeterministicEncryption、
CaseInsensitiveDeterministicEncryption です。

CustomObject

次の項目が新規追加されました。
massQuickActions (SearchLayouts サブタイプ)

レコードで一括クイックアクションを実行するために使用できるアクションのリスト。既存の作成また
は更新アクションを追加するにはこの項目を使用します。

EmbeddedServiceConfig

次の項目が新規追加されました。
embeddedServiceCustomLabels

embeddedServiceCustomLabels項目は、Snap-in リリースで使用するカスタム表示ラベルを表します。
FlexiPage

次の項目が変更されました。
actionListContext  (PlatformActionList サブタイプ)

PlatformActionListContext Enum に新しい値 ActionDefinition が追加されました。この値は、将来の使用
のために予約されています。

type  (FlexiPageRegion サブタイプ)

FlexiPageRegionType Enum に新しい値 Backgroundが追加されました。この値はバックグラウンドユーティ
リティ項目の領域を表し、UI には表示されません。

leftValue  (UiFormulaCriterion サブタイプ)

この項目は、ユーザ権限に基づいてコンポーネントの表示ルールを定義するために
{!$Permission.CustomPermission.permissionName} および
{!$Permission.StandardPermission.permissionName} 式を使用できるようになりました。

Flow

次の項目が新規追加されました。
status

status  Enum は、フローの有効化状況を表します。有効な値は、Active、Draft、Obsolete、
InvalidDraft です。詳細は、「API でのフローファイル名のバージョン番号の省略」を参照してくだ
さい。

次の項目が変更されました。
actionType  (FlowActionCall サブタイプ)

actionType  Enum に、assignKnowledgeArticles と publishKnowledgeArticles という 2 つの値
が新規追加されました。両方ともアクションリストビューでの一括アクションをサポートしています。
assignKnowledgeArticles はナレッジ記事を割り当て、publishKnowledgeArticles はナレッジ
記事を公開します。

552

メタデータSalesforce Winter '19 リリースノート



fullName

fullName項目にバージョン番号は含まれなくなったため、すべてのバージョンでフローファイル名を
変更する必要はありません。詳細は、「API でのフローファイル名のバージョン番号の省略」を参照し
てください。

ForecastingSettings

次の項目が変更されました。
name

TerrOppAmt_Primary_Model 値が追加されました。
ListView

次の項目が変更されました。
filterScope

FilterScope Enum に新しい値 MineAndMyGroups が追加されました。この値は、リストビューを実行中の
ユーザが所有するレコード、およびそのユーザのキューに割り当てられたレコードがリストビューに含
まれることを示します。詳細は、「すべての Salesforce 環境でのキューに割り当てられた承認申請の表
示」を参照してください。

Network

新しい有効な値 Configurable が changePasswordPageOverrideSetting、
forgotPasswordPageOverrideSetting、homePageOverrideSetting、loginPageOverrideSetting、
selfRegProfilePageOverrideSetting 項目に追加されました。ページ上書きのページ種別を識別する
ために使用します。
verificationTemplate 項目が追加されました。この項目は、ユーザが自分の ID を識別する必要がある
場合に、ユーザとのコミュニケーションに使用するメールテンプレートを表します。たとえば、ユーザが
パスワードなしでログインしたり新規デバイスからログインした場合、ID を確認する PIN が含まれたメール
がユーザに送信されます。

NetworkBranding

次の項目が新規追加されました。
LoginBackgroundImageUrl

コミュニティのログインページの背景として表示される画像 URL へのパスを指定します。この URL は、
固定にすることも動的にすることもできます。動的 URL には、エクスペリエンス ID パラメータ {expid}

が含まれます。
Profile

次の項目が追加されました。この項目は、API バージョン 41.0 以降で使用できます。
categoryGroupVisibilities  (ProfileCategoryGroupVisibility サブタイプ)

categoryGroupVisibilities 項目は、このプロファイルに割り当てられているユーザに表示される
データカテゴリグループを示します。

SharingSet

次の項目が変更されました。
object

キャンペーン、商談、注文オブジェクトは、ベータでは利用できません。組織でキャンペーン、商談、
注文の共有セットを有効にするには、Salesforce カスタマーサポートにお問い合わせください。共有セッ
トで使用するオブジェクト、または 3 つすべてを指定します。
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更新された CustomObjectTranslation 言語サポート情報
『メタデータ API 開発者ガイド』の付録が CustomObjectTranslation 言語サポートを説明するように更新されまし
た。次の言語の追加に加えて、各言語でサポートされる項目値が修正されました。
完全サポート対象言語

ノルウェー語、スペイン語 (メキシコ)、スウェーデン語
エンドユーザ言語

クロアチア語、ポルトガル語 (ポルトガル)、スロバキア語、スロベニア語

更新された Result オブジェクト
次のメタデータ Result オブジェクトに新規項目が追加されました。
DeployResult

次の項目が RunTestsResult に新規追加されました。
flowCoverage

フローを実行したテスト実行の結果の配列。
flowCoverageWarnings

フローを実行したテスト実行によって生成された警告の配列。

関連トピック:

メタデータ API を使用したフローファイルの API バージョン 44.0 へのアップグレード
API を使用したテナントの秘密の状況とスキームの更新

API
Salesforce へのプログラムによるアクセスが API バージョン 44.0 で強化されました。

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。
SOSL

Salesforce Object Search Language (SOSL) で、リストビュー内の検索が新しくサポートされるようになりました。
REST API

REST API には、新規、変更、および廃止されたコールが含まれます。
SOAP API

SOAP API には、新規、変更、および廃止されたコールが含まれます。
Chatter REST API

Chatter REST API を使用して、モバイルアプリケーション、イントラネットサイト、およびサードパーティの
Web アプリケーションを Salesforce に統合します。ドラフト投稿、スレッドコメント、フォルダの共有リン
ク、および管理コンテンツトピックを作成します。
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レポートおよびダッシュボード REST API

Analytics 通知 (/analytics/notifications/notification_ID)、ダッシュボード
(/analytics/dashboards/)、レポートタイプ (/analytics/report-types/) のリソースに新規プロパ
ティが追加されました。
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
に使用するのと同じ 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 を構築できます。ユーザが希望するユーザインターフェースのスペースの量を選択で
きるようになりました。
Lightning クイックアクションおよび Salesforce Classic パブリッシャーの JavaScript API

lightning:quickActionAPI コンポーネントの新しいメソッドを使用して、ページおよびアクションの
項目で使用可能なアクションを取得します。カスタムコンポーネントでこのコンポーネントを使用して、
ページのクイックアクションとやりとりします。このコンポーネントは、Lightning クイックアクション
JavaScript API のメソッドをコールして、Salesforce Classic パブリッシャー JavaScript API (ケースフィードパブリッ
シャー API とも呼ばれる) と類似の機能を提供します。
Salesforce コンソール API

より多くの Salesforce コンソールインテグレーションツールキット JavaScript API を Lightning コンソール JavaScript

API で使用できます。コンソール URL を生成して開き、ナビゲーション項目を特定の ID に設定します。
Open CTI API

ユーザがケースレコードを作成し、その新規ケースが同じタブで表示されたときに、
onNavigationChange()メソッドが呼び出されるようになりました。Lightning Experience でソフトフォンサ
イズを設定するメソッドの最大値が増加しました。

新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト
次の新規および変更された標準オブジェクトによってより多くのデータにアクセスできます。

このセクションの内容:

新しいオブジェクト
次のオブジェクトが新規追加されました。
変更されたオブジェクト
次のオブジェクトが変更されました。

新しいオブジェクト
次のオブジェクトが新規追加されました。
Audience

条件により定義され、コミュニティでのターゲティングに割り当てて使用できる利用者を表します。
BatchApexErrorEvent

Apex の一括処理クラスに関連付けられたプラットフォームイベントを表します。このオブジェクトは、API

44.0 以降のバージョンで使用できます。
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CareDiagnosis

コード種別、名前、説明を含む診断の詳細を表します。1 つ以上のケア診断をケア利用要請に関連付けるこ
とができません。

CarePreauth

メンバーのプランでのケアの事前承認を表します。
CarePreauthItem

メンバーのプランでのケアの事前承認に含まれる項目の詳細を表します。
CareRequest

メンバー情報、入院日、決定理由などを含む、ケア関連要請の一般的な詳細を表します。1 つの要請に複数
の診断、サービス、または薬品を含めることができます。ケア利用要請には、薬品とサービスの事前承認、
入院通知、入院の同時レビュー、異議、苦情、不満が含まれます。

CareRequestConfiguration

サービス要請、薬品要請、入院要請など、レコードタイプの詳細を表します。1 つ以上のレコードタイプを
ケア利用要請に関連付けることができます。

CareRequestDrug

名前、強度、入院の指示を含む、要請された薬品の詳細を表します。1 つ以上の薬品要請をケア利用要請に
関連付けることができます。

CareRequestItem

名前、修飾子、発効日を含む、ケアサービス要請の詳細を表します。1 つ以上のケアサービス要請をケア利
用要請に関連付けることができます。

CoverageBenefit

購入者のプランに属するメンバーに提供される給付を表します。
ContentDocumentListViewMapping

ListView と Quip の ContentDocument 間の関連付けを表します。新しく作成された Quip ドキュメントにリスト
ビューがエクスポートされた場合、リストビューと Quip ドキュメント間の対応付けを維持します。

CoverageBenefitItem

購入者のプランに属するメンバーに提供される給付項目を表します。
EmbeddedServiceLabel

Snap-in チャットまたは Snap-in 予定管理でカスタマイズされた表示ラベルを表します。
ListEmailIndividualRecipient

Salesforce のリストメールで、メールが送信されるリストビューの個々の受信者を表します。API バージョン
44.0 以降で利用できます。

MemberPlan

メンバープランは、購入者プランの補償の対象者であるメンバーとその扶養家族を定義します。
NetworkDiscoverableLogin

外部ユーザがコミュニティにログインするために使用するログイン検出可能ログインページを表します。
PurchaserPlan

メンバーとその扶養家族が購入できる支払プランを表します。
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PurchaserPlanAssn

購入者がそのメンバーに提供するプランを表します。
PlanBenefit

購入者のプランに含まれ、購入者がメンバーに提供できる標準給付を表します。
PlanBenefitItem

購入者のプランに含まれ、購入者がメンバーに提供できる給付の詳細を表します。
RecordActionHistory

ガイド付きアクションのライフサイクル内で、その関連するレコード上の状態の移行を表します。API バー
ジョン 44.0 以降で利用できます。

RemoteKeyCalloutEvent (ベータ)

暗号化された鍵素材を顧客のエンドポイントから取得するコールアウトのイベントを表します。
SiteIframeWhitelistUrl

サイトまたはコミュニティのページのフレーム化を許可する外部ドメインのリストを表します。このオブ
ジェクトは API バージョン 44.0 以降で使用できます。

Survey Subject

アンケートと他のオブジェクト (ケースまたは取引先責任者など) との間のリレーションを表します。API

バージョン 44.0 以降で利用できます。
UserEmailPreferredPerson

複数のレコードがメール項目に一致する場合、ユーザの希望レコードのメールアドレスへの対応付けを表
します。API バージョン 44.0 以降で利用できます。

UserEmailPreferredPersonShare

UserEmailPreferredPerson オブジェクトの共有エントリを表します。API バージョン 44.0 以降で利用で
きます。

VoiceCallRecording

Lightning Dialer コールレコーディングを表します。通話記録は Salesforce にファイルとして保存されます。
VoiceCallRecordingShare

VoiceCallRecording の共有エントリを表します。

変更されたオブジェクト
次のオブジェクトが変更されました。

変更されたオブジェクト
AccountBrand

このオブジェクトを検索できるようになりました。
次の項目が新規追加されました。
• LogoUrl

CustomSite

clickjackProtectionLevel 項目に選択リスト値として External が追加されました。
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EmailDomainKey

次の項目が新規追加されました。
• AlternatePublicKey

• AlternateSelector

• AlternateTxtRecordName

• TxtRecordName

• TxtRecordsPublishState

EmailMessage

次の項目が新規追加されました。
• FirstOpenedDate

• IsBounced

• IsOpened

• IsTracked

• LastOpenedDate

EmailRelay

次の項目が新規追加されました。
• IsRequireAuth

• Password

• Username

Event

次の項目は新規追加された参照のみの項目です。これらは Lightning Experience の一連の行動 (ベータ) を表し
ます。
• IsRecurrence2  — Lightning Experience の行動が繰り返すようスケジュール指定されているか (true)、1

回だけ実行するか (false) を示します。
• IsRecurrence2Exception  — Lightning Experience の一連の行動のうち、1 つの行動に残りの行動とは異

なる繰り返しパターンがあり、例外となるかどうかを示します。
• IsRecurrence2Exclusion  — Lightning Experience の一連の行動の繰り返しパターンが更新されたが、影

響があるのは将来の行動のみであるかどうかを示します。
• Recurrence2PatternStartDate  — Lightning Experience の一連の行動が開始する日時を示します。
• Recurrence2PatternText  — Lightning Experience の一連の行動の繰り返しパターンを示します。
• Recurrence2PatternTimeZone  — Lightning Experience の一連の行動が作成または更新されたタイムゾー

ンを示します。
• Recurrence2PatternVersion  — Lightning Experience の一連の行動の繰り返しパターンの標準仕様をバー

ジョン別に示します。
EventLogFile

Lightning エラーイベント種別で、UI_EVENT_SOURCE項目の無関係のエラーイベントがイベントログから除
外されるようになりました。
Wave 変更イベント種別で、次の項目が新規追加されました。
• ANALYTICS_MODE  — ダッシュボードを表示するかどうかを示します。
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• IS_MOBILE  — モバイルアプリケーションにダッシュボードを表示するかどうかを指定します。
• PAGE_CONTEXT  — ダッシュボードが表示されるページのコンテキストを示します。

Folder

Type 項目に次の値が新規追加されました。
• Quick Text

• Macro

ForecastingShare

このオブジェクトを更新できるようになりました。
次の項目が新規追加されました。
• AccessLevel

ForecastingType

DeveloperName 項目に次の値が新規追加されました。
• TerrOppAmt_Primary_Model

ListEmail

次の項目が新規追加されました。
• IsTracked

LogoutEventStream

このオブジェクトの項目は、group、filter、sort プロパティをサポートしません。
Macro

次の項目が新規追加されました。
• FolderId  — マクロを含むフォルダの ID を返します。
• FolderName  — マクロを含むフォルダの名前。

Network

次の項目が新規追加されました。
• OptionsThreadedDiscussionsEnabled  — コミュニティでスレッドディスカッションが有効かどう

かを返します。
• VerificationEmailTemplateId  — ユーザが自分の ID を確認する必要がある場合 (パスワードなしで

ログインする場合や新規デバイスからログインする場合など)、使用されるメールテンプレートの ID を
返します。

NetworkPageOverride

OverrideSetting項目に Configurable選択リスト値が追加されました。Configurableは、ログイン
検出および設定可能なセルフ登録ページ種別を表します。

NetworkSelfRegistration

次の項目が新規追加されました。
• ApexHandlerId  — 設定可能なセルフ登録ページで作成された Apex ハンドラの ID。
• ExecuteApexHandlerAsId  — 設定可能なセルフ登録ハンドラを実行しているユーザの ID。
• OptionsShowFirstName  — true の場合、セルフ登録フォームに [名] 項目が表示されます。
• OptionsShowLastName  — true の場合、セルフ登録フォームに [姓] 項目が表示されます。
• OptionsShowUsername  — true の場合、セルフ登録フォームに [ユーザ名] 項目が表示されます。
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• OptionsShowNickname  — true の場合、セルフ登録フォームに [ニックネーム] 項目が表示されます。
• OptionsShowMobilePhone  — true の場合、セルフ登録フォームに [携帯電話] 項目が表示されます。
• OptionsShowEmail  — true の場合、セルフ登録フォームに [メール] 項目が表示されます。
• OptionsIncludePassword  — true の場合、セルフ登録フォームに [パスワードを含める] 項目が表示さ

れます。
• VerificationMethod  — このセルフ登録に必要な確認方法 (SyncEmail または SMS) を返します。

PartnerMarketingBudget

EndDate および StartDate 項目にサポート対象プロパティとして Nillable が追加されました。
次の項目が新規追加されました。
• IsIgnoreValidation  — 有効にすると、予算の子オブジェクトに対する一部の制限が無視されます。

PlatformAction

ActionListContext 項目にサポート対象値として ActionDefinition が追加されました。この値は、
将来の使用のために予約されています。

QuickText

次の項目が新規追加されました。
• FolderId  — クイックテキストを含むフォルダの ID を返します。
• FolderName  — クイックテキストを含むフォルダの名前。

RecordAction

次の項目が新規追加されました。
• ActionDefinition  — レコードに関連付けるアクションの API 参照名。この項目により、RecordAction

でフローに加えてガイド付きアクションの他の型をサポートすることができます。FlowDefinition

項目は今回のリリースでは維持されますが、今後のリリースで廃止されます。
• IsMandatory  — レコードに関連付けられたアクションが必須かどうかを指定します。
次の項目が更新されました。
• Status  — この項目には、アクションが起動されたことを示す Started という新しい値があります。

ServiceReport

次の項目が新規追加されました。
• IsSigned  — サービスレポートに 1 つ以上の署名が含まれるかどうかを示します。
• ServiceReportLanguage  — サービスレポートで使用する言語。サービスレポートの言語は、関連付

けられた作業指示の [サービスレポート言語] 項目によって決まるか、言語が指定されていない場合は、
ユーザが生成するレポートの Salesforce のデフォルト言語が適用されます。

SurveyInvitation

新しい ResponseStatus選択リスト項目は、参加者が招待に関連付けられたアンケートに回答したかどう
かを示します。使用できる値には、NotStarted、Started、Paused、Completed があります。

SurveyQuestion

QuestionType 項目に 3 つの選択リスト値が追加されました。
• CSAT

• Picklist

• Slider
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SurveyResponse

新しい InterviewId項目は、参加者のアンケートへの回答に関連付けられた FlowInterview オブジェクトの
ID を提供します。

Territory2

次の項目が新規追加されました。
• ForecastUserId

TenantSecret

Status 項目を更新できるようになりました。
UserPreference

Preference 項目にサポート対象値として 108  (密度) が追加されました。
VerificationHistory

Status 項目に次の選択リスト値が追加されました。
• FailedInvalidPassword

• FailedPasswordLockout

VoiceCall

CallType 項目に Bridge 選択リスト値が追加されました。
次の項目が新規追加されました。
• IsRecorded

VoiceUserPreferences

次の項目が新規追加されました。
• DeskPhoneNumber

作業指示
新しい ServiceReportLanguage選択リスト項目により、作業指示、そのサービス予定、およびその作業
指示品目とそれらのサービス予定で作成されたすべてのサービスレポートとサービスレポートプレビュー
で使用される言語が決まります。

Feed オブジェクトに追加された BestCommentId 項目
BestCommentId 項目がすべての xFeed オブジェクトに追加されました。
• AccountFeed

• AccountRelationshipFeed

• ActiveScratchOrgFeed

• ArticleType__Feed

• AssetFeed

• AssetRelationshipFeed

• AssignedResourceFeed

• CampaignFeed

• CareDiagnosisFeed

• CarePreAuthFeed

• CarePreAuthItemFeed
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• CareRequestDrugFeed

• CareRequestFeed

• CareRequestItemFeed

• CaseFeed

• CertificationDefFeed

• ChannelProgramFeed

• ChannelProgramLevelFeed

• CollaborationGroupFeed

• ConsumptionScheduleFeed

• ContactFeed

• ContentDocumentFeed

• ContractFeed

• CoverageBenefitFeed

• CoverageBenefitItemFeed

• DashboardComponentFeed

• DashboardFeed

• DirectMessageFeed

• EngagementProgramFeed

• EntitlementFeed

• EntityMilestoneFeed

• EventFeed

• GoalFeed

• LandingPageFeed

• LeadFeed

• LinkedArticleFeed

• LocationFeed

• MaintenanceAssetFeed

• MaintenancePlanFeed

• MarketingFormFeed

• MarketingLinkFeed

• MemberPlanFeed

• MetricFeed

• NamespaceRegistryFeed

• NewsFeed

• OperatingHoursFeed

• OpportunityFeed

• OrderDeliveryGroupFeed

• OrderDeliveryGroupLineFeed

• OrderFeed

• OrderItemFeed
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• OrderPriceAdjustmentLineFeed

• OrgSnapshotFeed

• PartnerFundAllocationFeed

• PartnerFundClaimFeed

• PartnerFundRequestFeed

• PartnerMarketingBudgetFeed

• PlanBenefitFeed

• PlanBenefitItemFeed

• Product2Feed

• ProductConsumedFeed

• ProductItemFeed

• ProductItemTransactionFeed

• ProductRequestFeed

• ProductRequestLineItemFeed

• ProductRequiredFeed

• ProductTransferFeed

• ProfileSkillEndorsementFeed

• ProfileSkillFeed

• ProfileSkillUserFeed

• PurchaserPlanAssnFeed

• PurchaserPlanFeed

• QuoteFeed

• ReportFeed

• ResourceAbsenceFeed

• ResourcePreferenceFeed

• ReturnOrderFeed

• ReturnOrderLineItemFeed

• ScratchOrgInfoFeed

• ServiceAppointmentFeed

• ServiceContractFeed

• ServiceCrewFeed

• ServiceCrewMemberFeed

• ServiceResourceCapacityFeed

• ServiceResourceFeed

• ServiceResourceSkillFeed

• ServiceTerritoryFeed

• ServiceTerritoryLocationFeed

• ServiceTerritoryMemberFeed

• ServiceTerritoryWorkTypeFeed

• ShipmentFeed

563

APISalesforce Winter '19 リリースノート



• SignupRequestFeed

• SiteFeed

• SkillRequirementFeed

• SocialPostFeed

• SolutionFeed

• SOSSessionFeed

• SurveyFeed

• TaskFeed

• Territory2ModelFeed

• TimeSheetEntryFeed

• TimeSheetFeed

• TopicFeed

• UserFeed

• UserProfileFeed

• WorkBadgeDefinitionFeed

• WorkCoachingFeed

• WorkFeedbackRequestFeed

• WorkGoalFeed

• WorkOrderFeed

• WorkOrderLineItemFeed

• WorkPerformanceCycleFeed

• WorkRewardFundFeed

• WorkRewardFundTypeFeed

• WorkTypeFeed

• WorkUpgradeActionFeed

• WorkUpgradeCustomerFeed

関連トピック:

API を使用したテナントの秘密の状況とスキームの更新

SOSL
Salesforce Object Search Language (SOSL) で、リストビュー内の検索が新しくサポートされるようになりました。

変更された句
ListView=Recent

USING ListView=は、1 つの特定のオブジェクトのリストビュー内で検索するために使用される省略可能
な句です。USING ListView=Recentを使用して、現在のユーザが表示または参照した、最近アクセスさ
れた項目を検索できます。
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REST API
REST API には、新規、変更、および廃止されたコールが含まれます。
対象: この変更は、Enterprise Edition と Unlimited Edition の Salesforce アプリケーションのすべてのバージョンに適用
されます。

新しいコールと変更されたコール

新しいコール
/v44.0/consent/action/

Salesforce のどのオブジェクトに同意が記録されているかに関係なく、顧客が同意した (または同意しなかっ
た) アクションを判別します。

/v44.0/support/knowledgeArticles/{articleUrlName}

URL 名を指定して記事を取得します。

変更されたコール
/vXX.X/limits/

データストレージおよびファイルストレージレポートの場合、/vXX.X/limits/ は Salesforce ユーザイン
ターフェースと同じ方法で計算を実行します。API は、次の定義を使用するようになりました。
• 1 KB = 1,024 バイト
• 1 MB = 1,024 KB = 1,048,576 バイト
以前は、次の定義が使用されていました。
• 1 KB = 1,000 バイト
• 1 MB = 1,000 KB = 1,000,000 バイト

/v44.0/support/knowledgeArticles

応答の Article Summary と Article Detail セクションに次の情報が含まれるようになりました。
• articleType

• urlName

SOAP API
SOAP API には、新規、変更、および廃止されたコールが含まれます。

新規、変更、および廃止されたコール

変更されたヘッダー
次のヘッダーは API バージョン 44.0 で変更されました。
OwnerChangeOptions

次の 2 つの型が新しく追加されました。
• KeepSalesTeam は、所有者が変更されたときに商談の商談チームが保持されるかどうかを示します。
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• KeepSalesTeamGrandCurrentOwnerReadWriteAccessは、所有者が変更された後に商談の以前の所
有者の「参照・更新」アクセス権が保持されるかどうかを示します。

Chatter REST API
Chatter REST API を使用して、モバイルアプリケーション、イントラネットサイト、およびサードパーティの Web

アプリケーションを Salesforce に統合します。ドラフト投稿、スレッドコメント、フォルダの共有リンク、およ
び管理コンテンツトピックを作成します。

メモ: カスタム Chatter とコミュニティの環境を Salesforce で作成するには、ConnectApi (Chatter in Apex): 新規お
よび変更されたクラスおよび Enum を使用します。

このセクションの内容:

新規および変更された Chatter REST API リソース
次のリソースが新規追加または変更されました。
新規および変更された Chatter REST API リクエストボディ
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
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。

新規および変更された Chatter REST API リソース
次のリソースが新規追加または変更されました。

Chatter フィード
ドラフト投稿の作成

更新された Status Capability Input リクエストボディを指定して、既存の /chatter/feed-elements リソー
スに対して POST 要求を実行します。

コンテキストユーザのドラフトフィードへの URL の取得
新規 /chatter/feeds/draft/me リソースに対して GET 要求を実行します。

コンテキストユーザがドラフトを作成したすべての投稿の取得
新規 /chatter/feeds/draft/me/feed-elements リソースに対して GET 要求を実行します。

ドラフト投稿の公開
feedElementId パラメータを指定して、新規 /chatter/feed-elements/publish-draft リソースに
対して POST 要求を実行します。

コメントのコメント機能へのアクセス
新規 /chatter/comments/commentId/capabilities/commentsリソースに対して GET 要求を実行しま
す。

コメントのスレッドコメントの取得
新規 /chatter/comments/commentId/capabilities/comments/items リソースに対して GET 要求を
実行します。
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親コメントと親投稿のコンテキストでのスレッドコメントの取得
新規 /chatter/comments/commentId/thread-context リソースに対して GET 要求を実行します。

フィード要素のスレッドスタイルでのコメントの取得
新しい threadedCommentsCollapsed パラメータを false に設定して、既存の
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments リソースに対して GET 要求を実
行します。
新しい threadedCommentsCollapsed パラメータを false に設定して、既存の
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments/items リソースに対して GET

要求を実行します。
スレッドスタイルでのコメントを含むフィード要素の取得

新しい threadedCommentsCollapsed パラメータを false に設定して、既存の
/chatter/feed-elements/feedElementId リソースに対して GET 要求を実行します。

ホームフィードのスレッドスタイルでのコメントを含むフィード要素の取得
新しい threadedCommentsCollapsed パラメータを false に設定して、既存の
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/home/feed-elements リソースに対して GET

要求を実行します。
レコードフィードのスレッドスタイルでのコメントを含むフィード要素の取得

新しい threadedCommentsCollapsed パラメータを false に設定して、既存の
/chatter/feeds/record/recordId/feed-elements リソースに対して GET 要求を実行します。

ユーザプロファイルフィードのスレッドスタイルでのコメントを含むフィード要素の取得
新しい threadedCommentsCollapsed パラメータを false に設定して、既存の
/chatter/feeds/user-profile/userId/feed-elements リソースに対して GET 要求を実行します。

スレッドスタイルでのコメントを含むフィード要素の取得と検索
既存の q パラメータと新しい threadedCommentsCollapsed パラメータを false に設定して、既存の
/chatter/feed-elements リソースに対して GET 要求を実行します。

スレッドコメントの作成
更新された Comment Input リクエストボディを指定して、既存の
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments/items リソースに対して POST

要求を実行します。

コラボレーション売上予測
売上予測階層内のコンテキストユーザと指定したユーザまたはテリトリーの間のマネージャまたはテリトリー
のリストの取得

新規 /connect/forecasting/ancestors/forecastingTypeId リソースに対して GET 要求を実行しま
す。

メモ: このリソースは、/connect/forecasting/manager-ancestors および
/connect/forecasting/manager-ancestors/forecastingManagerUserRoleId リソースの代
わりになるものです。
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売上予測ページで指定されたユーザのドロップダウンメニュー用の売上予測の適切なリストの取得
新規 /connect/forecasting/my-forecasts-list/forecastingTypeIdリソースに対して GET 要求を
実行します。

コンテキストユーザが売上予測を参照できるユーザとテリトリーのリストの取得
新規 /connect/forecasting/jump-to-user/forecastingTypeIdリソースに対して GET 要求を実行し
ます。

メモ: このリソースは、/connect/forecasting/jump-to-userリソースの代わりになるものです。

フォルダ
フォルダの共有リンクへのアクセス

新規 /connect/folders/folderId/folder-shares/link リソースに対して GET 要求を実行します。
フォルダの共有リンクの作成

新規 /connect/folders/folderId/folder-shares/link リソースに対して PUT 要求を実行します。
フォルダの共有リンクの削除

新規 /connect/folders/folderId/folder-shares/linkリソースに対して DELETE 要求を実行します。

管理トピック
コンテンツ管理トピックの作成

更新された Managed Topic Input を指定するか、managedTopicType パラメータを Content に設定して、既
存の /connect/communities/communityId/managed-topics リソースに対して POST 要求を実行しま
す。

コンテンツ管理トピックの取得
1 つのトピックを取得するには、既存の
/connect/communities/communityId/managed-topics/managedTopicIdリソースに対して GET 要求
を実行します。
すべてのトピックを取得するには、managedTopicType パラメータを Content に設定して、既存の
/connect/communities/communityId/managed-topics リソースに対して GET 要求を実行します。

コンテンツ管理トピックの削除
既存の /connect/communities/communityId/managed-topics/managedTopicId リソースに対して
DELETE 要求を実行します。

リスト共有
リストビューの共有データの取得

新規 /connect/list-shares/listViewId リソースに対して GET 要求を実行します。
グループとのリストビューの共有

新規 /connect/list-shares/listViewId リソースに対して PUT 要求を実行します。
リストビューの共有データの削除

新規 /connect/list-shares/listViewId リソースに対して DELETE 要求を実行します。

568

APISalesforce Winter '19 リリースノート



リストビューが共有されているすべてのグループおよびすべての潜在的グループのデータの取得
新規 /connect/list-share-recipients リソースに対して GET 要求を実行します。

ライブメッセージ
ライブメッセージチャネルの取得

新規 /connect/livemessage/channels リソースに対して GET 要求を実行します。
ライブメッセージチャネルの管理

新規 Live Message Channel Input リクエストボディを指定して、新規 /connect/livemessage/channels リ
ソースに対して POST 要求を実行します。

次善アクション (パイロット)

メモ: Einstein 次善アクションは、特定の契約条件への同意が必要なパイロットプログラムを通じて一部の
お客様に提供されています。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 次善アクション
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。正式リリースされた製品
および機能に基づいてのみ購入をご決定ください。Einstein 次善アクション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。

すべての Next Best Action リソースは、バージョン 43.0 で導入されたリソースでも最小バージョンは 44.0 に設定
されるようになりました。関連するリクエストボディとレスポンスボディのすべてのプロパティも、最小バー
ジョンは 44.0 になります。
戦略の実行

既存の /connect/recommendation-strategies/strategyName/recommendationsリソースに対して
POST 要求を実行します。
このリソースでは GET 要求がサポートされなくなりました。

ソーシャルエンゲージメント
組織内にあり、ユーザに割り当てられている管理ソーシャルアカウントの取得

新規 /connect/social-engagement/managed-social-accounts/id リソースに対して GET 要求を実
行します。

組織内にあり、ユーザに割り当てられている管理ソーシャルアカウントのリストの取得
新規 /connect/social-engagement/managed-social-accounts リソースに対して GET 要求を実行し
ます。

ソーシャルエンゲージメントの設定
最近認証されたソーシャルネットワークからの管理ソーシャルアカウントの取得

新規 /connect/social-engagement/setup/managed-social-accountsリソースに対して GET 要求を
実行します。
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最近認証されたソーシャルネットワークからの管理ソーシャルアカウントの追加
新規 /connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts リソースに対して POST 要求
を実行します。

ソーシャルアカウントの取得
新規 /connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/id リソースに対して GET 要
求を実行します。

ソーシャルアカウントの管理
新規 Managed Social Account Setup Input リクエストボディを指定して、新規
/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/id リソースに対して PATCH 要求
を実行します。

ソーシャルアカウントの削除
新規 /connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/id リソースに対して DELETE

要求を実行します。
ソーシャルカスタマーサービスの有効化と無効化

新規 /connect/social-engagement/setupリソースに対して GET 要求または DELETE 要求を実行します。
利用規約の取得と同意

新規 /connect/social-engagement/terms-of-service リソースに対して PUT 要求または PATCH 要求
を実行します。

新規および変更された Chatter REST API リクエストボディ
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 Input

このリクエストボディには、1 つの新規プロパティがあります。
• threadParentId  — スレッドコメントの親コメントの ID。

Feed Element Capabilities Input

このリクエストボディには、1 つの新規プロパティがあります。
• status  — フィード投稿またはコメントの状況を変更します。

Status Capability Input

このリクエストボディには、変更されたプロパティが 1 つあります。
• feedEntityStatus  — Draft 値が含まれるようになりました。

リスト共有
List Current Share Collection 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。
• currentListShares  — リストを共有するグループまたはロールを識別する 15 文字の ID のリスト。
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ライブメッセージ
Live Message Channel 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。
• messageType  — チャネルの種別。
• messagingPlatformKey  — 外部サービス上のメッセージチャネルの ID。この値は GET 応答内にありま

す。

管理トピック
Managed Topic Input

このリクエストボディには、変更されたプロパティが 1 つあります。
• managedTopicType  — Content 値が含まれるようになりました。

次善アクション (パイロット)

Next Best Action Strategy 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。
• contextRecordId  — コンテキストレコードの ID。たとえば、次善アクションがケースの詳細ページに

ある場合は、ケースの ID になります。
• maxResults  — 結果の最大数。有効な値は 1 ～ 25 です。デフォルトは 3 です。
• strategyContext  — 戦略の変数と値の対応付け。

ソーシャルカスタマーサービス
Social Customer Service Configuration 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。
• callbackUrl  — テナント設定 URL の生成に使用されるコールバック URL。
• inboundApexHandlerId  — 受信ソーシャルデータの結果としてレコードを挿入する受信 Apex ハンドラ

の ID。デフォルト値は nullで、ソーシャルカスタマーサービスによって提供されるデフォルトの受信
Apex ハンドラが使用されます。

• inboundParentPostEnabled  — 受信投稿の親投稿も組織に送信する必要があるかどうかを示します。
親投稿は、この投稿の返信先のソーシャル投稿を表します。デフォルトは false です。

• runAsUserId  — 受信 Apex ハンドラを実行しているユーザの ID。デフォルト値は、コンテキストユーザ
の ID です。

• socialPublishingApprovalEnabled  — ソーシャルネットワークに公開するために承認が必要なエー
ジェントがいるかどうかを示します。デフォルトは false です。

ソーシャルエンゲージメント
Managed Social Account Setup 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。
• managedAccountId  — サードパーティシステム (Social Studio など) 内でのこの管理アカウントの ID。
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• parentProviderUserId  — 管理ソーシャルアカウントがファンページ (Facebook ファンページなど) で
ある場合のソーシャルネットワーク上のユーザのユーザ ID。

• providerUserId  — 管理ソーシャルアカウントがファンページである場合のソーシャルネットワーク
上のユーザのユーザ ID またはページのページ ID。

• socialNetwork  — このアカウントが属するソーシャルネットワーク。
• status  — この管理ソーシャルアカウントの状況。

新規および変更された Chatter REST API レスポンスボディ
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 フィード
Comment

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。
• threadLevel  — コメントのネストのレベル。0 は、1 つの親投稿を含む標準コメントを示します。1

は、1 つの親コメントと 1 つの親投稿を含むスレッドコメントを示します。2 は、2 つの親コメントと 1

つの親投稿を含むスレッドコメントを示します。UI はこれらの 3 つのレベルに制限されています。
• threadParentId  — スレッドコメントの親コメントの ID。

Comment Capabilities

このレスポンスボディには、次の 1 つの新しいプロパティがあります。
• comments  — コメントにこの機能がある場合、スレッドコメントがあります。

Comment Page

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。
• 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。

コラボレーション売上予測
Forecasting Ancestors

Forecasting Manager Ancestors は、この新しいレスポンスボディに置き換えられます。次のプロパティがありま
す。
• ancestors  — 親ユーザノードのリスト。
• url  — アクセスされた URL エンドポイント。
• userRoleId  — このプロファイルに添付される売上予測ユーザのロールの一意の識別子。

Forecasting Manager

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。
• territory2Id  — このプロファイルに添付されるテリトリーの一意の識別子。
• territory2Name  — このプロファイルに添付されるテリトリーの名前。

Forecasting Manager Ancestors

このレスポンスボディは、Forecasting Ancestors に置き換えられます。
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Forecasting My Forecasts

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。
• formattedLabel  — テリトリーベースの売上予測種別の場合、ユーザとテリトリーの複合表示ラベル。

ロールベースの売上予測種別の場合、ユーザの氏名。
• territory2Id  — テリトリーベースの売上予測種別の場合、このプロファイルに添付されるテリトリー

の一意の識別子。ロールベースの売上予測種別の場合、このプロパティは空白です。
• territory2Name  — テリトリーベースの売上予測種別の場合、このプロファイルに添付されるテリト

リーの名前。ロールベースの売上予測種別の場合、このプロパティは空白です。
• userId  — 売上予測ユーザの一意の識別子。
• userRoleId  — このプロファイルに添付される売上予測ユーザのロールの一意の識別子。

Forecasting My Forecasts 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。
• forecastManagerList  — テリトリーベースの売上予測種別の場合、コンテキストユーザが売上予測

マネージャであるテリトリーのリスト。ロールベースの売上予測種別の場合、ロール階層の売上予測マ
ネージャであるコンテキストユーザ。

• representativeList  — テリトリーベースの売上予測種別の場合、コンテキストユーザが割り当てら
れていて売上予測マネージャが存在しないテリトリーのリスト。ロールベースの売上予測種別の場合、
ロール階層に含まれ、売上予測マネージャではないコンテキストユーザ。

• sharedList  — 売上予測をコンテキストユーザと共有しているユーザのリスト。テリトリーベースの
売上予測種別では null。

• url  — アクセスされた URL エンドポイント。
• viewAllForecastsList  — テリトリーベースの売上予測種別の場合、テリトリー階層の最上位にある

テリトリーとその対応する売上予測マネージャのリスト。ロールベースの売上予測種別の場合、ロール
階層の最上位にあるユーザのリスト。

Forecasting User

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。
• displayLabel  — 売上予測ページのユーザのドロップダウンメニューに含まれるエントリの表示ラベ

ル。
• territoryId  — 売上予測ページのユーザのドロップダウンメニューに含まれるテリトリーのID。
• territoryName  — 売上予測ページのユーザのドロップダウンメニューに含まれるエントリーの名前。

フォルダ
Folder Share Link

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。
• folderViewUrl  — フォルダを参照可能な URL。この値は、フォルダ共有リンクとも呼ばれます。

リスト共有
List Share

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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• groupId  — リストが共有されているグループまたはロールの ID。
• label  — グループまたはロールの表示ラベル。

List Share Category

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。
• imageColor  — 受信者の画像の色。
• imageUrl  — 受信者の画像の URL。
• shareLabel  — 共有のこのカテゴリで UI に表示する翻訳済み表示ラベル。
• shareType  — リストビューが共有されているグループの種別。
• shares  — 共有グループの構造のリスト。
• shareListComplete  — 共有リストに見つかったすべての結果を含めるか (true)、否か (false) を示し

ます。
List Share 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。
• availableListShares  — リストを共有できる共有カテゴリ。
• currentListShares  — リストが共有されている共有カテゴリ。

List Current Share 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。
• currentListShares  — リストが現在共有されている共有カテゴリのリスト。

ライブメッセージ
Live Message Channel

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。
• developerName  — チャネルの一意の開発者名。
• id  — メッセージチャネルが組織に追加された場合のメッセージチャネルの ID。
• IsActive  — チャネルが有効か (true)、否か (false) を示します。
• masterLabel  — チャネルのわかりやすい名前。
• messageType  — チャネルの種別。
• messagingPlatformKey  — チャネルのわかりやすい名前。

Live Message Channels

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。
• channels  — ライブメッセージチャネル。
• cursor  — ライブメッセージページカーソル。

管理トピック
Managed Topic Collection

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。
• 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。
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次善アクション (パイロット)

Next Best Action Flow Action

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。
• id  — 提案の ID。
• name  — 提案の名前。
• parameters  — アクションに渡すパラメータのリスト。
• type  — アクションの種別。

Next Best Action Parameter

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。
• name  — パラメータの名前。
• type  — パラメータの種別。
• value  — パラメータの値。

Next Best Action Proposition Recommendation

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。
• id  — 提案の ID。
• name  — 提案の名前。
• type  — 対象の種別。
• url  — 提案の URL。

Next Best Action Recommendation

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。
• acceptanceLabel  — おすすめのユーザ受け入れを示すテキスト。
• actionReference  — 実行するアクションの参照。たとえば、フローの起動。
• description  — おすすめの説明。
• id  — おすすめのエンティティの ID。
• imageUrl  — 表示するアセットファイルへの URL。
• name  — おすすめのエンティティの名前。
• rejectionLabel  — おすすめのユーザ拒否を示すテキスト。
• target  — アクションを実行する対象。
• targetAction  — おすすめのアクション。
• url  — おすすめのエンティティの URL。

Next Best Action Recommendation Proposition

このレスポンスボディは削除されました。
Proposition

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。
• acceptanceLabel  — おすすめのユーザ受け入れを示すテキスト。
• image  — 表示する画像。
• rejectionLabel  — おすすめのユーザ拒否を示すテキスト。
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ソーシャルエンゲージメント
Managed Social Account

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• defaultResponseAccountId  — このアカウントに送信された投稿に返信するときに使用するデフォル

トの応答アカウント。
• displayName  — ソーシャルネットワークでのこのアカウントの実名 (実名が使用できない場合はユー

ザ名)。
• externalPictureUrl  — アカウントのアバター画像への URL。
• id  — この管理ソーシャルアカウントの内部 SFDC ID。
• label  — ソーシャルアカウントの表示ラベル。
• profileUrl  — アカウントのプロファイルへの URL。
• socialNetwork  — このアカウントが属するソーシャルネットワーク。
• uniqueName  — 同じ名前のファンページを区別するために使用される一意の名前。ファンページのユー

ザ名のように機能します。
• username  — ソーシャルネットワークでのこのアカウントの一意のユーザ名またはハンドル。

Managed Social Accounts

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。
• managedSocialAccounts  — 組織内にあり、ユーザに割り当てられている管理ソーシャルアカウント

のリスト。
Managed Social Account Setup

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。
• authorizedByUsername  — ファンページで認証された名前を表示するために使用されるユーザによっ

て認証された名前。
• defaultResponseAccountId  — このアカウントに送信された投稿に返信するときに使用するデフォル

トの応答アカウント。
• displayName  — ソーシャルネットワークでのこのアカウントの実名 (実名が使用できない場合はユー

ザ名)。
• externalPictureUrl  — アカウントのアバター画像への URL。
• id  — この管理ソーシャルアカウントの内部 SFDC ID。
• IsActive  — アカウントが有効とみなされるか (true)、否か (false) を示します。
• isAuthenticated  — アカウントが認証されたか (true)、再認証が必要か (false) を示します。
• label  — ソーシャルアカウントの表示ラベル。
• managedAccountId  — サードパーティシステム (Social Studio など) 内でのこのアカウントの ID。
• parentProviderUserId  — 管理ソーシャルアカウントがファンページ (Facebook ファンページなど) で

ある場合のソーシャルネットワーク上のユーザのユーザ ID。
• profileUrl  — アカウントのプロファイルへの URL。
• providerUserId  — 管理ソーシャルアカウントがファンページである場合のソーシャルネットワーク

上のユーザのユーザ ID またはページのページ ID。
• socialNetwork  — このアカウントが属するソーシャルネットワーク。
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• status  — この管理ソーシャルアカウントの状況。
• uniqueName  — 同じ名前のファンページを区別するために使用される一意の名前。ファンページのユー

ザ名のように機能します。
• username  — ソーシャルネットワークでのこのアカウントの一意のユーザ名またはハンドル。

Managed Social Accounts Setup

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。
• managedSocialAccounts  — 管理ソーシャルアカウント設定エンティティのリスト。

Managed Social Account Setup Authentication

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• oauthJWT  — JSON Web トークン (JWT)。OAuth URL に POST するときには、この JWT がフォーム項目

(tokenString) 内にある必要があります。このトークンは 60 秒ごとに有効期限が切れるため、オンデ
マンドで取得します。

• oauthUrl  — OAuth URL。OAuth プロセスを開始するには、この URL に POST します。POST 要求に対する応
答は HTML ページです。

Social Customer Service Configuration

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。
• inboundApexHandlerId  — 受信ソーシャルデータを処理する Apex クラスの ID。
• isInboundParentPostEnabled  — ソーシャル投稿の親をこの組織に送信する必要があるかどうかを

示します。
• isPackageInstalled  — この組織にソーシャルカスタマーサービスパッケージがインストールされて

いるかどうかを示します。
• isSocialPublishingApprovalEnabled  — ソーシャル投稿を公開する前に承認が必要なエージェン

トがいるかどうかを示します。
• isTenantConnectionValid  — テナント接続が有効かどうかを示します。この値は、Social Studio に接

続できる場合は true、Social Studio に対して setupTenantUrl応答パラメータを使用して再認証が必要
な場合は false です。

• managedSocialAccountCount  — この組織が現在持っているソーシャルアカウントの数。
• managedSocialAccountLimit  — この組織が持つことができるソーシャルアカウントの最大数。
• runAsUserId  — コンテキストユーザの ID。
• setupTenantUrl  — ユーザのブラウザを転送してテナントを認証するために使用されるテナント設定

URL。
• tenantType  — この組織のテナントの種別 (Starter など)。テナントが設定されていない場合は null です。

Terms of Service

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。
• acceptingUserId  — サービス利用規約に同意したユーザの ID。同意していない場合は、null を指定

します。
• termsOfServiceUrl  — サービス利用規約ページの URL。
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ユーザ
User Detail

パフォーマンス上の理由により、このレスポンスボディでは stampsプロパティが返されなくなりました。
バージョン 44.0 以降でユーザのスタンプを取得するには、SOQL を使用します。

User Summary

パフォーマンス上の理由により、このレスポンスボディでは stampsプロパティが返されなくなりました。
バージョン 44.0 以降でユーザのスタンプを取得するには、SOQL を使用します。

レポートおよびダッシュボード REST API
Analytics 通知 (/analytics/notifications/notification_ID)、ダッシュボード
(/analytics/dashboards/)、レポートタイプ (/analytics/report-types/) のリソースに新規プロパティ
が追加されました。
これらの変更についての詳細は、『Reports and Dashboards REST API Developer Guide (Salesforce レポートおよびダッ
シュボード REST API 開発者ガイド)』を参照してください。

変更されたリソース
Analytics 通知 (/analytics/notifications/notification_ID)

/analytics/notifications/notification_ID リソースに新規プロパティが追加されました。

説明型プロパティ

受信者種別。API バージョン 44.0 の場合、type は常に
user です。
API バージョン 44.0 以降で利用できます。

文字列type

ダッシュボード (/analytics/dashboards/)

/analytics/dashboards/dashboard_ID/describe/ リソースに新規プロパティが追加されました。

説明型プロパティ

ダッシュボードの総計値、グラフ、テーブルに含まれ
る小数部の桁数 (0 ～ 5)。-1 または null の場合、Salesforce

によって小数部の桁数が自動的に設定されます。

IntegerdecimalPrecision

レポート (/analytics/reports/)

/analytics/reports/report_ID/describe リソースに新規プロパティが追加されました。

説明型プロパティ

レポートタイプに基づいて、レポートに結合レポート
との互換性があるか (true)、否か (false) を示します。

BooleansupportsJoinedFormat
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レポートタイプ (/analytics/report-types/)

/analytics/report-types/ リソースに次の新規プロパティが追加されました。

説明型プロパティ

省略可能。レポートタイプの説明。文字列description

レポートタイプに結合レポートとの互換性があるか
(true)、否か (false) を示します。

BooleansupportsJoinedFormat

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
用するのと同じ 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 を構築できます。ユーザが希望するユーザインターフェースのスペースの量を選択できるように
なりました。

このセクションの内容:

ユーザインターフェースの密度の変更
ユーザが希望するユーザインターフェースのスペースの量を選択できるようにします。
ユーザインターフェース API のその他の変更
ユーザインターフェース API にも小さな、ただし重要な変更が加えられました。

ユーザインターフェースの密度の変更
ユーザが希望するユーザインターフェースのスペースの量を選択できるようにします。
対象: この設定は、/ui-api/themes/active への GET 要求から返されるテーマ表現の density プロパティ
で指定されます。
• ViewOne  — ユーザインターフェース要素のページ内の密度が低く、要素間のスペースが広くなっていま

す。Lightning Experience では、この設定は [カンファタブル] と呼ばれます。
• ViewTwo  — ユーザインターフェース要素のページ内の密度が高く、要素間のスペースが最も狭くなってい

ます。Lightning Experience では、この設定は [コンパクト] と呼ばれます。

関連トピック:

表示密度設定を使用したビューの変更

ユーザインターフェース API のその他の変更
ユーザインターフェース API にも小さな、ただし重要な変更が加えられました。
Navigation Item レスポンスボディへのオブジェクトの表示ラベルの追加

Navigation Item レスポンスボディに、次のプロパティが追加されました。
• objectLabel  — ナビゲーション項目に対応するオブジェクトの表示ラベル (単数形)。
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• objectLabelPlural  — ナビゲーション項目に対応するオブジェクトの表示ラベル (複数形)。
レコードで使用可能なシステム情報とユーザ情報

レコード表現に次のプロパティが追加されました。
• lastModifiedById  — このレコードを最後に更新したユーザの ID。
• lastModifiedDate  — ユーザがこのレコードを最後に変更した日時。日時情報は ISO 8601 形式です。
• systemModstamp  — このレコードがユーザまたは自動化されたプロセス (トリガなど) によって最後に

更新された日時。日時情報は ISO 8601 形式です。
Record Collection レスポンスへのページトークンの追加

/ui-api/records/${recordId}/child-relationships/${relationshipName}リソースで pageToken

クエリパラメータがサポートされるようになりました。
Record Collection レスポンスボディに、次のプロパティが追加されました。
• currentPageToken  — 現在のページを識別するトークン。
• 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。
• 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。

Lightning クイックアクションおよび Salesforce Classic パブリッシャーの JavaScript
API
lightning:quickActionAPIコンポーネントの新しいメソッドを使用して、ページおよびアクションの項目
で使用可能なアクションを取得します。カスタムコンポーネントでこのコンポーネントを使用して、ページの
クイックアクションとやりとりします。このコンポーネントは、Lightning クイックアクション JavaScript API の
メソッドをコールして、Salesforce Classic パブリッシャー JavaScript API (ケースフィードパブリッシャー API とも呼
ばれる) と類似の機能を提供します。
対象:この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
方法: 次のメソッドが新規追加されました。
• getAvailableActions  — レコードページで使用可能なアクションのリストを取得します。
• getAvailableActionFields  — レコードページの特定のアクションで使用可能な項目のリストを取得し

ます。

関連トピック:

パブリッシャーおよびクイックアクション開発者ガイド (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 コンソール API
より多くの Salesforce コンソールインテグレーションツールキット JavaScript API を Lightning コンソール JavaScript

API で使用できます。コンソール URL を生成して開き、ナビゲーション項目を特定の ID に設定します。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の
Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
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方法: API バージョン 44.0 では、次のメソッドが新規追加されました。
setSelectedNavigationItem()

ナビゲーション項目を設定します。
generateConsoleUrl()

ワークスペースタブおよびそのサブタブへの URL を生成します。
openConsoleUrl()

generateConsoleUrl() で生成された URL を開きます。

Open CTI API
ユーザがケースレコードを作成し、その新規ケースが同じタブで表示されたときに、onNavigationChange()

メソッドが呼び出されるようになりました。Lightning Experience でソフトフォンサイズを設定するメソッドの最
大値が増加しました。

onNavigationChange()

このメソッドは、コンソールタブが更新されたときにも毎回呼び出されるようになりました。以前は、
onNavigationChange()メソッドを呼び出すには、ユーザが別のタブをクリックしてから元のタブを再度ク
リックする必要がありました。たとえば、コンソールで新規ケースを作成する場合、ケースを保存したときに
そのタブが更新されます。以前は、新規ケースではこのメソッドが呼び出されませんでした。この更新では、
そのタブでケースが読み込まれたときにメソッドが呼び出されます。これにより、CTI プロバイダは新規作成
されたケースレコードに対して活動を記録できます。

setSoftphonePanelHeight()

最大値が 2560 ピクセルに増加しました。

setSoftphonePanelWidth()

最大値が 1920 ピクセルに増加しました。
詳細は、『Open CTI 開発者ガイド』を参照してください。

カスタムメタデータ型: 数式パラメータの保存による更新の統合、
Apex 内のメモリでのレコードの編集
ハードコード化を回避して簡単に更新できるように、数式項目でカスタムメタデータ型のレコードを参照しま
す。簡単にテストできるように、Apex 内のメモリでカスタムメタデータ型レコードを作成および編集します。

このセクションの内容:

高度な数式項目でのカスタムメタデータ型の参照
カスタムメタデータ型を作成し、そのレコードを高度な数式項目で参照します。数式のパラメータをカス
タムメタデータ型に保存します。変更が必要な場合、複数のハードコード化された数式を変更する代わり
に、カスタムメタデータ型で変更できます。
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Apex でのカスタムメタデータ型のインスタンス化
Apex 内のメモリで、カスタムメタデータレコードを編集できるようになりました。以前は、Apex の SOQL で
照会されたカスタムメタデータレコードは不変でした。監査項目 (CreatedDate、CreatedBy、
LastModifiedDate、LastModifiedBy、SystemModStamp) および計算済み項目は引き続き編集不可で
す。Apex、パートナー API、またはエンタープライズ API では、カスタムメタデータに対して DML 操作を実
行できません。DML 操作は Apex メタデータ API でのみ行うことができます。

高度な数式項目でのカスタムメタデータ型の参照
カスタムメタデータ型を作成し、そのレコードを高度な数式項目で参照します。数式のパラメータをカスタム
メタデータ型に保存します。変更が必要な場合、複数のハードコード化された数式を変更する代わりに、カス
タムメタデータ型で変更できます。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition、
Database.com Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。Professional Edition 組織では、イ
ンストール済みパッケージの型でのみカスタムメタデータレコードを作成、編集、および削除できます。
理由: 車輪サイズに関連するいくつかの数式があるとします。一部の数式は車輪の外周サイズが正確であるこ
とを確認する計算を実行し、他の数式は車のドライブトレインの計算を実行します。特定のブランドの車輪サ
イズが変更された場合、個々の数式を変更する代わりに、カスタムメタデータ型を更新できます。

Apex でのカスタムメタデータ型のインスタンス化
Apex 内のメモリで、カスタムメタデータレコードを編集できるようになりました。以前は、Apex の SOQL で照
会されたカスタムメタデータレコードは不変でした。監査項目 (CreatedDate、CreatedBy、
LastModifiedDate、LastModifiedBy、SystemModStamp) および計算済み項目は引き続き編集不可です。
Apex、パートナー API、またはエンタープライズ API では、カスタムメタデータに対して DML 操作を実行できま
せん。DML 操作は Apex メタデータ API でのみ行うことができます。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition、お
よび Database.com Edition に適用されます。Professional Edition 組織では、インストール済みパッケージの型でのみ
カスタムメタデータレコードを作成、編集、および削除できます。
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方法: この例では、最初のメソッドはカスタムメタデータレコードをインスタンス化していますが、レコード
はメモリ内に挿入されていません。2 番目のメソッドはレコードを取得して変更し、コール元に返しますが、
変更はデータベースで更新されません。
public class CustomMetadataService {

public CustomMetadataService() {}

/**
* This method instantiates a custom metadata record of type MyCustomMetadataType__mdt

* and sets the DeveloperName to the input String.
* Note that the record is not inserted into the database,
* and would not be found by a SOQL query.
*/
public MyCustomMetadataType__mdt getCustomMetadataRecord(String myName) {

MyCustomMetadataType__mdt theRecord = new MyCustomMetadataType__mdt();
theRecord.DeveloperName = myName;
return theRecord;

}

/**
* This method retrieves a custom metadata record, changes a field, and returns it
* to the caller. Note that the changed record is not updated in the database.
*/
public MyCustomMetadataType__mdt getChangedCustomMetadataRecord(String myNewName) {

MyCustomMetadataType__mdt theRecord = [SELECT Id, DeveloperName from
MyCustomMetadataType__mdt LIMIT 1];

theRecord.DeveloperName = myNewName;
return theRecord;

}

}

関連トピック:

Apex 開発者ガイド

VS Code 向け Salesforce 拡張機能: 任意の組織での開発およびライブ
デバッグシミュレーション、新しい Apex テストビュー
毎週のリリースに加えられた変更のほかに、VS Code v44 向け Salesforce 拡張機能にはいくつかの重要な機能強化
が含まれます。Replay Debugger を使用して任意の組織でライブデバッグセッションをシミュレーションします。
Sandbox と本番組織に接続し、ソースを取得してリリースします。新しい Apes テストビューを探索します。こ
れらの機能は 2018 年 10 月 13 日の VS Code v44 向け Salesforce 拡張機能のリリース時に使用できるようになり、一
部の機能はまもなく使用できるようになります。
VS Code 向け Salesforce 拡張機能の使用を開始する方法については、Visual Studio Code マーケットプレイスで「Salesforce

Extensions for VS Code (VS Code 向け Salesforce 拡張機能)」のドキュメントを参照してください。Salesforce が公開し
ているすべての VS Code 拡張機能を参照するには、Visual Studio Code マーケットプレイスの公開者ページを参照
してください。
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毎週のリリースに加えられた機能強化についての詳細は、VS Code 向け Salesforce 拡張機能の変更ログを参照し
てください。

このセクションの内容:

Visual Studio Code での任意の組織に対する開発 (ベータ)

任意の組織に接続し、Visual Studio Code からソースを取得してリリースします。以前は、VS Code 向け Salesforce

拡張機能はスクラッチ組織でのみ使用できました。VS Code 向け Salesforce 拡張機能は、コードを使用して
Salesforce をカスタマイズするための主要開発環境です。任意の組織への接続および開発機能を使用すると、
スクラッチ組織以外で作業している場合でも、Visual Studio Code の使用を開始できます。
Apex Replay Debugger を使用してすべての組織を無料でデバッグ (正式リリース)

Apex Replay Debugger は、トランザクション内のすべての操作を記録するデバッグログを使用してライブデ
バッグセッションをシミュレーションします。数千ものログ行全体を手動で解析する必要は無くなりまし
た。代わりに、Apex Replay Debugger が対話型デバッガと同様に、記録された情報を表示し、これにより、
Apex コードをデバッグできます。このリリースでは、変数に関してデバッグログよりも多くの情報を提供
するチェックポイントを追加しました。
Visual Studio Code での Apex テストの探索
Visual Studio Code 内でテスト結果を一目で確認し、そのテスト結果からテストコードに移動します。Apex テ
ストが失敗した場合、失敗した assert ステートメントが含まれる行にテスト結果から直接移動できます。
Apex テストが成功し、テスト内容を確認する必要がある場合、テストのメソッド定義に移動できます。ま
た、テストクラスに含まれるテストメソッドをテストサイドバーから確認することもできます。

Visual Studio Code での任意の組織に対する開発 (ベータ)
任意の組織に接続し、Visual Studio Code からソースを取得してリリースします。以前は、VS Code 向け Salesforce

拡張機能はスクラッチ組織でのみ使用できました。VS Code 向け Salesforce 拡張機能は、コードを使用して Salesforce

をカスタマイズするための主要開発環境です。任意の組織への接続および開発機能を使用すると、スクラッチ
組織以外で作業している場合でも、Visual Studio Code の使用を開始できます。
対象: この機能は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Database.com Edition の 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: ソースが追跡されない組織で VS Code を使用する機能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。自身の独自の決
定権でこの機能を使用し、現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて購入をご決定くだ
さい。Salesforce 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しません。また、い
かなる時点でもこの機能を終了できるものとします。この機能は、評価目的のみで、本番での使用を目
的にしたものではありません。この機能は、そのままの状態で提供され、サポートされておらず、ここ
から生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任も負いません。す
べての制約、Salesforce の権利の保留、本サービスに関する義務、および関連する Salesforce 以外のアプリ
ケーションならびにコンテンツの条件は、この機能の使用に等しく適用されます。この機能に関する
フィードバックや提案は、GitHub の salesforcedx-vscode リポジトリの「Issues (問題)」セクションに投稿して
ください。
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時期: 2018 年 10 月 13 日の VS Code v44 向け Salesforce 拡張機能のリリース時にこの機能が使用可能になり、ドキュ
メントが提供されることが予想されます。VS Code 向け Salesforce 拡張機能の変更ログで最新情報を見逃さない
でください。
方法: Visual Studio Code コマンドパレットにアクセスするには、Cmd+Shift+P キー (macOS) または Ctrl+Shift+P キー
(Windows または Linux) を押します。次に、必要に応じて次のコマンドを実行します
• 組織にログインし、その組織をプロジェクトのデフォルト組織として設定するには、「SFDX: Authorize

an Org」 を実行します。
• マニフェスト (package.xml ファイルを含む) を使用してプロジェクトを生成し、ソース追跡のない組織

(スクラッチ組織ではない組織) に対して開発を行うには、「SFDX: Create Project with Manifest」
を実行します。

ソース追跡のない組織から (スクラッチ組織ではない組織から) ソースを取得するには、Visual Studio Code エクス
プローラでマニフェスト、ソースファイル、またはディレクトリを右クリックします。[SFDX: Retrieve Source

from Org (SFDX: 組織からソースを取得)] を選択します。または、エディタで開いているファイルを右クリック
し、[SFDX: Retrieve This Source from Org (SFDX: 組織からこのソースを取得)] を選択します。

重要: 組織からソースを取得すると、ソースファイルのローカルバージョンが上書きされます。

ソース追跡のない組織に (スクラッチ組織ではない組織に) ソースをリリースするには、Visual Studio Code エクス
プローラでマニフェスト、ソースファイル、またはディレクトリを右クリックします。[SFDX: Deploy Source to

Org (SFDX: 組織にソースをリリース)]を選択します。または、エディタで開いているファイルを右クリックし、
[SFDX: Deploy This Source to Org (SFDX: 組織にこのソースをリリース)] を選択します。

重要: 組織にソースをリリースすると、組織のメタデータがソースファイルのローカルバージョンで上書
きされます。

プロジェクトおよびソースが追跡されない組織からソースを削除するには、Visual Studio Code エクスプローラで
マニフェスト、ソースファイル、またはディレクトリを右クリックします。[SFDX: Delete from Project and Org

(SFDX: プロジェクトおよび組織からソースを削除)] を選択します。または、エディタで開いているファイルを
右クリックし、[SFDX: Delete This from Project and Org (SFDX: プロジェクトおよび組織からこれを削除)] を選択し
ます。

関連トピック:

GitHub の salesforcedx-vscode の問題: Support for Change Set Based Development (変更セットに基づくリリースのサ
ポート)

Apex Replay Debugger を使用してすべての組織を無料でデバッグ (正式リリー
ス)
Apex Replay Debugger は、トランザクション内のすべての操作を記録するデバッグログを使用してライブデバッ
グセッションをシミュレーションします。数千ものログ行全体を手動で解析する必要は無くなりました。代わ
りに、Apex Replay Debugger が対話型デバッガと同様に、記録された情報を表示し、これにより、Apex コードを
デバッグできます。このリリースでは、変数に関してデバッグログよりも多くの情報を提供するチェックポイ
ントを追加しました。
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対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition、および Database.com

Edition の 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。
時期: Apex Replay Debugger は 2018 年 10 月 13 日の VS Code v44 向け Salesforce 拡張機能のリリース時に正式リリース
され、Summer '18 でリリースされたベータバージョンを置き換えます。
対象ユーザ: デバッグログの参照、保持、削除、およびチェックポイントの設定を行うには、「すべてのデー
タの参照」ユーザ権限が必要です。
理由: Salesforce の対話型デバッガである Apex デバッガは Sandbox およびスクラッチ組織のみをデバッグします。
ただし、組織のソースコードとデバッグログがあれば、本番組織を含むあらゆる組織で Apex Replay Debugger を
使用できます。Apex Replay Debugger は無料なだけではありません。これはオープンソースです!

VS Code v44 向け Salesforce 拡張機能では、チェックポイントを 5 つまで設定し、コードの行の実行時にヒープダ
ンプを取得できます。すべてのローカル変数、静的変数、トリガコンテキスト変数にチェックポイントでの役
に立つ情報が含まれます。トリガコンテキスト変数はログに存在せず、チェックポイントの場所でのみ使用で
きます。
方法: Visual Studio Code では、チェックポイントは 1 種のブレークポイントです。チェックポイントを設定して
アップロードした後、Apex Replay Debugger セッションを開始します。チェックポイントをアップロードしてか
らすぐにセッションを開始してください。チェックポイントは 30 分後に期限切れになります。
1. Apex クラスまたはトリガの最大 5 つの行にチェックポイントを設定します。

a. チェックポイントを設定するコードの行をクリックします。
b. コマンドパレットを開きます (macOS では Cmd+Shift+P キー、Windows または Linux では Ctrl+Shift+P キーを

押します)。
c. 「SFDX: Toggle Checkpoint」を実行します。
または、行番号の左側の余白を右クリックし、[Add Conditional Breakpoint (条件付きブレークポイントを追
加)] > [Expression (式)] を選択し、式を 「Checkpoint (チェックポイント)」 に設定します。
また、既存のブレークポイントをチェックポイントに変換するには、ブレークポイントを右クリックし、
[Edit Breakpoint (ブレークポイントを編集)] > [Expression (式)]を選択します。式を 「Checkpoint (チェック
ポイント)」 に設定します。

2. チェックポイントを組織にアップロードしてヒープダンプ情報を収集できるようにするには、コマンドパ
レットを開き、「SFDX: Update Checkpoints in Org」 を実行します。

3. Apex Replay Debugger セッションを設定し、デバッグするコードを実行して、コードをデバッグします。詳細
は、「Apex Replay Debugger for Visual Studio Code (Visual Studio Code の Apex Replay Debugger)」のドキュメントを参
照してください。

デバッグセッション中にコードをステップごとに実行すると、Apex Replay Debugger は、ヒープダンプを利用で
きる行のヒープダンプから変数に関する詳細を提供します。セッションを開始してからすぐにコードをデバッ
グしてください。ヒープダンプは、生成されてから約 1 日後に期限切れになります。
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このデバッガは自分の組織でのみ使用できます。ISV カスタマーデバッグは Apex Replay Debugger では使用できま
せん。顧客の組織をデバッグするには、ISV カスタマーデバッガを使用してください。

関連トピック:

Salesforce CLI の進化
Apex 開発者ガイド: トリガコンテキスト変数

Visual Studio Code での Apex テストの探索
Visual Studio Code 内でテスト結果を一目で確認し、そのテスト結果からテストコードに移動します。Apex テスト
が失敗した場合、失敗した assert ステートメントが含まれる行にテスト結果から直接移動できます。Apex テス
トが成功し、テスト内容を確認する必要がある場合、テストのメソッド定義に移動できます。また、テストク
ラスに含まれるテストメソッドをテストサイドバーから確認することもできます。
対象: この機能は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Database.com Edition の 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。
時期: 2018 年 10 月 13 日の VS Code v44 向け Salesforce 拡張機能のリリース時またはこれ以前に、この機能が使用可
能になる (およびドキュメントが提供される) ことが予想されます。VS Code 向け Salesforce 拡張機能の変更ログ
で最新情報を見逃さないでください。
理由: Apex テストを確認して実行し (1)、テスト名から、コードの対応する行に移動します (2)。
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Salesforce CLI の進化
Salesforce コマンドラインインターフェース (CLI) は、Salesforce DX 開発モデルをサポートする機能やコマンドが追
加され、進化し続けています。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 10 月 13 日に Salesforce CLI v44 がリリースされた時点
で使用できます。
対象: この変更は、すべてのエディションの 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 CLI の変更は定期的にリリースされます。CLI のバージョン 44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。これらのコマンドおよびパラメータは、バージョン 44、またはバージョ
ン 43 の週次更新で変更されています。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 44 を参照してください。
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CLI のプレリリースバージョンのアンインストール
CLI のプレリリースバージョン 44 をインストールした場合は、アンインストールして update コマンドを実行
します。
sfdx plugins:uninstall salesforcedx

sfdx update

新しいコマンド
この新しいコマンドは Salesforce CLI v44 で使用できます。
force:source:delete  (ベータ)

ソースが追跡されない組織 (Sandbox など) とローカルプロジェクトからメタデータを削除します。ローカル
パスまたは個々のメタデータコンポーネントのカンマ区切りリストを指定できます。

force:source:deploy  (ベータ)

ソースが追跡されない組織に、プロジェクトからソースをリリースします。スクラッチ組織 (ソースが追跡
される組織) 用の force:source:push コマンドとは異なり、リリースする特定のメタデータセットを指
定します。このコマンドは組織内の対応するすべてのメタデータを、リリースされたローカルファイルで
上書きします。

force:source:retrieve  (ベータ)

ソースが追跡されない組織からプロジェクトにソースを取得します。スクラッチ組織 (ソースが追跡される
組織) 用の force:source:pull コマンドとは異なり、force:source:retrieve では、取得する特定の
メタデータセットを指定します。このコマンドはすべてのローカルファイルを、組織から取得したメタデー
タで上書きします。

メモ: ソースが追跡されない組織のコマンド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。自身の独自の決定権でこの機
能を使用し、現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて購入をご決定ください。Salesforce

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しません。また、いかなる時点で
もこの機能を終了できるものとします。この機能は、評価目的のみで、本番での使用を目的にしたもの
ではありません。この機能は、そのままの状態で提供され、サポートされておらず、ここから生じる、
またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任も負いません。すべての制約、
Salesforce の権利の保留、本サービスに関する義務、および関連する Salesforce 以外のアプリケーションなら
びにコンテンツの条件は、この機能の使用に等しく適用されます。ソースが追跡されない組織のコマン
ドに関するフィードバックや提案は、Trailblazer Community の「Salesforce DX」グループに投稿してください。

スクラッチ組織スナップショットのコマンドは、招待によるパイロットの一環として 2018 年 10 月下旬から使
用できます。
force:org:snapshot:create  (パイロット)

スクラッチ組織を作成するベースとして使用する、既存のスクラッチ組織のスナップショットを作成しま
す。スナップショットには、スナップショット作成時のスクラッチ組織の状態が反映され、スクラッチ組
織の形状情報 (エディション、機能、ライセンス)、インストール済みパッケージ、メタデータ、テストデー
タが含まれます。
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force:org:snapshot:delete  (パイロット)

スナップショットを削除します。
force:org:snapshot:get  (パイロット)

指定したスナップショットの情報を返します。
force:org:snapshot:list  (パイロット)

Dev Hub に関連付けられたすべてのスナップショットを一覧表示します。

メモ: スクラッチ組織スナップショットは、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。スクラッチ
組織スナップショットは、Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で正式リリースを
発表しない限り、正式リリースされません。特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証
できません。正式リリースされた製品および機能に基づいてのみ購入をご決定ください。組織でこの機
能の有効化することについては、Salesforce にお問い合わせください。

変更されたコマンド
次のコマンドの機能が Salesforce CLI v44 で変更されました。
force:mdapi:convert

このコマンドは、メタデータ API 形式をソースの形式に変更するときに二重引用符をエスケープします。
force:package:install、force:package:uninstall

パッケージバージョンの別名を使用してこれらのコマンドを実行する場合、Salesforce DX プロジェクトフォ
ルダ内からコマンドを実行する必要があります。パッケージバージョン ID (04t から始まる) を指定した場
合、DX プロジェクトの外部からコマンドを実行できます。

force:package:version:list

出力には、パッケージバージョンがインストールキーで保護されているかどうかを示す新しい列が含まれ
ます。

force:source:push

リリースエラーにプロジェクトのパスが示されます。
force:source:pull

メタデータ名に特殊文字 (スラッシュ、バックスラッシュ、引用符など) が含まれている場合、すべてのオ
ペレーティングシステムでローカルファイルシステム上のファイル名をエンコードします。たとえば、
Custom: Marketing Profileというカスタムプロファイルを取得する場合、結果のファイル名ではコロ
ンがエンコードされます。
Custom%3A Marketing Profile.profile-meta.xml

.forceignore で特殊文字を使用するファイル名を参照する場合は、エンコードされたファイル名を使用
してください。

別名の代わりにパッケージバージョン ID を使用する場合、すべての force:package:version コマンドで、
04t (登録者パッケージバージョン) ID と 05i (パッケージバージョン) ID の組み合わせの代わりに、04t パッケージ
ID を使用できるようになりました。ただし、すべての force:packageコマンドと sfdx-project.jsonファ
イルでは、別名を使用することを強くお勧めします。
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• 出力には、package:version:create、package:version:update、package:version:list、
package:version:report の 04t ID のみが表示されます。

• package:version:update、package:version:promote、または package:version:report を実行
する場合、04t ID または 05i ID を使用できます。

• sfdx-project.json ファイルの上位 ID として、04t ID または 05i ID を使用できます。
• --verbose パラメータを使用する場合、package:version:list と package:version:report の 05i

ID を表示できます。

新しいパラメータ
Salesforce CLI v44 では、このコマンドに新しいパラメータが含まれます。
force:project:create

--manifest | -x パラメータを使用すると、Apex、Visualforce、Lightning コンポーネント、および静的リ
ソースを取得するためのデフォルトのマニフェスト (package.xml) が生成されます。

変更されたパラメータ
Salesforce CLI v44 で、次のパラメータが変更されました。
force:package:create --path | -r

--path | -rパラメータは必須です。このパラメータは、末尾のスラッシュを無視します。たとえば、こ
の CLI は force-app と force-app/ の両方を同じように処理します。

force:package:version:update

いくつかのパラメータ名を変更し、force:package:version:createのパラメータと一致するようにし
ました。

現在のパラメータ以前のパラメータ

--versionname | -a--name | -n

--versiondescription | -e--description | -d

--package | -p--package2versionid | -i

Salesforce DX プロジェクトファイルのパッケージバージョン
sfdx-project.jsonファイルで連動パッケージを定義する場合、ビルド番号を使用してパッケージバージョ
ンを指定できます。以前は、LATEST キーワードをビルド番号として指定する必要がありました。
"dependencies": [

{
"package": "0Hoxxx",
"versionNumber": "1.1.0.3"

}
]
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新しい環境変数
通常、一部の CLI コマンドを実行すると、すべてのメタデータを含む一時ディレクトリが作成され、コマンド
が正常に完了したら削除されます。ただし、いくつかの理由から、これらのファイルを保持しておくと役に立
つことがあります。コマンド実行時に発生する問題をデバッグできます。後続のコマンドを作成するときに、
または関心のあるすべてのメタデータを含むマニフェストを作成する開始点として、生成された package.xml

を使用できます。
次のコマンドを実行するときに、指定したディレクトリパスにあるすべてのメタデータを保持するには、
SFDX_MDAPI_TEMP_DIR 環境変数を設定します。
• force:source:deploy

• force:source:retrieve

• force:source:delete

• force:source:push

• force:source:pull

• force:source:convert

• force:org:create  (スクラッチ組織定義に、組織設定ではなく、スクラッチ組織設定が含まれている場
合)

例:

SFDX_MDAPI_TEMP_DIR=/users/myName/myDXProject/metadata

関連トピック:

Salesforce CLI を使用したフローファイルの API バージョン 44.0 へのアップグレード

Sandbox: Full Sandbox のアセットファイル
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
Professional Edition

アセットファイルは Full Sandbox コピーに含まれているため、ブランド画像をテ
ストしたり、コミュニティのデザインを再現したりできます。

このセクションの内容:

Full Sandbox テストへのアセットファイルの追加
Sandbox で Lightning アプリケーションまたはコミュニティテンプレートをテス
トしますか? Full Sandbox でアセットファイルがサポートされるようになり、
ブランド画像のリリース方法を検証できるようになりました。アプリケー
ションでどのようにロゴが表示されるかを確認したり、コミュニティテンプレートでヘッダー画像やフッ
ター画像を検査したりできます。新しいロゴやその他の更新をロールアウトする前にブランド画像の変更
をテストします。
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Full Sandbox テストへのアセットファイルの追加
Sandbox で Lightning アプリケーションまたはコミュニティテンプレートをテストしますか? Full Sandbox でアセッ
トファイルがサポートされるようになり、ブランド画像のリリース方法を検証できるようになりました。アプ
リケーションでどのようにロゴが表示されるかを確認したり、コミュニティテンプレートでヘッダー画像や
フッター画像を検査したりできます。新しいロゴやその他の更新をロールアウトする前にブランド画像の変更
をテストします。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition の Lightning Experience お
よび Salesforce Classic に適用されます。
方法:アセットファイルは、デフォルトで Full Sandbox コピーに含まれます。Sandbox テンプレートで完全コピー
を実行する場合、テンプレートで[コンテンツ本文]を選択して、他のコンテンツエンティティと共にアセット
ファイルをコピーします。アセットファイルは、Partial Copy Sandbox、Developer Sandbox または Developer Pro Sandbox

では、サポートされていません。

Dev Hub: Developer Edition とトライアル組織で使用可能に
お客様のご要望により実現した機能です。スクラッチ組織と第二世代パッケージを試用するために、Dev Hub

をトライアル組織と Developer Edition 組織で使用できるようになりました。
対象: この変更は、Developer Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の 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。
時期: Winter '19 にアップグレードするときに、既存の組織で Dev Hub を有効にできます。2018 年 10 月 6 日から、
新しいトライアル組織と Developer Edition 組織で Dev Hub を有効にできます。
理由: 有効期間が 30 日の特別な Dev Hub トライアル組織にサインアップする必要がなくなりました。Developer

Edition 組織は、有効になっている間は期限切れになりません。トライアルまたは Developer Edition の Dev Hub で
は、1 日あたり最大 6 つのスクラッチ組織とパッケージバージョンを作成でき、有効なスクラッチ組織を 3 つ
まで設定できます。

メモ: トライアル組織は、有効期限日に期限切れになります。365 日間無効だった Developer Edition 組織は、
無効化されます。

Developer Edition またはトライアルの Dev Hub は次の練習をするために使用します。
• Salesforce CLI を使用する
• 開発およびテスト環境としてスクラッチ組織を作成する
• 第二世代パッケージバージョンを作成する
• スクラッチ組織を使用して継続的インテグレーションを設定する
次の理由から、先に進む場合は本番またはビジネス組織で Dev Hub を有効にします。
• スクラッチ組織とパッケージバージョンの日時制限が高く設定されている。
• 継続的インテグレーションジョブに、多数のスクラッチ組織が必要とされる可能性がある。
• パッケージバージョンが Dev Hub 組織に関連付けられている。トライアル組織または Developer Edition 組織の

期限が切れると、パッケージバージョンへのアクセス権を失います。
方法:

1. Dev Hub として使用する組織に、システム管理者としてログインします。
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2. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに「Dev Hub」と入力し、[Dev Hub] を選択します。
3. [Dev Hub] セクションで、[有効化] をクリックします。

メモ: 名前空間を定義した Developer Edition 組織で Dev Hub を有効化することはできません。Dev Hub が有効
化された Developer Edition 組織で名前空間を定義することはできません。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 組織の無効化

スクラッチ組織: 機能およびサポートされるメタデータ型の追加
一時的に使用し、簡単に再作成できるように設計されたスクラッチ組織は、専用かつ設定可能な Salesforce 環境
で、さまざまな目的のために素早く作成できます。スクラッチ組織は、自分の個人的な開発環境として使用で
きます。または、自動テストのためにヘッドレススクラッチ組織を作成することもできます。本番組織で Dev

Hub を有効にした場合、またはトライアル Dev Hub 組織がある場合に、スクラッチ組織を作成できます。
詳細は、『Salesforce DX 開発者ガイド』を参照してください。

このセクションの内容:

新機能を含むスクラッチ組織の設定
スクラッチ組織のより多くのアドオン機能が提供されています。
ソース追跡サポート用のメタデータカバー率レポートの確認
拡張ソース追跡 (ベータ) が終了しました。Dev Hub 設定ページに、拡張ソース追跡を有効にするオプション
は含まれなくなりました。スクラッチ組織のソース追跡を目的として、サポートされるメタデータを確認
するには、メタデータカバー率レポートを起動します。メタデータカバー率レポートは、複数チャネル間
のメタデータカバー率の究極の情報源です。このチャネルには、メタデータ API、スクラッチ組織のソース
追跡、ロック解除済みパッケージ、第二世代管理パッケージ、従来の管理パッケージが含まれます。
スクラッチ組織設定での設定オプションの追加
特定の組織設定でスクラッチ組織を作成したいと思ったのに、サポートされていないことに気付いたこと
はありませんか? スクラッチ組織設定では、任意のメタデータ API 設定を使用してスクラッチ組織を設定で
きます。

新機能を含むスクラッチ組織の設定
スクラッチ組織のより多くのアドオン機能が提供されています。
対象: この変更は、Developer Edition、Enterprise Edition、Group Edition、Professional Edition の 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。
対象ユーザ: 本番組織で Dev Hub を有効にした場合、Developer Edition 組織で Dev Hub を有効にした場合、または
トライアル Dev Hub 組織がある場合に、スクラッチ組織を作成できます。
方法: 機能をスクラッチ組織定義ファイルに追加します。
• ChatBot

• Entitlements
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• Interaction

• IOT

• Knowledge

• LiveAgent

• LiveMessage

• ProcessBuilder

• SiteForceContributor

• Workflow

サポートされる機能の完全なリストについては、「Scratch Org Configuration Values (スクラッチ組織の設定値)」を
参照してください。ApexMaxSize や MaxCustomLabels など、特定の機能では、必要に応じて制限を指定できます。

ソース追跡サポート用のメタデータカバー率レポートの確認
拡張ソース追跡 (ベータ) が終了しました。Dev Hub 設定ページに、拡張ソース追跡を有効にするオプションは
含まれなくなりました。スクラッチ組織のソース追跡を目的として、サポートされるメタデータを確認するに
は、メタデータカバー率レポートを起動します。メタデータカバー率レポートは、複数チャネル間のメタデー
タカバー率の究極の情報源です。このチャネルには、メタデータ API、スクラッチ組織のソース追跡、ロック
解除済みパッケージ、第二世代管理パッケージ、従来の管理パッケージが含まれます。
対象: この変更は、Developer Edition、Enterprise Edition、Group Edition、Professional Edition の 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。
対象ユーザ: 本番組織で Dev Hub を有効にした場合、Developer Edition 組織で Dev Hub を有効にした場合、または
トライアル Dev Hub 組織がある場合に、スクラッチ組織を作成できます。
方法: メタデータカバー率レポートにアクセスするには、https://developer.salesforce.com/docs/metadata-coverageに移
動します。

スクラッチ組織設定での設定オプションの追加
特定の組織設定でスクラッチ組織を作成したいと思ったのに、サポートされていないことに気付いたことはあ
りませんか? スクラッチ組織設定では、任意のメタデータ API 設定を使用してスクラッチ組織を設定できます。
対象: この変更は、Developer Edition、Enterprise Edition、Group Edition、Professional Edition の 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。
対象ユーザ: 本番組織で Dev Hub を有効にした場合、Developer Edition 組織で Dev Hub を有効にした場合、または
トライアル Dev Hub 組織がある場合に、スクラッチ組織を作成できます。
理由: スクラッチ組織設定は、スクラッチ組織の定義で組織設定を定義するための新しい形式です。あらゆる
メタデータ API 設定を使用できるため、この形式はスクラッチ組織を構成する最も包括的な方法です。メタデー
タ API でサポートされている設定は、スクラッチ組織でもサポートされます。設定を単に有効または無効にす
るのではなく、その設定のすべての項目の値を定義し、詳細に制御することができます。

重要:  Winter '19 では、スクラッチ組織定義ファイルでスクラッチ組織設定または組織設定のいずれかを指
定できますが、両方を指定することはできません。スクラッチ組織定義で、組織設定をスクラッチ組織
設定に変換することをお勧めします。スクラッチ組織設定には、組織設定としては現在使用できない設
定があります。組織設定のサポートは Spring '19 で終了する予定です。
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方法: スクラッチ組織定義ファイルで、orgPreferences を組織の settings に置き換えます。
次のスクラッチ組織定義は、組織設定を使用して設定されています。
{

"orgName": "Acme",
"edition": "Enterprise",
"features": ["Communities", "ServiceCloud", "Chatbot"],
"orgPreferences" : {

"enabled": ["NetworksEnabled", "S1DesktopEnabled", "S1EncryptedStoragePref2"]
}

}

同じスクラッチ組織定義をスクラッチ組織設定に変換すると、次のようになります。

重要: 『メタデータ API 開発者ガイド』では設定が大文字のキャメルケースになっていますが、スクラッ
チ組織定義では必ず小文字のキャメルケースで指定してください。

{
"orgName": "Acme",
"edition": "Enterprise",
"features": ["Communities", "ServiceCloud", "Chatbot"],
"settings": {

"orgPreferenceSettings": {
"networksEnabled": true,
"s1DesktopEnabled": true,
"s1EncryptedStoragePref2": false

},
"omniChannelSettings": {

"enableOmniChannel": true
},

"caseSettings": {
"systemUserEmail": "support@acme.com"

}
}

}

組織設定では、設定を有効または無効にすることしかできません。また、アクセス権があるのは、スクラッチ
組織で動作するように設計された設定のみです。スクラッチ組織設定では、組織設定として使用できなかった
omniChannelSettings や caseSettings を含め、すべてのメタデータ API 設定へのアクセス権があります。非常に強力
なのは、Boolean 型以外の項目を設定できるようになったという点です。メタデータ API 設定およびサポートさ
れる項目についての詳細は、『メタデータ API 開発者ガイド』の「設定」を参照してください。

関連トピック:

Salesforce DX 開発者ガイド: Scratch Org Definition Configuration (スクラッチ組織定義の設定)

パッケージ化: ロック解除済みパッケージの正式リリース
パッチバージョン番号のサポート、パッケージ連動関係情報の抽出、ロック解除済みパッケージ間でのメタ
データの移動、廃止されたメタデータの管理を含め、正式リリースバージョンでロック解除済みパッケージが
機能強化されました。
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このセクションの内容:

ロック解除済みパッケージのパッチバージョン番号のサポート
ロック解除済みパッケージバージョンのパッチバージョン番号を使用できるようになりました。以前は、
パッチ番号はサポートされず、常に 0 でなければなりませんでした。
ロック解除済みパッケージの正確な連動関係情報
インストールされたロック解除済みパッケージに対して簡単な SOQLクエリを実行し、その連動関係情報を
抽出できるようになりました。また、スクリプトを作成し、連動関係を持つロック解除済みパッケージの
インストールを自動化することもできます。
ロック解除済みパッケージ内でより多くのメタデータコンポーネントを物理削除
ロック解除済みパッケージから削除された場合に、さらに多くのメタデータコンポーネントが対象組織か
ら物理削除されるようになりました。
ロック解除済みパッケージ内の廃止されたメタデータの移行を有効化
より多くのロック解除済みパッケージの作成を始めると、パッケージをリファクタリングし、ロック解除
済みパッケージ間でメタデータを移動することが必要になる場合があります。ロック解除済みパッケージ
内のメタデータを廃止し、そのメタデータを新しいパッケージに移動して、新しいパッケージを本番組織
にインストールできるようになりました。新しいパッケージのインストールが正常終了すると、廃止され
たメタデータは新しいパッケージに関連付けられるようになります。この機能はこのプロセスを簡素化し
ます。
インストールキーで保護されたロック解除済みパッケージのインストール時に情報をロックダウン
ロック済みパッケージのセキュリティを、この変更によってさらに強化しました。インストールキーをイ
ンストール時の第 1 ステップとして要求するため、正しいインストールキーが提供されるまでパッケージ
情報は開示されません。以前は、キーはパッケージインストールの最後でのみ検証されていました。検証
をインストールの開始部分に移動することで、キーを持たないユーザから、名前やコンポーネントなどの
パッケージ情報を保護します。
インスタンスのない [私のドメイン] URL のベストプラクティスの採用
Spring '18 の重要な更新では、[私のドメイン] URL からインスタンス名が削除されました。重要な更新の自動
有効化日になる前に、インスタンスのない URL がサポートされるよう既存のプラグインパッケージを更新
してください。ハードコード化された参照を相対 URL に置き換えます。今後は、インスタンス URL および
インスタンスのない URL の両方をサポートするパッケージを作成します。

ロック解除済みパッケージのパッチバージョン番号のサポート
ロック解除済みパッケージバージョンのパッチバージョン番号を使用できるようになりました。以前は、パッ
チ番号はサポートされず、常に 0 でなければなりませんでした。
対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および
Developer Edition の 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: この変更は第 2 世代管理パッケージには拡張されません。

方法: パッケージバージョンを作成するときにゼロ以外のパッチバージョンを使用できます。また、NEXT また
は LATEST キーワードをバージョン番号と共に major.minor.patch.keyword の形式 (patch は 0 以外) で sfdx-project.json

ファイルに含めることもできます。
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例: パッチ番号 12 のパッケージバージョンを作成します。
sfdx force:package:version:create --package exp-mgr --installationkey test1234
--versionnumber 4.7.12.6

ロック解除済みパッケージの正確な連動関係情報
インストールされたロック解除済みパッケージに対して簡単な SOQLクエリを実行し、その連動関係情報を抽
出できるようになりました。また、スクリプトを作成し、連動関係を持つロック解除済みパッケージのインス
トールを自動化することもできます。
対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および
Developer Edition の 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。
理由: SubscriberPackageVersion Tooling API オブジェクトで連動関係情報が提供されるようになりました。
SubscriberPackageVersion に対する SOQL クエリを使用して、ロック解除済みパッケージの連動元のパッケージを
特定できます。これらのパッケージの (04t) ID と、正しいインストール順序を取得できます。

例: パッケージ B にはパッケージ A との連動関係があります。パッケージ D はパッケージ B と C に連動し
ます。パッケージバージョンの作成時に指定されたサンプルの sfdx-project.json を次に示します。パッケー
ジ D の連動関係はパッケージ A、B および C として記述されています。
{

"packageDirectories": [
{

"path": "pkg-a-workspace",
"package": "pkgA",
"versionName": "ver 4.9",
"versionNumber": "4.9.0.NEXT",
"default": true

},
{

"path": "pkg-b-workspace",
"package": "pkgB",
"versionName": "ver 3.17",
"versionNumber": "3.17.0.NEXT",
"default": false,
"dependencies": [

{
"package": "pkgA",
"versionNumber": "3.3.0.LATEST"

}
]

},
{

"path": "pkg-c-workspace",
"package": "pkgC",
"versionName": "ver 2.1",
"versionNumber": "2.1.0.NEXT",
"default": false

},
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{
"path": "pkg-d-workspace",
"package": "pkgD",
"versionName": "ver 1.1",
"versionNumber": "1.1.0.NEXT",
"default": false,
"dependencies": [

{
"package": "pkgA",
"versionNumber": "3.3.0.LATEST"

},
{

"package": "pkgB",
"versionNumber": "3.12.0.LATEST"

},
{

"package": "pkgC",
"versionNumber": "2.1.0.LATEST"

}
]

}
],
"namespace": "",
"sfdcLoginUrl": "https://login.salesforce.com",
"sourceApiVersion": "44.0",
"packageAliases": {

"pkgA": "0HoB00000008Oq6KAE",
"pkgB": "0HoB00000008OqBKAU",
"pkgC": "0HoB00000008OqGKAU",
"pkgD": "0HoB00000008OqGKAQ"

}
}

pkgD (ID=04txx000000082hAAA) をインストールする前に次の SOQL クエリを実行して連動関係を確認します。
sfdx force:data:soql:query -u {USERNAME} -t

-q "SELECT Dependencies FROM SubscriberPackageVersion
WHERE Id='04txx000000082hAAA'" --json

クエリを実行すると、pkgA、pkgB、pkgC の (04t) ID がこの順序で含まれている次の出力が表示されます。
"Dependencies":{"Ids":[

{"subscriberPackageVersionId":"04txx000000080vAAA"},
{"subscriberPackageVersionId":"04txx000000082XAAQ"},
{"subscriberPackageVersionId":"04txx0000000AiGAAU"}]}

ロック解除済みパッケージ内でより多くのメタデータコンポーネントを物理削
除
ロック解除済みパッケージから削除された場合に、さらに多くのメタデータコンポーネントが対象組織から物
理削除されるようになりました。
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対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および
Developer Edition の 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。
理由: メタデータコンポーネントをロック解除済みパッケージから削除し、新しいパッケージバージョンを作
成してインストールすると、メタデータコンポーネントは対象組織から物理削除されます。パッケージをアッ
プグレードすると、削除されていないメタデータは廃止されます。物理削除済みメタデータのリストに次のメ
タデータコンポーネントが追加されるようになりました。
• BrandingSet

• EmailServicesFunction

• EmbeddedServiceBranding

• EmbeddedServiceConfig

• EmbeddedServiceLiveAgent

• ExternalServiceRegistration

• FeatureParameterBoolean

• FeatureParameterDate

• FeatureParameterInteger

• HomePageLayout

• InstalledPackage

• IntegrationHubSettings

• IntegrationHubSettingsType

• LicenseDefinition

• LightningComponentBundle

• LightningExperienceTheme

• LiveChatAgentConfig

• LiveChatButton

• LiveChatSensitiveDataRule

• NamedCredential

• NetworkBranding

• PermissionSetGroup

• PermissionSetLicense

• QuickAction

• RemoteSiteSetting

• UserLicense

• WaveApplication

• WaveDashboard

• WaveDataflow

• WaveDataset

• WaveLens

• WaveRecipe

• WaveTemplateBundle
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• WaveXmd

• WorkflowFlowAction

• WorkflowTask(Task)

次のメタデータコンポーネントはすでにサポートされており、ロック解除済みパッケージから削除されると組
織から引き続き物理削除されます。
• ApexClass

• ApexComponent

• ApexPage

• ApexTrigger

• AuraDefinitionBundle

• CompactLayout

• CustomPermission

• Dashboard

• Document

• EmailTemplate

• FlexiPage

• Layout

• ListView

• MatchingRule

• PermissionSet

• Profile

• Report

• StaticResource

• WorkflowRule

サポートされるすべてのメタデータのリストは、『Salesforce DX 開発者ガイド』の「メタデータカバー率」を
参照してください。

ロック解除済みパッケージ内の廃止されたメタデータの移行を有効化
より多くのロック解除済みパッケージの作成を始めると、パッケージをリファクタリングし、ロック解除済み
パッケージ間でメタデータを移動することが必要になる場合があります。ロック解除済みパッケージ内のメタ
データを廃止し、そのメタデータを新しいパッケージに移動して、新しいパッケージを本番組織にインストー
ルできるようになりました。新しいパッケージのインストールが正常終了すると、廃止されたメタデータは新
しいパッケージに関連付けられるようになります。この機能はこのプロセスを簡素化します。
対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および
Developer Edition の 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。
理由: 以前は、アップグレード時に廃止されたメタデータはパッケージに引き続き関連付けられていたため、
UI を使用して、インストールされたメタデータを元のパッケージから手動で削除する必要がありました。手動
手順を実行せずに、このメタデータが含まれる新しいパッケージをインストールできませんでした。
方法: たとえば、本番メタデータをパッケージ A からパッケージ B に移動するには、次の手順を実行します。
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1. パッケージ A からパッケージ B に移動するメタデータを特定します。
2. パッケージ A からメタデータを削除し、バージョンを作成して、パッケージをリリースします。
3. パッケージ B にメタデータを追加し、バージョンを作成して、パッケージをリリースします。
4. 本番組織でパッケージ A をアップグレードします。
5. 本番組織でパッケージ B をインストールします。
これで、メタデータは本番組織のパッケージ B に含まれます。

インストールキーで保護されたロック解除済みパッケージのインストール時に
情報をロックダウン
ロック済みパッケージのセキュリティを、この変更によってさらに強化しました。インストールキーをインス
トール時の第 1 ステップとして要求するため、正しいインストールキーが提供されるまでパッケージ情報は開
示されません。以前は、キーはパッケージインストールの最後でのみ検証されていました。検証をインストー
ルの開始部分に移動することで、キーを持たないユーザから、名前やコンポーネントなどのパッケージ情報を
保護します。
対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および
Developer Edition の 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。
時期: インストーラの UI および API の変更はこのリリースで有効になります。Salesforce CLI の変更は今後のリリー
スで発表される予定です。

関連トピック:

Tooling API の新規オブジェクトと変更されたオブジェクト

インスタンスのない [私のドメイン] URL のベストプラクティスの採用
Spring '18 の重要な更新では、[私のドメイン] URL からインスタンス名が削除されました。重要な更新の自動有
効化日になる前に、インスタンスのない URL がサポートされるよう既存のプラグインパッケージを更新してく
ださい。ハードコード化された参照を相対 URL に置き換えます。今後は、インスタンス URL およびインスタン
スのない URL の両方をサポートするパッケージを作成します。
対象:この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Database.com

Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
時期: 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」は、2019 年 3 月 16 日にすべての組織で有効化されます。

関連トピック:

インスタンスのない [私のドメイン] URL からの除外
Salesforce Spring '18 リリースノート: 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)
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エンタープライズメッセージング: 大規模プラットフォームイベント
(パイロット)、新しい Lightning コンポーネント、変更データキャプ
チャの開発者プレビュー
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。このリリースには、使用量ベースのエ
ンタイトルメント、empApi  Lightning コンポーネント、変更データキャプチャの開発者プレビューなど、大規
模プラットフォームイベント (パイロット) の機能強化が含まれています。

このセクションの内容:

大規模プラットフォームイベントによるイベントベースのアプリケーションの機能強化 (パイロット)

大規模プラットフォームイベントを使用して、数百万件のイベントを効率的に公開および処理します。こ
のパイロットは、前回のリリースで提供され、このリリースで機能が強化されました。
Lightning コンポーネントでのストリーミングイベントの受信
lightning:empApiコンポーネントを埋め込んで、カスタム Lightning コンポーネントをストリーミングイ
ベントリスナーにします。任意のイベントチャネル種別に登録できます。プラットフォームイベント、
PushTopic イベント、汎用イベント、変更データキャプチャ (開発者プレビュー) イベントなどのイベントを
受信できます。
変更データキャプチャを使用した外部データの最新の状態の維持 (開発者プレビュー)

Salesforce レコードのほぼリアルタイムの変更を取得し、外部データストアの対応するレコードを同期しま
す。変更データキャプチャは、Salesforce レコードの変更を表す変更イベントを公開します。変更には、レ
コードの作成、レコードの更新、レコードの削除、レコードの復元が含まれます。

大規模プラットフォームイベントによるイベントベースのアプリケーションの
機能強化 (パイロット)
大規模プラットフォームイベントを使用して、数百万件のイベントを効率的に公開および処理します。このパ
イロットは、前回のリリースで提供され、このリリースで機能が強化されました。

メモ: 大規模プラットフォームイベントは、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。大規模プラッ
トフォームイベントは、Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で正式リリースを発
表しない限り、正式リリースされません。特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証で
きません。正式リリースされた製品および機能に基づいてのみ購入をご決定ください。大規模プラット
フォームイベント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。

対象:この変更は、Performance Edition、Unlimited Edition、Enterprise Edition の Sandbox および Developer Edition の Lightning

Experience と Salesforce Classic に適用されます。
理由:ビジネスニーズに適したプラットフォームイベント種別を選択します。1 日あたり数百万件のイベントを
受信するアプリケーションの場合、パイロットプログラムで大規模プラットフォームイベントを使用します。
1 日あたり百万件のイベントを受信するアプリケーションの場合、標準プラットフォームイベントを使用しま
す。
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方法:ユーザインターフェースまたはメタデータ API から大規模プラットフォームイベントを定義できます。UI

の場合、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「プラットフォームイベント」と入力し、[プラットフォームイ
ベント] を選択します。標準項目の入力時に、[イベント種別] で [大量] を選択します。
メタデータ API の場合、イベント定義は eventTypeが HighVolumeに設定された CustomObject で表されます。
大規模プラットフォームイベントは、標準プラットフォームイベントを公開および登録する場合と同じ方法で
公開および登録します。プロセスビルダーやフローなどの宣言型ツールを使用したり、Apex や CometD API アプ
リケーションでコードを記述したりできます。
大規模プラットフォームイベントは非同期で公開されるため、システムで大量のイベントを効率的に処理でき
ます。公開コールによって、公開要求がキューに配置されます。イベントメッセージは、コールが返された直
後に公開されないこともありますが、システムリソースが使用可能になったときに公開されます。大規模イベ
ントは最大 3 日間保存されます。保存されたイベントは再生できます。

使用量ベースのイベントエンタイトルメント
Salesforce エディションごとに、毎月 CometD クライアントに配信される大規模イベント数のデフォルトのエン
タイトルメントが提供されます。アドオンライセンスを購入して、月次エンタイトルメントを増やすことがで
きます。イベントの超過はカレンダー月で計算され、計算はその月の初日または契約開始日から始まります。
日次イベント配信割り当てが適用され、マルチテナント環境のリソースが均等に共有されてサービスが保護さ
れます。日次割り当ては、月次エンタイトルメントに応じてスケールされます。
limits  REST API リソースで大規模イベント配信の利用状況とエンタイトルメントを監視します。
使用量ベースのエンタイトルメントは、CometD を使用しない登録者 (Apex トリガ、プロセス、フローなど) に
は適用されません。

Lightning コンポーネントでのストリーミングイベントの受信
lightning:empApi コンポーネントを埋め込んで、カスタム Lightning コンポーネントをストリーミングイベ
ントリスナーにします。任意のイベントチャネル種別に登録できます。プラットフォームイベント、PushTopic

イベント、汎用イベント、変更データキャプチャ (開発者プレビュー) イベントなどのイベントを受信できま
す。
対象: この変更は、Performance Edition、Unlimited Edition、Enterprise Edition、Developer Edition の Lightning Experience、
Salesforce Classic、およびすべてのバージョンのモバイルアプリケーションに適用されます。
方法: コンポーネントは、共有 CometD ベースストリーミング API 接続を使用して、ブラウザで複数のストリー
ミングアプリケーションを実行できるようにします。以前は、CometD ベースストリーミング接続を使用する
アプリケーションを Salesforce で 1 つしか実行できませんでした。

変更データキャプチャを使用した外部データの最新の状態の維持 (開発者プレ
ビュー)
Salesforce レコードのほぼリアルタイムの変更を取得し、外部データストアの対応するレコードを同期します。
変更データキャプチャは、Salesforce レコードの変更を表す変更イベントを公開します。変更には、レコードの
作成、レコードの更新、レコードの削除、レコードの復元が含まれます。
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メモ: 変更データキャプチャは、Developer Edition 組織では開発者プレビューとして使用できます。変更デー
タキャプチャは、Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で正式リリースを発表しな
い限り、正式リリースされません。すべてのコマンド、パラメータ、およびその他の機能は、通知の有
無に関わらずいつでも変更または廃止される可能性があります。これらのコマンドまたはツールを使用
して開発した機能を実装しないでください。開発者プレビューの他に、変更データキャプチャは引き続
き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。パイロットプログラムに参加する方法
については、Salesforce にお問い合わせください。変更データキャプチャに関するフィードバックと提案
は、Trailblazer Community グループからお寄せください。

対象: この変更は、開発者プレビューとして Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用さ
れます。この変更は、パイロットの一部として引き続き Performance Edition、Unlimited Edition、および Enterprise

Edition の Sandbox に適用されます。
方法: たとえば、Salesforce の従業員カスタムオブジェクトレコードのコピーを使用した人事 (HR) システムがあ
るとします。Salesforce から変更イベントを受信することで、HR システムの従業員レコードを同期できます。イ
ベントを受信したら、HR システムの対応する挿入、更新、削除、または復元操作を処理できます。変更はほ
ぼリアルタイムで受信されるため、HR システムのデータは常に最新の状態になります。
Salesforce 組織で定義されたすべてのカスタムオブジェクト、および標準オブジェクトのサブセットで変更イベ
ントを使用できます。[設定] の新しい [変更データキャプチャ] ページで、通知を取得するオブジェクトを選択
します。次の標準オブジェクトが変更イベントをサポートしています。
• Account (個人取引先を含む)

• AccountContactRole

• Asset Campaign

• Case

• Contact

• ContractLineItem

• Entitlement

• Event

• EventRelation

• Lead

• LiveChatTranscript

• Opportunity

• OpportunityContactRole

• Order

• OrderItem

• Product2

• Quote

• QuoteLineItem

• ServiceContract

• Task

• TaskRelation

• User (パートナーユーザを含む)
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このリリースでは、次の機能強化が追加されました。
変更通知のオブジェクトの選択

レコード変更の通知を受け取るには、関心のあるカスタムオブジェクトとサポート対象標準オブジェクト
を選択します。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「変更データキャプチャ」と入力し、[変更データキャ
プチャ] をクリックします。

Shield Platform Encryption サポート
変更データキャプチャは、Shield Platform Encryption が有効な場合にサポートされます。Salesforce レコード項
目が Shield Platform Encryption で暗号化されている場合、暗号化された項目の値を変更するとイベントが変更
されます。変更イベントメッセージのデータは、セキュアなトランスポートレイヤ (HTTPS および TLS) で配
信されます。
変更イベントは、Salesforce の個別のデータストアに 3 日間保存されます。保存される前に暗号化されます。
また、イベントバステナントの秘密を作成する必要があります。変更イベントの暗号化と配信を有効にす
るには、最初に [設定] の [鍵の管理] ページでイベントバステナントの秘密を作成します。次に、[暗号化ポ
リシー] ページで [変更データキャプチャイベントの暗号化と配信] を選択します。

詳細なユーザ権限
以前は、変更イベントの登録に必要なのは「すべてのデータの参照」権限のみでした。このリリースでは、
登録するチャネルに応じた権限が必要です。特定のオブジェクトチャネルを登録する場合、変更イベント
を受信するにはそのオブジェクトに対する「すべての参照」権限のみ必要です。User レコードの変更の受
信には、「すべてのユーザの参照」権限が必要です。

データ差分での SHA-256 ハッシュの使用
データ差分が送信される更新された大きなテキスト項目には、SHA-256 ハッシュが含まれます。以前は MD5

ハッシュが計算されていましたが、これは SHA-256 暗号化ハッシュほど堅牢ではありません。このハッシュ
値により、統合された差分から再作成された値が元の値と一致することをチェックできます。
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changeOrigin ヘッダー項目値の新しい形式
changeOrigin 項目値に、クライアント ID (使用可能な場合) に加えて、コールで使用される Salesforce API の
名前とバージョンが含まれるようになりました。changeOrigin 項目の形式は次のようになります。
com/salesforce/api/<API_Name>/<API_Version>;client=<Client_ID>

要求元が API (Salesforce UI) ではない場合、changeOrigin 項目は空になります。

関連トピック:

変更データキャプチャを使用した暗号化データの記録 (開発者プレビュー)

マーケティング: Distributed Marketing の複数のビジネスユニット
と、Social Studio でカスタマイズされた Facebook 投稿のリンク

Marketing Cloud は、1 対 1 のカスタマージャーニーで優れた顧客体験を提供するプレミアプラットフォームで
す。あらゆるソースからの顧客利用データを 1 か所で表示し、ビジネス目標に基づいて一意のカスタマージャー
ニーを計画および最適化できます。最適なタイミングですべてのチャネルとデバイスにパーソナライズされた
コンテンツを配信し、リアルタイムでアプローチを最適化してより優れた結果をもたらすことができるよう
に、ビジネスでの各インタラクションの影響を評価します。
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。
• 2018 年 10 月リリース
• 2018 年 8 月リリース
• 2018 年 6 月リリース
• 2018 年 4 月リリース

関連トピック:

Marketing Cloud の概要
Marketing Cloud: 以前のリリースノート
Salesforce Marketing Cloud の Facebook ページ

重要な更新

今回のリリースには、メールセキュリティの新しい重要な更新が含まれます。Lightning コンポーネントの厳格
なコンテンツセキュリティポリシーを適用する重要な更新は廃止されます。
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。
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新しい重要な更新
Winter '19 の新しい重要な更新は、次のとおりです。
ゲストユーザのレコードアクセス制限によるサイトとコミュニティのセキュリティの向上

潜在的なセキュリティ脆弱性に対応するため、2018 年 10 月 5 日に Salesforce サイトおよびコミュニティに重
要な更新が適用されました。この更新では、ゲストユーザのデフォルトのレコードアクセスが削除され、
ゲストユーザは Salesforce レコードを作成、参照、更新、または削除できなくなりました。オブジェクト権
限を編集することによって、ゲストユーザに Salesforce レコードへのアクセス権を付与できます。

再設計された DKIM 鍵によるメールセキュリティの改善
DomainKeys Identified Mail (DKIM) 鍵で潜在的なセキュリティ脆弱性に対応するため、鍵の作成方法が改善され
ました。公開鍵や非公開鍵を手動で操作する必要はなくなります。代わりに、Salesforce によって公開鍵を
含む TXT レコードが DNS に公開されます。鍵がサードパーティによって侵害されるリスクを軽減するため、
自動的な鍵の循環も追加されます。また、鍵の共有によってセキュリティ脆弱性が発生する可能性がある
ため、DKIM 鍵のインポート機能が削除されます。

廃止された重要な更新
「Lightning コンポーネントの厳格なコンテンツセキュリティポリシーの有効化」は、組織の設定に置き換えら
れました。詳細は、「Stricter Content Security Policy (CSP) Changed from a Critical Update to an Org Setting (厳格なコンテン
ツセキュリティポリシー (CSP) の重要な更新から組織の設定への変更)」を参照してください。

ヘルプ & トレーニング

Trailhead のトレイル、モジュール、プロジェクト、手順動画が追加されました。また、Salesforce Engage の新し
い実装ガイドも追加されました。

このセクションの内容:

Trailhead で機能を探索
楽しいガイド付きのインタラクティブツールである Trailhead を使用して、Salesforce の操作や新しい機能につ
いて学習します。システム管理者または開発者向けのガイド付き学習パスに従ったり、自己の進度に合わ
せて学習できるモジュールを選択したりできます。
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知ることができる説明用の動画を作成、更新しまし
た。
『Salesforce Engage Implementation Guide (Salesforce Engage 実装ガイド)』について
Salesforce Engage を使用すれば、マーケティングチームは営業チームとコンテンツを共有し、会社の販売力
を高めることができます。営業担当は、マーケティングが承認したメールテンプレートを使用して適切な
タイミングでプロスペクトと接触し、Salesforce でメッセージの有効性を追跡できます。
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Trailhead で機能を探索
楽しいガイド付きのインタラクティブツールである Trailhead を使用して、Salesforce の操作や新しい機能につい
て学習します。システム管理者または開発者向けのガイド付き学習パスに従ったり、自己の進度に合わせて学
習できるモジュールを選択したりできます。
https://trailhead.salesforce.com で Trailhead を確認し、適切なトレイルを見つけてください。最新のトレイル、モ
ジュール、プロジェクトは次のとおりです

新しいトレイル
Campaign Basics (キャンペーンの基本)

Salesforce キャンペーンを最大限に活用してマーケティングの効果を最大化する方法を学習します。
Customize Your Community (コミュニティのカスタマイズ)

影響力の高いカスタマイズを行ってコミュニティを最適化しパーソナライズする方法を学習します。

新しいモジュール
AppExchange Checkout

ソリューションのオンライン支払を管理したり、売上を監視したりするのに、Checkout がどのように役立
つのか学習します。

Health Cloud for Payers

Health Cloud for Payers を使用して素晴らしいメンバーエクスペリエンスを提供する方法を学習します。
Lightning Knowledge Basics (Lightning Knowledge の基本)

Lightning Knowledge を使用してカスタマーサービスを向上させる知識ベースを作成する方法を学習します。
Financial Services Cloud Release Readiness

Salesforce のリリースサイクルの詳細と新しいリリースに向けて組織を準備する方法を学習します。
Service Cloud Agent Productivity (Service Cloud エージェントの生産性)

サービスコンソールでエージェントがより迅速かつ効率的に作業できるようにする方法を学習します。
Web Chat Basics (Web チャットの基礎)

Lightning Experience の Snap-in チャットを使用して使いやすい Web チャットチャネルを設定する方法を学習し
ます。

Analytics App Design (Analytics アプリケーション設計)

アプリケーション設計の原則の詳細とそれを使用して Analytics アプリケーションを作成する方法を学習しま
す。

Lightning Dialer

Lightning Dialer で営業チームの効率と生産性をどのように向上できるか学習します。
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新しいプロジェクト
Build an Einstein Bot (Einstein ボットの作成)

顧客の簡単な質問に対応できる Einstein ボットを作成する方法を学習します。
Share CRM Data with Your Partners (パートナーとの CRM データの共有)

Salesforce の設定を使用して、安全に CRM データをパートナーと共有する方法を学習します。
Personalize the Community Experience with Audience Targeting (利用者ターゲティングを使用したコミュニティ環
境のパーソナライズ)

さまざまな利用者に応じてパーソナライズしたカスタマー取引先ポータルを構築します。
Quick Start: Einstein Analytics (クイックスタート: Einstein Analytics)

データ探索アプリケーションを作成および共有して Einstein Analytics について理解を深めます。

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知ることができる説明用の動画を作成、更新しました。
• 新しい 「Who Sees What in Communities (コミュニティで誰が何を参照しているのか)」シリーズでは、ポータ

ルやコミュニティでデータを外部ユーザと安全に共有する方法について説明します。
• 新しい動画 「Connecting to Salesforce in Gmail (Gmail で Salesforce に接続する)」では、Lightning for Gmail と Inbox

for Gmail (ベータ) で使用できる機能の概要について説明します。この機能には、レコードの追加、ToDo の管
理、メールの記録、および Inbox for Gmail (ベータ) で使用できる生産性機能が含まれます。

• 動画 「Forecast Accurately with Collaborative Forecasts in Lightning Experience (Lightning Experience のコラボレーショ
ン売上予測による正確な売上予測)」を更新し、テリトリー売上予測、売上予測共有、ブレッドクラムな
ど、新機能を含めました。

• 動画「Get to Know the Einstein Analytics Dashboard Widgets (Einstein Analytics ダッシュボードウィジェットの概要)」
を更新し、機能強化と新機能を反映しました。

• 動画「Use Steps to Build Analytics Dashboard Widgets (手順に従って Analytics ダッシュボードウィジェットを作成す
る)」を更新し、機能強化と新機能を反映しました。

• 動画「Get Quick Answers from Your Data with Conversational Exploration (対話形式の探索でデータから迅速に回答を
得る)」を更新し、機能強化と新機能を反映しました。

『Salesforce Engage Implementation Guide (Salesforce Engage 実装ガイ
ド)』について
Salesforce Engage を使用すれば、マーケティングチームは営業チームとコンテンツを共有し、会社の販売力を高
めることができます。営業担当は、マーケティングが承認したメールテンプレートを使用して適切なタイミン
グでプロスペクトと接触し、Salesforce でメッセージの有効性を追跡できます。
Salesforce Engage の設定とユーザへのプロビジョニングの手順を説明する新しい『Salesforce Engage Implementation

Guide (Salesforce Engage 実装ガイド)』を参照してください。
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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。

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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