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Salesforce  Summer '19 リリースノート

Summer '19リリースは、カスタマーサクセスプラットフォームの最新のイノベーションで生産性の向上を図り、
パーソナライズされたカスタマージャーニーを実現します。

このセクションの内容:

リリースノートの使用方法
Salesforce のリリースノートでは、機能強化や新機能について簡潔に説明しています。また、設定情報、開
始にあたって役に立つヒント、継続的な成功のためのベストプラクティスも記載されています。
機能が使用可能になる方法と状況
Summer '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が変更され、必要な情報が見つけやすくなりました。Salesforce 用
にサポートされるブラウザは、Salesforce Classic または Lightning Experience のどちらを使用しているかによって
異なります。
Salesforce 全体: Lightning Experience に移行し、生産性を向上するための新しいツール
Lightning Experience をすべての組織で有効化し、移行の管理に役立つ新しいツールを導入します。また、新
しい Salesforce のすべてのすばらしい機能にユーザがエンゲージできるように、カスタマイズ可能なプロン
プトを提供します。Salesforce Classic から Lightning Experience に切り替えたときに同じレコードページが表示さ
れます。iPad デバイスで Lightning Experience の完全なデスクトップバージョンを実行します。拡張関連リス
トを有効にした場合、関連リストでより多くの情報を参照し、より多くのことを行うことができます。
Lightning Scheduler でセルフサービスインターフェースと多くの Salesforce インテグレーションを使用して、予
定のスケジュールを合理化します。Salesforce アンケートで、カスタマイズした招待メールを使用してアン
ケートへの招待を無料で送信し、より多くの回答を取得します。Lightning コンソールでユーティリティバー
の右寄せを使用して、ブラウザの領域を最大限活用します。自分のナビゲーション方法を反映した検索結
果を使用して、必要な情報をすばやく見つけます。また、検索したオブジェクトを検索結果で容易に確認
できます。Lightning Experience ナビゲーションバーで、さらに多くの最近使ったデータにアクセスします。
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。
Salesforce Essentials: Dialer の導入、チャット、メッセージング、その他
Dialer、チャット、メッセージングなどのアドオンを使用して Essentials に機能を追加するオプションが増え、
ストレージが増加しました。データインポートウィザードを使用して商談をインポートし、進行中の案件
を Salesforce に取り込みます。Web サイトまたはヘルプセンターに自動タスクを埋め込み、顧客に対応する
ときにチームに次のステップを推奨したり、ケースをマージしたりします。
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Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測
より少ない発言でボットの設定とテストをより迅速に行います。データチェッカーを使用して、成功の予
測を設定します。四半期別売上予測とデータセグメントのサポートにより、予測を改善します。Einstein を
使用すれば、多数の Salesforce コアアプリケーションの効果を高めることができます。
セールス: High Velocity Sales の機能強化、Einstein 活動総計値、カスタマイズ可能な商品スケジュール、CPQ お
よび Pardot 向けの Einstein の新機能
セールスケイデンスをリンクして複雑なセールスプロセスに対処できます。活動総計値により、Einstein 活
動キャプチャのユーザは活動データの全体像を把握できます。カスタマイズ可能な商品スケジュールは、
受信する収益や送信する注文に関連したより複雑なセールスプロセスをサポートできます。CPQ Einstein 価
格設定ガイダンスにより、営業チームがよりインテリジェントな価格設定をできるようにします。また、
Einstein キャンペーンインサイトを使用して、キャンペーンにエンゲージした見込み客の類似点を探します。
サービス: より高度なボットルーティングとダイアログレビュー、フィールドサービス派遣の改善、スキル
ベースのルーティングの簡単な設定
ビジュアルマップで Einstein ボットのダイアログを簡単に確認し、新しいスマートルーティング機能を使用
してボットの会話を適切なエキスパートにエスカレーションします。ポップアウト地図、長期ガントチャー
ト、新しいドラッグアンドドロップのスケジュール設定オプションを使用することで、Field Service Lightning

ディスパッチャコンソールでの作業を迅速に行うことができます。洗練された設定画面でスキルベースの
ルーティングをすばやく設定します。最後に、重要なサービスの更新について積極的に顧客に連絡する、
条件式を使用してよりインテリジェントなマクロを作成する、重複するケースをマージするなど、エージェ
ントの生産性を向上させるその他のさまざまな機能を探索します。
Analytics: 行レベルの数式 (ベータ)、レポート通知、予測分析を使用したテンプレート、Einstein 予測サービス
行レベルの数式の機能がレポートのすべてのレコードで使用できるようになります。レポートに条件を設
定し、条件が満たされたらメールで通知されます。テンプレートで予測分析をアプリケーションに追加で
きます。Einstein Discovery 予測をどこにでも埋め込めます。他にも多くの機能があります。
コミュニティ: 開発者の生産性の向上、Mobile Publisher の機能強化、レコードリストの改善
Summer '19 は開発者に恩恵をもたらします。コミュニティに多数の新しい API 機能強化が導入され、コミュ
ニティに関する作業をより効率的に行えるようになりました。Salesforce のモバイルチームは、Community

Cloud 向け Salesforce Mobile Publisher の改善に取り組んでいます。また、コミュニティユーザ向けのリスト
ビューが改善され、固定リストビュー、カスタム一括アクション、ToDo のカスタムリストビューなどを使
用できるようになりました。
ファイル: アセットファイルの更新、より多くのファイル共有
アセットファイルの検索と作成は、より円滑かつ迅速になっています。新しい UI インジケータでアセット
ファイルを瞬時に識別します。ボタンをクリックするだけで、アセットライブラリから直接新しいアセッ
トファイルを作成できます。ファイル共有の制限が緩和されました。
モバイル: 外出先で実行できる操作の増加
Salesforce モバイルアプリケーションでは、場所を問わず、ユーザが多忙なときでも生産性を維持できます。
Salesforce は、オフィスの外にいるユーザをサポートする新しい方法を追加するために懸命に取り組んでい
ます。
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Industries: 各業種向けの既成のソリューション
金融サービスやヘルスケアなどに合わせたソリューションを使用すれば、Salesforce が業界固有のものにな
ります。今回のリリースでは、Financial Services Cloud には新しい保険機能が追加され、Health Cloud には提供
者リレーションやライフサイエンスプログラムの管理に役立つ新しいデータモデルが追加されており、
Lightning Scheduler を使用して金融およびヘルスケアの予定を予約できます。
myTrailhead: Trailhead のコンテンツとブランド
myTrailhead では、社内用に作成したコンテンツを使用して、Salesforce Trailhead と同じスキルベースのゲーム
化された学習体験を提供できます。会社のロゴ、バナー画像、色を使用して myTrailhead をブランド設定す
ることもできます。
カスタマイズ: Einstein 予測ビルダー、Einstein Next Best Action、フローの機能強化
Einstein 予測ビルダーで、データが品質の予測に使用されることを確認し、検索条件を使用してより正確に
します。Einstein Next Best Action を使用して、より適切なおすすめと予測を取得します。より堅牢な Flow Builder

と多数の新機能を使用して、フローを簡単に作成します。
セキュリティと ID: Oauth カスタム範囲、大文字と小文字を区別しない絞り込みを保持する暗号化、セッショ
ンセキュリティレベルポリシー、イベントマネージャ
Oauth カスタム範囲を使用して、外部エンティティの保護データへの接続アプリケーションのアクセスを定
義できるようになりました。大文字と小文字を区別しない確定的暗号化スキームを使用して暗号化するデー
タを絞り込みます。ユーザが特定の [設定] ページまたはオブジェクトにアクセスする前に、ユーザに高保
証セッションセキュリティレベルを要求します。イベントマネージャで新しいダッシュボードを使用して
イベントを監視します。
リリース: 新しい変更セットコンポーネント
新しいコンポーネントをリリースできます。
Salesforce IoT: 戦略的な名前の変更
IoT Insights は、Event Insights に名前が変更されました。
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、Apex を使用する場合、あるいは、好み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あっても、次の機能強化は、別の組織への再販を目的とした優
れたアプリケーション、インテグレーション、およびパッケージの開発に役立ちます。
マーケティング: SMS の Transactional メッセージ、モバイルアプリケーションのアプリケーション内メッセー
ジ、Einstein 送信時間最適化
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。これにより、あらゆる情報源からの顧客利用データを 1 か所で表示できます。ビジネス目標に基づ
いて一意のカスタマージャーニーを計画および最適化します。パーソナライズされたコンテンツをすべて
のチャネルとデバイスに最適なタイミングで配信します。ビジネスの各インタラクションの影響を評価す
ることで、アプローチをリアルタイムで最適化し、より優れた結果をもたらすことができます。
B2B Commerce: ビジネス購入者のセルフサービスストアフロントの作成
小売業者、卸売業者、流通業者が商品やサービスをお客様のブランドから購入できるようにするセルフサー
ビス E コマースストアフロントをすばやく構築します。B2B Commerce は、企業間使用事例向けに設計された
機能でオンライン購入を簡略化する管理パッケージです。カスタムカタログ、複雑な商品設定、取引先階
層、契約価格、再注文などの機能があります。応答性が高いページテンプレートを使用して、一意のブラ
ンド設定されたストアフロントユーザエクスペリエンスを容易に作成できます。
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重要な更新
このリリースには、Lightning Experience、外部プロファイル、Aura コンポーネント、および HTTPS 接続に関す
る新しい重要な更新が含まれます。また、以前にリリースされ適用された重要な更新のセクションも確認
してください。
ヘルプ & トレーニング
新しいガイド、Trailhead のモジュール、トレイル、プロジェクト、手順動画を含めて素晴らしい新規コンテ
ンツが多数追加されました。また、信頼とコンプライアンスに関するドキュメントも更新されました。
その他の Salesforce 製品とサービス

リリースノートの使用方法

Salesforce のリリースノートでは、機能強化や新機能について簡潔に説明しています。また、設定情報、開始に
あたって役に立つヒント、継続的な成功のためのベストプラクティスも記載されています。
• PDF 版と HTML 版が用意されています。
• HTML 版では、使用される言語はブラウザの設定によって決まります。言語を変更するには、下部にスク

ロールして [言語を変更] をクリックし、言語を選択します。
• リリースノートには、新しい機能や変更された機能の詳細が記載されています。既知の問題についての詳

細は、Salesforce の「既知の問題」のサイトを参照してください。

メモ: 新しいリリースが使用可能になるまで、Salesforce ヘルプ、実装ガイド、開発者ガイド、その他のド
キュメントへのリリースノート内のリンクは機能しません。場合によっては、以前のリリースのドキュ
メントにリダイレクトされることがあります。
一部のドキュメントには、リリースの数週間前に参照できるプレビューバージョンがあります。Salesforce

Developers でプレビューバージョンにアクセスするには、[ドキュメントバージョン] ドロップダウンリス
トから [プレビュー] を選択します。

このセクションの内容:

検索条件を使用した最も関心のあるニュースへの焦点の絞り込み
検索条件は、画面の右側にあるリリースノートのリストを絞り込むもので、左側の内容を絞り込むもので
はありません。
Salesforce Lightning Experience および Salesforce Classic の機能の把握
Lightning Experience およびその提供内容には高い関心が寄せられています。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。
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。
リリースの準備
リリースの準備を整えるには、リリースノートを読むことが最良のステップです。以下のその他のリソー
スを使用することで、お客様、組織、お客様のユーザが新しい機能に自身で備えることができます。リソー
スは使用可能になった時点でリリース全体に追加されます。ご注意ください。
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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、Salesforce アプリケーション (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。
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絞り込まれたリリースノートのリストを他のユーザと共有できます。検索条件を選択して URL をコピーし、そ
の URL を任意の方法で配信します。

Salesforce Lightning Experience および Salesforce Classic の機能の把握
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。
• 新しい Service Cloud 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 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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実現したアイデアIdeaExchange

Salesforce 全体

関連リストでのクイック検索条件を使用した絞り込みユーザがフィルタリング可能な関連リスト

拡張関連リストによる関連リストの強化 (ベータ)Lightning Experience の関連リストに 5 項目以上表示

セールス

Lightning Experience で数回クリックするだけで管理でき
る売上目標

売上予測目標 – 製品への UI の導入
目標ユーザインターフェース
Professional Edition 向けの目標
Professional Edition – 目標

新しい ToDo 条件によるマネージャの生産性の向上タスクリストビューで「私のチームの活動」のみに
絞り込み
私のチームの ToDo

画像を使用したメールでのメッセージの伝達HTML メールの作成時に画像を追加
機能が向上した HTML メールエディタ

メールアドレスをクリックしたときに使用するメール
コンポーザを営業担当が選択

Lightning Experience の取引先責任者リストビューでの
メールアドレスハイパーリンクの使用不可
Lightning Experience の関連リストでのワンクリックメー
ル
メールアドレスクリックすることで「送信」項目を
準備
任意のページでメールアドレスをクリックすること
で履歴を作成

拡張レターヘッドを使用した Lightning メールテンプ
レートの有効性の向上

Lightning メール機能でレターヘッドを使用可能に

メールテンプレートとレターヘッドに画像を含めるメールテンプレート内とメール送信時にインライン
画像を許可

サービス

拡張レポートリレーションでのインサイトの取得 (部
分的に実現)

ナレッジと記事のレポートでのデータカテゴリ列
ナレッジレポートのすべての記事タイプのデータカ
テゴリのレポート

記事のリッチテキストエリア項目への画像の貼り付け
(部分的に実現)

画像の切り取りとナレッジ記事への貼り付け
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実現したアイデアIdeaExchange

右から左へ記述される言語の記事によるグローバル顧
客のエンゲージ

Salesforce ナレッジ – アラビア語のサポート

単一レコードへのケースのマージ (ベータ)ケース差し込みボタン
Analytics

行レベルの数式によるレポート内の各レコードの評価
(ベータ)

レポートでのカスタム計算 - 行レベル (概要以外)

エクスプローラでの検索条件ロジックの操作Wave Analytics - レポート検索条件ロジック (AND と OR

を使用)

テキスト項目に対する「含まない」の Wave レンズ検
索条件

セキュリティと ID

リリースの準備
リリースの準備を整えるには、リリースノートを読むことが最良のステップです。以下のその他のリソースを
使用することで、お客様、組織、お客様のユーザが新しい機能に自身で備えることができます。リソースは使
用可能になった時点でリリース全体に追加されます。ご注意ください。

このリリースの新機能
• リリース概要デッキ (ROD)。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。
• リリースマトリックス。ユーザにすぐに影響を与える機能をすばやく確認します。
• Summer '19 プレリリースのサインアップ。プレリリース組織にサインアップして、新機能に早期アクセスを

取得します。
• Release Readiness の提供。新しい機能を登録し、活用します。
• 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。
• Summer '19 リリース Web サイト。新しい機能を確認します。
• 「Summer '19 リリースの特長」モジュール。Summer '19 Trailhead バッジを取得します。
• Release in a Box。このキットを使用して新しいリリースの準備をして、新しいリリースを組織とユーザに提

示します。

Release Readiness の基本
• Release Readiness Trailblazers。各種リソースと専門家にアクセスし、リリース準備状況に関するあらゆること

を確認します。
• リリースのマイルストン。リリースの重要な日付を確認します。
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• Trust 状況のメンテナンス。Sandbox およびその他のリリース日時を確認します。メンテナンス日を確認する
には、[Instances (インスタンス)] をクリックし、自分のインスタンスをクリックします。

• Sandbox 更新の計算機能。既存の Sandbox 組織を更新する必要があるかどうかや、いつ更新する必要がある
のかを計画します。

• Sandbox プレビュー動画。Sandbox プレビュープロセスのナビゲーション方法について学習します。
• Sandbox プレビュー手順。Sandbox で新機能への早期アクセスを取得します。
• カスタマーサクセスのイベントカレンダー。リリースの概要の Web セミナーに登録したり、Web セミナー

の録画にアクセスしたりします。
• Certification Release Maintenance Schedule (認証リリースメンテナンススケジュール)。Trailhead の認定資格を更新

します。
• Salesforce リリースへの準備。Trailhead を使用してリリース戦略を作成します。
• Releases Email Journey (リリースメールジャーニー)。メールに登録してリリースの準備を整えます。

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。

2019 年 6 月 26 日
Lightning Experience の有効化 (以前にリリース済みの重要な更新)

Winter '20 で、更新がローリング方式で自動的に有効化されることが明記されました。
App Analytics を使用した管理パッケージの使用状況の把握

AppExchange App Analytics が正式リリースされたことを示すようにリリースノートが更新されました。

2019 年 6 月 19 日
モバイルでの Lightning (パイロット) を使用して電話で Lightning 環境を取得

モバイルでの Lightning (パイロット) について知らせる新しいリリースノートを追加。
Salesforce Inbox での商談を成立させるために必要なすべての情報の検索

iOS で Inbox Now を使用可能なバージョンを 8.0.0 に変更し、現在のアイコンを反映するようにグラフィック
スを更新。

会議の開始
会議またはチャットを開始する方法について説明する新しいリリースノートを追加。

メッセージングの機能強化
メッセージングの機能強化について知らせる新しいリリースノートを追加。

社内学習の改革
どのようにすればユーザが myTrailhead を使用できるようになるかを明確化。

Chrome 向け Lightning 拡張機能を使用して新しい Lightning 機能を試す
Chrome 向け Lightning 拡張機能について知らせる新しいリリースノートを追加。
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ライブコントローラ (パイロット) によるデータ更新のリアルタイム表示
この機能はベータリリースの準備が整っていないため、パイロットに変更されました。

JavaScript ボタンでダウンロード可能なレポートを取得
Lightning Experience 設定コンバータの機能強化について知らせる新しいリリースノートを追加。

どこにでも埋め込める Einstein Discovery 予測
Einstein 予測サービススコアリング API に関するリリースノートを追加。

ユーザおよびカスタムオブジェクトのアクセス権設定のデフォルトを [非公開] に設定
User オブジェクトに対するデフォルトの外部アクセスレベルに関する情報を追加。

アセットのスケジュールを使用した部屋と機器の予約の管理
アセットのスケジュールを使用できることを知らせるリリースノートを追加。

2019 年 6 月 12 日
単一レコードへのケースのマージ (ベータ)

ケースのマージ (ベータ) を有効にする方法に関する情報が追加されました。
コミュニティアプリケーション用の Mobile Publisher プロジェクトでの Sandbox コミュニティのテストの有効化

コミュニティアプリケーション用の Mobile Publisher プロジェクトで Sandbox コミュニティ URL が使用可能に
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。

Salesforce Lightning コミュニティアプリケーションでの新しい項目を使用したブランドアセット
iOS および Android 用の Salesforce Lightning コミュニティアプリケーションのプライバシーポリシー URL の新し
い項目を発表する新しいリリースノートが追加されました。

Android および iOS での生体認証 ID を使用したアプリケーションのロック解除
iOS および Android での Lightning コミュニティアプリケーション用の生体認証 ID を発表する新しいリリース
ノートが追加されました。

新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト
リリースノートが更新され、UI_RENDER_TIME の廃止が記載されました。

生体認証 ID のスピードとセキュリティを利用したアプリケーションのロック解除
iOS での生体認証 ID を発表する新しいリリースノートが追加されました。

pageReference クラスを使用したナビゲーションの管理
Salesforce アプリケーションプラットフォームでナビゲーション用の pageRef クラスが使用可能になったこと
を発表するリリースノートが追加されました。

Salesforce アプリケーションとデスクトップのバージョン番号の一致
デスクトップとモバイルの Salesforce バージョン番号の一致を発表する新しいリリースノートが追加されま
した。

変更された Aura コンポーネント
lightning:map の使用方法と次のコンポーネントのバリエーションの使用方法に関する情報が追加され
ました: lightning:checkboxGroup、lightning:combobox、lightning:dualListbox、
lightning:input、lightning:inputAddress、lightning:inputLocation、lightning:inputName、
lightning:radioGroup、lightning:textarea

10

リリースノートの変更Salesforce Summer '19 リリースノート



変更された Lightning Web コンポーネント
lightning-map の使用方法と次のコンポーネントのバリエーションの使用方法に関する情報が追加され
ました: lightning-checkbox-group、lightning-combobox、lightning-dual-listbox、
lightning-input、lightning-input-address、lightning-input-location、
lightning-input-name、lightning-radio-group、lightning-textarea

組織スキーマの改善されたキャッシュの有効化 (重要な更新、延期)

重要な更新が Winter '19 に延期されたことを示すようにリリースノートが更新されました。
リードへの共有設定の使用

リードの共有セットの有効化に関する情報が追加されました。
コミュニティおよびポータルを使用する組織のユーザレコードでの特定の項目のブロック (重要な更新)

コミュニティまたはポータルを使用する組織で、ユーザレコードの特定の個人情報項目を非表示にするユー
ザ設定をお客様が有効にできるようになりました。これらの項目は、外部ユーザがユーザレコードにアク
セスしたときにビューに表示されません。その場合でも、外部ユーザは自分のユーザレコードは表示でき
ます。

メールアドレスをクリックしたときに使用するメールコンポーザを営業担当が選択
この機能を使用するための要件に関する情報が追加されました。

2019 年 6 月 5 日
ヘルプ & トレーニング

新しいガイド、Trailhead モジュール、トレイル、プロジェクト、手順動画など、最新のコンテンツの拡張に
関する情報が追加されました。

エンゲージメント履歴ダッシュボードの更新
エンゲージメント履歴ダッシュボードをサポートするためにアカウントに追加されるインテグレーション
ユーザとセキュリティユーザについて明記する情報が追加されました。

削除: ユーティリティ項目をすべて右寄せ
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。再び公開される
場合は、公開の時期をお知らせいたします。

ブラウザ履歴での新しいレコード作成ページの保持
[新規] 標準アクションのアドレス指定可能な URL に関するリリースノートが追加されました。

変更された Aura コンポーネント
force:recordEdit の変更に関するリリースノートが追加されました。

2019 年 5 月 29 日
AppExchange: プロジェクトに適した Salesforce コンサルタントの検索

AppExchange Consultant Finder とコンサルタントリストの機能強化を発表するリリースノートが追加されまし
た。

Today での [新規行動] アクションを使用した行動の作成
カスタマーサポート/優先度の高い顧客要求に応じた Today アプリケーションの表示ラベル変更に関する注
記が追加されました。
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Salesforce Inbox Android アプリケーションからの通知の維持 (ページ 175)

Google が要求するプッシュ通知フレームワークの変更に準拠するための Salesforce Inbox Android アプリケー
ションの更新を発表するリリースノートが追加されました。

Health Cloud ビジネス API を使用したインテグレーションの構築
ビジネス API の使用事例が明記され、誤字が訂正されました。

市場開発資金オブジェクトへの参照の作成
標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトから市場開発資金オブジェクトへの参照を作成する機能に
関するリリースノートが追加されました。

品目数の多い見積用の環境でのバンドルの展開と折りたたみ
品目数の多い見積でのバンドルの展開と折りたたみを有効にするために Salesforce CPQ サポートに連絡する
ことに関する注記が追加されました。また、新しい品目エディタのパッケージ設定の [デフォルトのバンド
ル設定] に関する情報も追加されました。

SSO の SAML ACS URL の変更
SAML アサーションコンシューマサービス (ACS) URL の変更に関する注記が追加されました。新しい組織で
SSO を設定すると、サブドメインとコミュニティの URL には so=orgID サフィックスが含まれません。

2019 年 5 月 22 日
Omni-Channel Supervisor でのエージェントのキューとスキルの割り当ての管理

Omni-Channel Supervisor の設定で、[キューを変更] と [スキルを変更] を有効にする方法についての情報が追加
されました。

Data.com Prospector と Data.com Clean の廃止
Data.com ライセンスの廃止と現在のライセンスの扱いに関する情報が追加されました。

アプリケーションライフサイクル全体に対する source コマンドの使用 (正式リリース)

source が正式リリースされました。
新規または変更された Salesforce CLI コマンド

source コマンドの更新に関する情報が追加されました。
Enterprise Edition および Unlimited Edition の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の増加

1 か月あたりのフローインタビューのベースエンタイトルメント割り当てが大幅に増加しました。ユーザラ
イセンスの購入による追加割り当てが組織全体で共有されることが明記されました。また、トピックが
「Lightning フローのその他の変更」セクションに移動されました。

Aura コンポーネントの保存時検証の改善
可能性のあるエラーメッセージの詳細が追加されました。

新しい UI を使用したログインイベントストレージの有効化
機能を有効にする方法が変更されました。古い値: Salesforce に連絡して有効化。新しい値: システム管理者の
設定が必要。

設定変更履歴でトランザクションセキュリティポリシーの変更を参照
機能を有効にする方法が変更されました。古い値: Salesforce に連絡して有効化。新しい値: システム管理者/

開発者に対する有効化。
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新しいコミュニティユーザへの Field Service Lightning オブジェクトアクセス権の付与
コミュニティユーザには、特定の Field Service Lightning オブジェクトに対するデフォルトの作成、参照、編
集、削除アクセス権がありません。

変更された Aura コンポーネントと変更された Lightning Web コンポーネント
lightning:inputField、lightning:outputField、lightning-input-field、
lightning-output-field の変更に関する情報が追加されました。

2019 年 5 月 15 日
Salesforce キャンペーンでの Pardot データの探索

「Lightning アプリケーションビルダー」セクションに、エンゲージメント履歴ダッシュボードコンポーネ
ントに関する既存のリリースノートを参照するリリースノートが追加されました。

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。

予期しない Apex 例外イベント種別の項目のデータ型の変更 (ページ 461)

EventLogFile の予期しない Apex 例外イベント種別の EXCEPTION_MESSAGE 項目と STACK_TRACE 項目のデータ型が
文字列からテキストに変更されました。

新しい UI を使用したログインイベントストレージの有効化
Salesforce Classic のサポートが追加されました。「関連トピック」リンクが追加されました。

イベントモニタリングのイベントを 1 か所で管理
Salesforce Classic とすべてのエディションのサポートが追加されました。

設定変更履歴でトランザクションセキュリティポリシーの変更を参照
Salesforce Classic のサポートが追加されました。「関連トピック」リンクが追加されました。

デフォルトの External Identity ユーザプロファイルを使用したオブジェクトアクセスの制限
External Identity デフォルトプロファイルに対する変更に関するリリースノートが追加されました。

SSO の SAML ACS URL の変更
シングルサインオン (SSO) の ACS URL のパフォーマンス強化に関するリリースノートが追加されました。新
しい組織の ACS URL には so=orgID サフィックスが含まれません。

変更されたコール
Tooling API と Enterprise WSDL のオブジェクト種別の変更に関する情報が追加されました。

Chrome でのポップアップブロッカーの無効化
Lightning Experience で外部リンクをクリックしたときに表示されるモーダルに関するリリースノートが追加
されました。

Salesforce Billing Summer '19 のインストール前の手順
「Salesforce Billing Summer '19 インストール後の Avalara のアップグレード」のタイトルが「Salesforce Billing Summer

'19 のインストール前の手順」に変更されました。
Cybersource、Authorize.net、Payeezy、PayflowPro の支払ゲートウェイパッケージはバージョン 4.0 への更新が必
要であるという注記が追加されました。
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表示テキスト画面コンポーネント、選択肢表示ラベル、ヘルプテキストなどでのリッチテキストの使用
リッチテキストエディタでは HTML がサポートされないことが明記されました。取り消し線はサポート対象
のテキスト形式ではないため、スクリーンショットが更新されました。

Einstein Discovery Classic の廃止
Einstein Discovery Classic の廃止を発表するリリースノートが追加されました。

どこにでも埋め込める Einstein Discovery 予測
Einstein 予測サービススコアリング API に関する記述が削除されました。

サービスリソース作成時の納入商品リソース種別の無視
「Service Cloud」セクションに、Lightning Scheduler を使用しない組織でサービスリソースを作成するときに
[リソース種別] 項目の [納入商品] 選択リストオプションを使用できないことを発表するリリースノートが追
加されました。

2019 年 5 月 14 日
価格アクション数式でのパーセント項目のロジックの更新

CPQ 価格アクション数式でのパーセント項目の処理方法の変更について説明するリリースノートが追加さ
れました。

2019 年 5 月 8 日
Sales Analytics および Service Analytics アプリケーションを使用するための Einstein Analytics Platform または Einstein

Analytics Plus 権限セットの割り当て
Analytics Growth と Analytics Plus のお客様が Sales Analytics アプリケーションと Service Analytics アプリケーション
を使用するために別個のライセンスが必要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。

トレーニング、オンボーディング、およびニュース用のアプリケーション内ガイダンスの追加 (ベータ)

Essentials Edition でこの機能が使用できることを示すように更新されました。
MuleSoft CAQH コネクタを使用した Health Cloud の統合

CAQH のライセンス契約に関する情報が追加されました。
ユーザの Lightning コミュニティを表示するモバイルアプリケーションの作成

これが、Salesforce アプリケーションの更新ではなく、モバイルアプリケーションの作成者向けの API のみの
変更であることを正確に説明するように更新されました。

フルビューを使用したレコードの表示 (ベータ)

レコードのフルビューが正式リリースからベータリリースに変更されました。
拡張関連リストによる関連リストの強化 (ベータ)

ベータ機能であることを示すように拡張関連リストのリリースノートが修正されました。
呼び出し可能アクション

呼び出し可能なアクションのリリースノートに新しい customNotificationAction が追加されました。
変更された Apex クラス

オブジェクトのすべての Describe Field Result を返す新しいメソッドが追加されました。
トピック割り当ての表示ラベルの更新

わかりやすくするために UI 表示ラベルが更新されました。
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2019 年 5 月 1 日
新規または変更された Salesforce CLI コマンド

salesforcedx  v45 では force:data:tree:import コマンドの -c | --contenttype パラメータが非
表示になりました。これは、サポートされるファイルの種類が JSON の 1 種類のみであるためです。
salesforcedx  v46 では、force:project:create --template のデフォルト値が standard になりま
した。

DX プロジェクトの構造から推測を排除
Salesforce CLI (salesforcedx  v46) と Visual Studio Code 向け Salesforce 拡張機能の新しいデフォルトのプロジェク
トの構造に関するリリースノートが追加されました。

Lightning Scheduler の標準フローとテンプレートを使用した顧客の予定のスケジュールの合理化
この機能の「機能が使用可能になる方法と状況」の表が修正されました。

$Client.FormFactor グローバル変数を使用した Lightning Scheduler カスタムフローのユーザ環境の最適化
$Client.FormFactorグローバル変数が決定要素でのみサポートされることが明記されました。また、グ
ローバル変数を参照する場所も記述されました。

フロー作成時の種別またはカテゴリによるアクションの検索
Flow Builder ツールボックスで、アクション要素とサブフロー要素は、画面要素として同じカテゴリになり
ました。

大量の Google BigQuery データを抽出する場合のパフォーマンスの向上
Google BigQuery コネクタの新しいステージング抽出モードに関するリリースノートが追加されました。

Field Service Lightning モバイルアプリケーションのその他の変更
ユーザが Touch ID と Face ID を使用して実行できるのは、アプリケーションへのログインではなくアプリケー
ションのロック解除であることを示すようにリリースノートが修正されました。Android デバイスも Touch

ID をサポートしています。
ページセキュリティプラグインを使用した見積項目の非表示とロック

CPQ Javascript ページセキュリティプラグインの新しい関数に関するリリースノートが追加されました。
見積規約リーダー API を使用した見積規約の取得

新しい見積規約リーダー API に関するリリースノートが追加されました。
外部プロファイルの「API の有効化」ユーザ権限のデフォルト設定の無効化 (重要な更新)

外部プロファイルの「API の有効化」ユーザ権限が無効にな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。

Financial Services Cloud の Lightning フローを使用したサービス要求の適切かつ迅速な処理
フローが英語で使用できることを示すようにリリースノートが更新されました。

メタデータ API

既存の RecommendationStrategy メタデータ型での Einstein Next Best Action をサポートする新しい項目に関するリ
リースノートが追加されました。

HTTPS 接続には TLS 1.2 が必要 (重要な更新)

重要な更新の適用日が 2019 年 10 月 25 日に変更されました。
コミュニティとサイトの HTTPS 接続には TLS 1.2 が必要 (重要な更新)

重要な更新の適用日が 2019 年 10 月 25 日に変更されました。
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2019 年 4 月 24 日
プラットフォームイベントの公開動作の選択

プラットフォームイベントの公開動作が Salesforce API を使用した場合にサポートされないという誤った記述
が修正されました。

2019 年 4 月 22 日
Salesforce Summer '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。
• Trailblazer Community — Release Readiness Trailblazers グループにフィードバックをお寄せください。フィード

バックの追跡や応答がしやすくなるように、リリースを示すハッシュタグ (#Summer19Feedback など) を使用
してください。

• フィードバックフォーム: Salesforce ヘルプ、リリースノート、開発者ガイドのドキュメントには、フィード
バックフォームと賛成/反対投票があります。必要に応じてコメントを追加できます。

• Twitter — Twitter で @salesforcedocs をフォローすると、新しいドキュメントの公開や、既存のドキュメントへ
の重要な更新について通知を受けることができます。@salesforcedocs 宛にツイートしてください。

機能が使用可能になる方法と状況

Summer '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が変更され、必要な情報が見つけやすくなりました。Salesforce 用にサ
ポートされるブラウザは、Salesforce Classic または Lightning Experience のどちらを使用しているかによって異なり
ます。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Lightning Experience でサポートされ
るブラウザ

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 をすべての組織で有効化し、移行の管理に役立つ新しいツールを導入します。また、新しい
Salesforce のすべてのすばらしい機能にユーザがエンゲージできるように、カスタマイズ可能なプロンプトを提
供します。Salesforce Classic から Lightning Experience に切り替えたときに同じレコードページが表示されます。iPad

デバイスで Lightning Experience の完全なデスクトップバージョンを実行します。拡張関連リストを有効にした
場合、関連リストでより多くの情報を参照し、より多くのことを行うことができます。Lightning Scheduler でセ
ルフサービスインターフェースと多くの Salesforce インテグレーションを使用して、予定のスケジュールを合理
化します。Salesforce アンケートで、カスタマイズした招待メールを使用してアンケートへの招待を無料で送信
し、より多くの回答を取得します。Lightning コンソールでユーティリティバーの右寄せを使用して、ブラウザ
の領域を最大限活用します。自分のナビゲーション方法を反映した検索結果を使用して、必要な情報をすばや
く見つけます。また、検索したオブジェクトを検索結果で容易に確認できます。Lightning Experience ナビゲー
ションバーで、さらに多くの最近使ったデータにアクセスします。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

モバイルでの Lightning による携帯
電話での Lightning Experience の使用
(Pilot)

Salesforce Classic から Lightning

Experience に切り替えるときにレ
コードコンテキストを保持

拡張関連リストによる関連リスト
の強化 (ベータ)

関連リストでのクイック検索条件
を使用した絞り込み

リストビューでの選択リスト項目
の検索

ブラウザ履歴での新しいレコード
作成ページの保持

Chrome 向け Lightning 拡張機能を使
用して新しい Lightning 機能を試す

Lightning Scheduler: インバウンド予定のスケジュール、行動管理、アクションプランなど
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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 Scheduler を使用した顧客
の予定のスケジュールの合理化

行動管理を使用したカレンダーの
使用の管理

アクションプランと Lightning

Scheduler の組み合わせ

Salesforce アンケートと Lightning

Scheduler の連携

アセットのスケジュールを使用し
た部屋と機器の予約の管理

各種デバイス用の適切なフロー画
面の使用によるユーザエクスペリ
エンスの最適化 (ベータ)

Flow Builder で Lightning Scheduler 用
の適切な呼び出し可能アクション
を容易に検索

Salesforce アンケート: 無料の送信、カスタマイズされた招待メール、改善されたユーザエクスペリエンス

無料でアンケートを送信

無料のアンケート回答の利用

カスタマイズした招待メールを送
信して回答率を向上

リード向けのアンケートへの招待
の生成

質問および回答の文字数制限の増
加

モバイルデバイスでのアンケート
の容易な操作

コンソール

新しい Lightning コンソール
JavaScript API を使用したポップアウ
トユーティリティの検出

検索
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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

移動方法を反映する検索結果を使
用した必要な情報の迅速な発見

検索されたオブジェクトを一目で
確認

さらに多くのオブジェクトが検索
結果の対象に

ナビゲーションバーの項目メニュー
の項目の追加

ハイパーリンクへのカスタムの色
の割り当て

[テーマおよびブランド設定] のアク
セシビリティ表示ラベルの改善

ブラウザから印刷するときに表示
されなくなった Lightning Experience

ヘッダー

フルビューを使用したレコードの
表示 (ベータ)

レコードページでの活動の表示方
法に関する組織のデフォルトの設
定

リッチテキストエディタのアップ
グレード

Chrome でのポップアップブロッ
カーの無効化

Lightning Experience
Lightning Experience は、まったく新しい概念のインターフェースです。さらに、UI プラットフォームで構築され
ているため、ニーズに伴いエクスペリエンスの成長および進化が可能です。このリリースでの新機能と考慮事
項を確認してください。
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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

このリリースの Lightning Experience

の機能

Summer '19 の Lightning Experience で
動作が異なる機能と使用できない
機能

Essentials Edition
Dialer、チャット、メッセージングなどのアドオンを使用して Essentials に機能を追加するオプションが増え、ス
トレージが増加しました。データインポートウィザードを使用して商談をインポートし、進行中の案件を
Salesforce に取り込みます。Web サイトまたはヘルプセンターに自動タスクを埋め込み、顧客に対応するときに
チームに次のステップを推奨したり、ケースをマージしたりします。

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

Dialer を使用したチームの電話の統
合

チャットとメッセージングで即座
に顧客との会話を開始

Salesforce でのデータの保存量の増
加

ビジネスと Salesforce の成長

Salesforce Essentials への商談のイン
ポート

チャットと連絡要求でヘルプセン
ターを強化

簡単なタスクで埋め込みフローを
使用してユーザをガイド

Einstein Next Best Action であらゆる
顧客に配慮

ケースのマージによるケースリス
トの整理 (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

トレーニング、オンボーディング、
およびニュース用のアプリケーショ
ン内ガイダンスの追加 (ベータ)

セールス
セールスケイデンスをリンクして複雑なセールスプロセスに対処できます。活動総計値により、Einstein 活動
キャプチャのユーザは活動データの全体像を把握できます。カスタマイズ可能な商品スケジュールは、受信す
る収益や送信する注文に関連したより複雑なセールスプロセスをサポートできます。CPQ Einstein 価格設定ガイ
ダンスにより、営業チームがよりインテリジェントな価格設定をできるようにします。また、Einstein キャン
ペーンインサイトを使用して、キャンペーンにエンゲージした見込み客の類似点を探します。

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

High Velocity Sales

High Velocity Sales での個人取引先の
使用

High Velocity Sales ユーザへの見込み
客の割り当て

新規ユーザによる High Velocity Sales

の円滑な開始

作業キュー

作業キューのリードの並び替え

作業キューで営業担当に表示され
る詳細のカスタマイズ

セールスケイデンス

セールスケイデンスのリンク

より少ないクリック数での見込み
客へのリーチアウト

セールスケイデンスビルダーでの
メールテンプレートのプレビュー
とスクリプトのコール
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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

フロー向けに分類されたセールス
ケイデンスの標準の呼び出し可能
なアクション

セールスケイデンスへのその他の
変更

High Velocity Sales での Open CTI の使
用

High Velocity Sales での一貫したメー
ルの追跡

Sales Cloud Einstein

Einstein 売上予測

四半期ごとの売上予測のサポート
(ベータ)

データのセグメント化による売上
予測の向上

Einstein 商談スコアリング

グローバルモデル

Einstein 活動キャプチャ

Einstein 自動取引先責任者

中核的なセールス機能

商品: ビジネスプロセスに合わせた
商品スケジュールの調整

コラボレーション売上予測

Lightning Experience の売上予測ページ
の機能強化

Lightning Experience で数回クリックす
るだけで管理できる売上目標

テリトリー売上予測ビューの切り
替え

エンタープライズテリトリー管理
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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

Lightning Experience テリトリー管理設
定の機能強化

テリトリー売上予測のサマリー
ビュー

パス: 販売マイルストンの祝福

中核的なセールス機能のその他の変更

Lightning Experience でのより簡単なテ
リトリーの割り当て

Lightning Experience でのパートナーリ
レーションの維持

Lightning Experience での取引先責任者
の役割の追加の効率化

取引先および商談レイアウトで通
貨項目を使用可能

エンタープライズテリトリー管理
での取引先の手動共有の有効化 (以
前にリリース済みの重要な更新)

カスタマイザブル売上予測の廃止

元のテリトリー管理の廃止

生産性機能

Einstein 活動キャプチャ

設定の作成の簡易化

活動総計値で活動データに関する
全体像を把握 (正式リリース)

活動の共有先の制御

Essentials での行動と取引先責任者の
同期 (リリース遅延)

改良された検索条件を使用した取
引先責任者の同期

Sandbox での同期機能のテスト
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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

Salesforce ヘルプでのレコードの活動
日についての詳細の表示

メール操作環境

画像を使用したメールでのメッセー
ジの伝達

メールアドレスをクリックしたと
きに使用するメールコンポーザを
営業担当が選択

メールアドレス項目を参照のみと
してマークし変更を防止

プライバシープラグインによる
Salesforce 機能のブロックを解消

Company Community ユーザとしての
リストメールの送信

不達メールメッセージの送信元ア
ドレスの統一とアラートの明確化

メールテンプレート

拡張レターヘッドを使用した
Lightning メールテンプレートの有効
性の向上

Salesforce Classic での既存のレター
ヘッドの場所の新しい名前

メールテンプレートとレターヘッ
ドに画像を含める

Sales Console でのメールテンプレー
ト全体の表示

ケースメールの対象にメッセージ
を保存

活動

新しい ToDo 条件によるマネージャ
の生産性の向上

ToDo 通知をメールで受け取るかど
うかの選択
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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

ToDo リストビューの簡単な共有

メモ: ユーティリティバーからの
ポップアウトメモ
Lightning Dialer

通話結果のカスタム選択リストの
使用

ユーティリティバーからの Lightning

Dialer のポップアウト

通話品質に関する問題の簡単な報
告

レコードページから活動リストへ
の電話番号の追加

分数の利用状況に関するメール通
知の取得

Inbox アプリケーション

Salesforce Inbox での商談を成立させ
るために必要なすべての情報の検
索

わかりやすくなった設定アシスタ
ントページを使用した Inbox モバイ
ルアプリケーションの設定

Salesforce Inbox Android アプリケーショ
ンからの通知の維持

カレンダー

リストビューでの行動の絞り込み
と検索

クイックアクションを使用してあ
らゆる場所から一連の行動を作成
Quip for Sales

Lightning Data: 対象にするレコード
やスキップするレコードの選択
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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

Data.com Prospector と Data.com Clean

の廃止

Gmail インテグレーション

より少ないクリック数での Gmail か
ら Salesforce へのメールの記録

Gmail からのメール追跡での場所の
表示

Microsoft® とのインテグレーション

Outlook® インテグレーション

より少ないクリック数で Outlook か
らメールを Salesforce に記録

Outlook での個々のメールの追跡詳
細へのアクセス

Outlook からのメール追跡での場所
の表示

メールを後で送信するようにスケ
ジュールして送信されたら Salesforce

に記録
Salesforce for Outlook

Salesforce for Outlook v3.4.6 について

Salesforce クラウドベースの代替製品
で広がる視野

Salesforce CPQ および Billing: 価格設定ガイダンス、強化された請求書品目のクレジット適用、大規模な契約の
信頼できる修正および更新

Salesforce CPQ

価格設定ガイダンスでの最適な価
格の推奨

大規模な修正および更新見積を使
用した大規模な契約の管理

注文から契約した場合の更新にお
ける全体に対する割合のリレーショ
ンの維持
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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

CPQ Lightning を使用した商談ページ
および取引先ページからの契約の
更新と期間調整

価格アクション数式でのパーセン
ト項目のロジックの更新

ページセキュリティプラグインを
使用した見積項目の非表示とロッ
ク

見積規約リーダー API を使用した見
積規約の取得

Salesforce CPQ のその他の変更
Salesforce Billing

Salesforce Billing Summer '19 のインス
トール前の手順

すべての請求書クレジットを 1 か所
で管理

支払センターでの CVV の入力
Pardot

キャンペーンインサイトを使用し
たプロスペクトエンゲージメント
の監視 (正式リリース)

キャンペーンレコードでのマーケ
ティングレポートデータの探索

ワークフローとプロセスビルダー
での行動スコアリングの使用

関連リストでのエンゲージメント
アクティビティの表示

Pardot ビューでのクイック検索条件
の使用

Lightning Experience への適応

B2B Marketing Analytics の従来のアプ
リケーションの廃止
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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

Pardot のすべてのリリースノートの
1 か所での表示

サービス
ビジュアルマップで Einstein ボットのダイアログを簡単に確認し、新しいスマートルーティング機能を使用し
てボットの会話を適切なエキスパートにエスカレーションします。ポップアウト地図、長期ガントチャート、
新しいドラッグアンドドロップのスケジュール設定オプションを使用することで、Field Service Lightning ディス
パッチャコンソールでの作業を迅速に行うことができます。洗練された設定画面でスキルベースのルーティン
グをすばやく設定します。最後に、重要なサービスの更新について積極的に顧客に連絡する、条件式を使用し
てよりインテリジェントなマクロを作成する、重複するケースをマージするなど、エージェントの生産性を向
上させるその他のさまざまな機能を探索します。

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 for Service

会話中のボットセッションのイン
テリジェントな転送

ダイアログマップを使用した会話
設計の理解

ボット設定の迅速化と準備の削減

プロファイルを使用したボットア
クションのカスタマイズ

適切なステップと Einstein Next Best

Action からの上位の結果をエージェ
ントに提供

Einstein ケース分類の最適化ボタン
が削除された

Field Service

Field Service Mobile アプリケーション

ディープリンクを使用したモバイ
ルナビゲーションの合理化

サービス予定の通知を送信するタ
イミングの選択
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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

複数の画像をアップロードして全
体像を把握

Android でのファイルの表示

Field Service Lightning モバイルアプリ
ケーションのその他の変更

高度な最適化によるスマートなス
ケジュール設定 (ベータ)

クルー管理を使用したサービスク
ルーの作成および管理 (正式リリー
ス)

ガントチャートでの表示期間の拡
大

ディスパッチャコンソールの地図
での作業の迅速化

各作業種別のスケジュール制限の
設定

ディスパッチャコンソールからの
最適化リクエストの監視

予定を予約するときのスケジュー
ルポリシーの選択

サービスリソースのタイムシート
の自動作成 (ベータ)

サービスレポートの関連リストの
並び替え

シフトの使用開始

生産性の高いユーザを祝福

新しいコミュニティユーザへの
Field Service Lightning オブジェクト
アクセス権の付与

サービスリソース作成時の納入商
品リソース種別の無視

チャネル
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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

Messaging

Messaging は新しい LiveMessage

Apple Business Chat での顧客との繋が
り

顧客の機密データの保護

Messaging のトランスクリプトの改
善

クイックテキストを使用した
Lightning 応答の高速化

会話の暗号化

フローで呼び出し可能な Messaging

アクション

言語の正しい読み取り方向

メッセージングの機能強化

チャット

チャットは新しい Live Agent

会議の開始

対話形式の会議の改善

チャットの機能強化

ソーシャルカスタマーサービス

おすすめ情報の形式を使用した
Facebook レビューの表示

ソーシャルフィード投稿の一括承
認および却下

最新の API を使用する Instagram ビジ
ネスアカウントへの移行

電話

Dialer によるサービスコンソールで
の電話の発着信
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

更新された音声サポートの設定フ
ローを使用したコールセンターの
作成

モバイルアプリケーション用埋め
込みサービス

Web 用埋め込みサービス

組み込みサービスは新しい Snap-in

顧客による予定の管理

顧客が組み込みサービスチャット
ダイアログを離れてから戻ること
を許可

Lightning Web コンポーネントを使用
したチャットメッセージのカスタ
マイズ

ファイルベースのフローのサポー
ト

組み込みサービスフローの機能強
化

ナレッジ

インライン編集による作成操作の
改善

拡張レポートリレーションでのイ
ンサイトの取得

任意のオブジェクトからのナレッ
ジ記事の検索

Lightning Experience での復元、削
除、および翻訳申請アクションの
使用

記事のリッチテキストエリア項目
への画像の貼り付け

Lightning Experience でのコミュニ
ティとサイト記事 URL を使用した
ケースメールの送信
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Lightning Experience での昇格済み検
索語の管理

Lightning Experience でのナレッジ
ワークフローアクションの管理

右から左へ記述される言語の記事
によるグローバル顧客のエンゲー
ジ

アップグレードされたリッチテキ
ストエディタの使用

ナレッジアクションとグローバル
クイックアクションの作成

Lightning Knowledge のルックアップ
機能の追加

ルーティング

コードではなく属性ベースのルー
ティングを使用したスキルベース
のルーティングの設定 (ベータ)

その他としてマークするルーティ
ングスキルの指定

Omni-Channel Supervisor でのエー
ジェントのキューとスキルの割り
当ての管理

エージェントが他のブラウザタブ
からログアウトされる前の応答画
面

フローからのスキルに基づく作業
項目の転送

ケース管理

サービスの Lightning フロー

Einstein Next Best Action のおすすめを
エージェントの手元に置く
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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 & おすすめコンポーネン
トでクイックアクションを使用し
て業務を順調に進行

より多くのガイダンスをより多く
のページに表示

必要に応じたリストの並び替え

ケース

単一レコードへのケースのマージ
(ベータ)

ケースの [ファイル] 関連リストでの
メールメッセージの添付ファイル
の表示

ケース関連メール作成時のファイ
ルの簡単な挿入

メールテンプレートライブラリの
より詳細な制御

Lightning Experience でのケースマイル
ストンの表示

生産性

条件付き命令によるマクロの強化

クイックテキストの迅速な検索

呼び出し可能アクション
Quip for Service

Analytics
行レベルの数式の機能がレポートのすべてのレコードで使用できるようになります。レポートに条件を設定
し、条件が満たされたらメールで通知されます。テンプレートで予測分析をアプリケーションに追加できま
す。Einstein Discovery 予測をどこにでも埋め込めます。他にも多くの機能があります。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

レポートとダッシュボード
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

レポート

行レベルの数式によるレポート内
の各レコードの評価 (ベータ)

条件付き書式を使用したデータの
強調表示 (正式リリース)

検索によるレコードの迅速な発見

[項目] ペインでの数式の操作

Lightning での履歴追跡レポートの作
成

書式設定された結合レポートのエ
クスポート

レポートテーブルの内容の表示の
改善

小さな数式エディタの廃止

ダッシュボード

グループと基準によるダッシュボー
ドコンポーネントの並び替え

Lightning テーブルの第 1 レベルのグ
ループでの小計の表示

Lightning テーブルでの列のサイズ変
更

登録

レポート条件が満たされたときに
通知を受信

登録メールのダッシュボードグラ
フとテーブルの改善

Einstein Analytics

Analytics 設定およびデータインテグレーション

Oracle Eloqua および NetSuite でのデー
タへの接続 (正式リリース)
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Amazon Redshift 接続で同期できる
データの増加

大量の Google BigQuery データを抽出
する場合のパフォーマンスの向上

接続済み Salesforce オブジェクトの
接続モードの 1 か所での設定

レシピでの新しく追加された項目
のキャプチャ

レシピのプレビューでの Null と空の
文字列の識別

Google アナリティクスおよび
BigQuery 接続の一貫性のある表示ラ
ベル

シンプルなモニター

レシピの項目プレビューの高速起
動

データフローの同時実行によるデー
タ読み込みの高速化

Analytics 事前作成済みアプリケーションおよびテンプレート

Sales Analytics および Service Analytics ア
プリケーションを使用するための
Einstein Analytics Platform または Einstein

Analytics Plus 権限セットの割り当て

Analytics for Sustainability を使用した環
境データに関するアクション可能
なインサイトの取得

新しい Analytics アプリケーションで
活動資金集めを最大化

Public Sector Case Analytics を使用した
公共セクタのサービス提供の測定
および改善

Financial Services Analytics テンプレー
トの新しい名称とライセンス
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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

作成する Analytics アプリケーション
をすばやく見つけるためのタグに
よるテンプレートピッカーの絞り
込み

その他の機能強化: テンプレートの
予測分析、簡単なダッシュボード
の埋め込み (リリース遅延)

Analytics アプリケーション構築:

エクスプローラでの検索条件ロジッ
クの操作

列へのカスタム数式の迅速な追加

ディメンションの簡単な並び替え

複合グラフと時間複合グラフでの
ドットの系列の使用

グローバル検索条件とリストウィ
ジェット、日付ウィジェット、範
囲ウィジェットの機能強化を使用
したダッシュボードコントロール
のスタイル設定

ダッシュボードインスペクタを使
用したステップのデバッグ

Einstein Analytics Classic デザイナの廃
止の計画

新しい SAQL timeseries オプションを
使用した季節データの予測

値テーブルでの Aggregateflex ステッ
プの活用

アセット履歴による以前に保存し
たバージョンのダッシュボード、
レンズ、データフローへの復元 (パ
イロット)

新しい Analytics テンプレートフレー
ムワーク機能を使用したアプリケー
ション間のアセットの共有
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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

アプリケーションの構築のその他
の機能強化
Einstein Discovery

保護項目を使用した倫理的で説明
可能なモデルの構築 (リリース遅延)

拡張されたモデル総計値を使用し
たモデルの詳細なインサイトの取
得 (リリース遅延)

Sandbox によるデータの試用 (リリー
ス遅延)

項目レベルの相関関係および改善
を使用したストーリーの絞り込み
(リリース遅延)

コードを記述せずに予測を Salesforce

レコードにリリース (パイロット)

(リリース遅延)

Lightning Experience レコードページで
の Einstein Discovery 予測の表示 (リ
リース遅延)

スマートバケット化を使用したイ
ンサイトの改善 (リリース遅延)

整数を使用した数量の予測 (リリー
ス遅延)

リリースしたモデルの制度をリア
ルタイムで監視 (パイロット) (リリー
ス遅延)

Analytics データフローでの予測のネ
イティブな生成 (リリース遅延)

最適化機能選択を使用したストー
リーの精度の改善 (リリース遅延)

小さな Einstein Analytics データセット
からのインサイトの取得 (リリース
遅延)
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Einstein Discovery Classic の廃止 (リリー
ス遅延)

Analytics の拡張

どこにでも埋め込める Einstein

Discovery 予測 (リリース遅延)

レコードページに埋め込まれたダッ
シュボードのコンテキスト検索条
件の迅速な作成

エンドユーザ向け Analytics

入門、トレーニング、最新情報の
入手に役立つ [詳細] タブ

ダッシュボード内動画オンボーディ
ングを使用した採用とエンゲージ
メントの促進

Analytics のその他の機能強化

Analytics モバイルアプリケーション:

Analytics for iOS/Android の Summer '19

バージョンの準備

コミュニティ
Summer '19 は開発者に恩恵をもたらします。コミュニティに多数の新しい API 機能強化が導入され、コミュニ
ティに関する作業をより効率的に行えるようになりました。Salesforce のモバイルチームは、Community Cloud 向
け Salesforce Mobile Publisher の改善に取り組んでいます。また、コミュニティユーザ向けのリストビューが改善
され、固定リストビュー、カスタム一括アクション、ToDo のカスタムリストビューなどを使用できるように
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

モバイルコミュニティ

ユーザの Lightning コミュニティを
表示するモバイルアプリケーショ
ンの作成
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

モバイルデバイスでの最適化され
た画像の表示 (リリース遅延)

Lightning コミュニティ

ユーザの作成と外部ユーザの管理
の合理化

コミュニティフローページ URL を使
用した詳細な制御

取引先および商談レイアウトで通
貨項目を使用可能

Microsoft Internet Explorer 11 でのコ
ミュニティビルダーのサポートの
終了

コミュニティビルダーでの Lightning コンポーネント

ケースビューでのクイックアクショ
ンの設定

コミュニティでの一括クイックア
クションの設定

コミュニティでのグローバルクイッ
クアクションの設定

レコードリストコンポーネントで
のカスタム ToDo リストビューの使
用

ユーザ設定のカスタマイズ

Einstein Analytics ダッシュボードの
コンテキスト検索条件の迅速な作
成

タイルメニューのフロート表示の
状態の制御 (ベータ)

Lightning Scheduler を使用した顧客
の予定のスケジュールの合理化

ユーザが使用できるレコードリス
トの表示オプションの増加
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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

コミュニティの【カスタマーサポー
トへの連絡】フォームの [送信] ボタ
ンのカスタマイズ

他のテンプレートのページを使用
したカスタム Lightning コミュニ
ティの強化

より多くのコミュニティへのデフ
レクション追跡の追加

コミュニティメンバーがサポート
からの電話を要求できるボタンを
追加

開発者の生産性

Chatter REST API を使用したコミュニ
ティの作成と公開

Lightning コミュニティでのナビゲー
ションの一貫性の向上

ナビゲーション API コールを使用し
たリンクの将来への対応

パートナーコミュニティ

取引先リレーションの機能強化

取引先リレーションのレポートの
実行

取引先リレーションデータ共有ルー
ルの更新

チャネルプログラムメンバーの履
歴の簡単な追跡

制限の緩和によるより多くのチャ
ネルプログラムメンバーの追加

パスを使用した市場開発資金の
フェーズの追跡

市場開発資金オブジェクトへの参
照の作成
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

パートナーによるケースからのメー
ル送信

ビジネスプロセスに合わせた商品
スケジュールの調整

共有とセキュリティ

標準外部コミュニティプロファイ
ルの開始時の制限強化

リードへの共有設定の使用

コミュニティのパスワードの複雑
さの要件の強化

パスワードなしのログインと検証
ページのカスタマイズ

コミュニティログイン失敗回数の
表示

Customer Community Plus および
Customer Community Plus Login ライ
センスの「API の有効化」権限をデ
フォルトで無効化

認証済みユーザの標準ページアク
セスの検証

$Site.AdminEmailAddress の廃止

重要な更新

コミュニティまたはポータルを使
用する組織の外部組織の共有設定
の有効化 (重要な更新、適用済み)

コミュニティとサイトの HTTPS 接続
には TLS 1.2 が必要 (重要な更新)

外部プロファイルの「API の有効
化」ユーザ権限のデフォルト設定
の無効化 (重要な更新)

セルフ登録、ログイン、ユーザへ
の割り当てでの標準外部プロファ
イルの使用の制限 (重要な更新)
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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

コミュニティまたはポータルを使
用する組織のユーザレコードでの
特定の項目のブロック (重要な更新)

コミュニティのその他の変更

Salesforce アプリケーションでの
リードのパスを使用したセールス
プロセスの改善

リンクによってユーザが自分のプ
ロファイルページに直接移動

最良の回答のメール通知の受信 (ま
たは非受信)

Google アナリティクスカスタムディ
メンションの使用

CORS ホワイトリストへの静的リ
ソースの追加

作成できるロール数と追加できる
個人取引先ユーザ数の制限の緩和

Files
アセットファイルの検索と作成は、より円滑かつ迅速になっています。新しい UI インジケータでアセットファ
イルを瞬時に識別します。ボタンをクリックするだけで、アセットライブラリから直接新しいアセットファイ
ルを作成できます。ファイル共有の制限が緩和されました。

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

アセットライブラリから直接アセッ
トファイルを作成

ファイル共有の制限の緩和
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モバイル
Salesforce モバイルアプリケーションでは、場所を問わず、ユーザが多忙なときでも生産性を維持できます。
Salesforce は、オフィスの外にいるユーザをサポートする新しい方法を追加するために懸命に取り組んでいま
す。

Salesforce 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 アプリケーションでのリー
ドのパスを使用したセールスプロ
セスの改善

パスユーザがセールスマイルスト
ンに達成した場合の祝福

Salesforce アプリケーションでのパー
トナーリレーションの維持

クイックアクションでのイベント
シリーズの作成

更新された Salesforce アプリケーショ
ンの要件の概要

pageReference クラスを使用したナビ
ゲーションの管理

Today での [新規行動] アクションを
使用した行動の作成

通知ビルダーを使用した最新情報
の伝達

非アクティブなユーザへのプッシュ
通知送信の中止

フロー用の呼び出し可能アクショ
ンの迅速な特定

生体認証 ID のスピードとセキュリ
ティを利用したアプリケーション
のロック解除

Salesforce アプリケーションとデス
クトップのバージョン番号の一致
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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

Mobile Publisher

Android および iOS での生体認証 ID

を使用したアプリケーションのロッ
ク解除

コミュニティアプリケーション用
の Mobile Publisher プロジェクトで
の Sandbox コミュニティのテストの
有効化

Salesforce Lightning コミュニティア
プリケーションでの新しい項目を
使用したブランドアセット

Industries
金融サービスやヘルスケアなどに合わせたソリューションを使用すれば、Salesforce が業界固有のものになりま
す。今回のリリースでは、Financial Services Cloud には新しい保険機能が追加され、Health Cloud には提供者リレー
ションやライフサイエンスプログラムの管理に役立つ新しいデータモデルが追加されており、Lightning Scheduler

を使用して金融およびヘルスケアの予定を予約できます。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Financial Services Cloud

Financial Services Cloud の保険

保険アプリケーションを使用した
計画、実行、スマートさの維持

個人ライフイベントコンポーネン
トを使用して顧客との関係を深め
る

保険契約コンポーネントを使用し
た保険契約者の全体像の把握

Financial Services Cloud の Lightning

フローを使用したサービス要求の
適切かつ迅速な処理 (リリース遅延)

Lightning Scheduler を使用して顧客
が予定をスケジュール
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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 Scheduler を使用した予定
へのアクションプランの接続

より多くのオブジェクトのアクショ
ンプランの作成

操作性の強化によりリレーション
の対応付けに、より多くの詳細を
表示
Einstein Analytics for Financial Services

の機能強化によるリテールバンカー
のための予測力の強化 (リリース遅
延)

Financial Services Cloud の新しいオブ
ジェクト

Health Cloud

ライフサイエンスプログラム管理
を使用したエンゲージメントの向
上

提供者リレーション管理データモ
デルを使用した提供者の名簿の作
成

患者タイムライン行動のスクロー
ル

MuleSoft CAQH コネクタを使用した
Health Cloud の統合

Health Cloud ビジネス API を使用し
たインテグレーションの構築

Health Cloud の新規および変更され
たオブジェクト

新規追加または変更された Health

Cloud Lightning コンポーネント
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myTrailhead
myTrailhead では、社内用に作成したコンテンツを使用して、Salesforce Trailhead と同じスキルベースのゲーム化さ
れた学習体験を提供できます。会社のロゴ、バナー画像、色を使用して myTrailhead をブランド設定することも
できます。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

社内学習の改革

カスタマイズ
Einstein 予測ビルダーで、データが品質の予測に使用されることを確認し、検索条件を使用してより正確にしま
す。Einstein Next Best Action を使用して、より適切なおすすめと予測を取得します。より堅牢な Flow Builder と多
数の新機能を使用して、フローを簡単に作成します。

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 予測ビルダー

Einstein 予測ビルダーでのデータ
チェッカーを使用したエラーの発
生前の検出

Einstein 予測ビルダーでのカスタム
ロジックを使用した検索条件の微
調整

Einstein Next Best Action

Next Best Action 戦略でおすすめを絞
り込むための式をより容易に作成

Salesforce オブジェクトまたは外部
データソースからの Next Best Action

Recommendations の動的配信および
拡張

対応付け要素を使用した簡単な機
能強化の追加、フロー入力変数へ
のおすすめ項目の対応付け

Next Best Action 戦略をパッケージ化
して配信

Lightning フロー
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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

オートメーションホームでの自動
化されたビジネスプロセスの分析
(ベータ)

プロセスビルダー

無効なプロセスを保存しない

プロセスビルダーでのカスタムメ
タデータ型レコードの参照

プロセスおよびフロー設計

Apex で定義されたデータ型を使用
してコードなしでフローの複雑な
インターネットデータを操作

連動選択リスト画面コンポーネン
トを必須にする

新しいシステム変数を使用したフ
ローインタビューの開始時刻への
アクセス

プロセスとフローへの Quip 文書と
チャットの追加

通知ビルダーを使用した最新情報
の伝達
Flow Builder

フローテンプレートからフローを
作成

Flow Builder でフロー種別に使用可能
なビルディングブロックのみを表
示

全機能を備え簡易化された環境で
のフローの迅速な作成

表示テキスト画面コンポーネント、
選択肢表示ラベル、ヘルプテキス
トなどでのリッチテキストの使用

リッチテキストコントロールに画
像を含める (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

フロー作成時の種別またはカテゴ
リによるアクションの検索

Lightning Scheduler フロー

Lightning Scheduler の標準フローとテ
ンプレートを使用した顧客の予定
のスケジュールの合理化

$Client.FormFactor グローバル変数を
使用した Lightning Scheduler カスタム
フローのユーザ環境の最適化

新規フローコンテンツ

新しいトレイルの探索: Flow Builder

を使用したフローの作成

フロー機能を設定および使用する
前に効率を向上するための簡単な
確認

Lightning フローのその他の変更

Enterprise Edition および Unlimited Edition

の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の増加

フロー割り当て内の誤った設定値
によりエラーを生成

エラー、警告、デバッグの新しい
詳細によるフローの作成およびデ
バッグの効率の向上

フロー割り当て要素の入力規則お
よびエラーメッセージの改善

より直感的な連動選択リストの表
示ラベル

既存のパッケージからの
EventSubscription と EventDelivery の削
除

Lightning フローの重要な更新
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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

プロセスビルダーで元のレコード
値に基づく条件を評価 (重要な更新)

フローとプロセスでの適切な BR() 関
数の使用 (重要な更新)

フローから呼び出された Apex クラ
スへのユーザアクセスを要求する
ことでセキュリティを強化 (重要な
更新)

廃止される機能

クラウドフローデザイナが Flow

Builder に置き換わる

Process Visualizer の廃止

Swing フローの廃止

Lightning アプリケーションビルダー

レコードページ作成時のオプショ
ンの増加

Einstein Analytics ダッシュボードの
コンテキスト検索条件の迅速な作
成

Quip 通知を Salesforce で直接参照

Outlook での個々のメールの追跡

Salesforce キャンペーンでの Pardot

データの探索
Salesforce Connect

外部オブジェクトのデータ変更の
より簡単な追跡 (正式リリース)

OData アダプタからの外部オブジェ
クトの選択リストの作成

外部オブジェクトレポートで取得
するレコード数の増加

外部サービスの拡張認証プロトコ
ルから選択
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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

開発者のための関連更新

データ保護とプライバシー

認証フォームオブジェクトを使用
した顧客の同意の追跡

データ管理ポリシーをサポートす
るための機密データの分類 (正式リ
リース)

データプライバシーレコードへの
クレジットスコアとインフルエン
サー情報の追加

項目のデータ機密性値のカスタマ
イズ

デフォルトでのデータ保護とプラ
イバシーの取得

オブジェクトおよび項目

数式項目での Einstein 予測の表示

組織で使用するカスタムオブジェ
クトの増加

組織から削除されたカスタム項目
の監視および物理削除の加速化

共有

ユーザおよびカスタムオブジェク
トのアクセス権設定のデフォルト
を [非公開] に設定

コミュニティまたはポータルを使
用する組織での外部組織の共有設
定の有効化 (重要な更新)

グローバリゼーション

新しいプラットフォーム言語によ
るつながりを持てる顧客の増加

右から左へ記述される言語による
適切な表示 (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

AppExchange

一般設定

フロー用のセッションベースの権
限セットの標準呼び出し可能アク
ションを分類

より迅速な Quip の設定

Quip サイトへの Salesforce ユーザの
より迅速な追加

Big Object のインデックスで使用す
る文字の増加

Big Object に対して定義するのデー
タ型の増加

高度な権限セットコンポーネント
ビューの有効化

トピック割り当ての表示ラベルの
更新

異なるリリースでの組織の本番ラ
イセンスの照合

pageReference.state プロパティとク
エリパラメータへの名前空間プレ
フィックスの追加 (重要な更新、適
用済み)

セキュリティと ID
Oauth カスタム範囲を使用して、外部エンティティの保護データへの接続アプリケーションのアクセスを定義
できるようになりました。大文字と小文字を区別しない確定的暗号化スキームを使用して暗号化するデータを
絞り込みます。ユーザが特定の [設定] ページまたはオブジェクトにアクセスする前に、ユーザに高保証セッ
ションセキュリティレベルを要求します。イベントマネージャで新しいダッシュボードを使用してイベントを
監視します。

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

認証と ID
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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

OAuth 範囲のカスタマイズ

[私のドメイン] のログイン検出での
Lightning Login の使用

指定ログイン情報の認証プロトコ
ル選択肢の追加

右から左へ記述される言語を使用
したパスワードのリセット

より複雑なパスワード

ログインの失敗回数の表示

コミュニティにパスワードなしで
ログインするための検証ページの
作成

ログイン検出用の新しいパスワー
ドリセットページの紹介

連絡先のない外部 ID ユーザの UI か
らの有効化

変更された SAML ACS URL

デフォルトの外部 ID プロファイル
でのアクセス制限

Trailhead でのモバイルファースト
ID について

接続アプリケーションについて
Salesforce Shield

Shield Platform Encryption: 暗号化統計の追加、項目の追加、大文字と小文字を区別しない絞り込みを保持する
暗号化の正式リリース

暗号化されたデータに関するその
他の統計の表示

チャットトランスクリプトの暗号
化

スクラッチ組織のデータの暗号化
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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

大文字と小文字を区別しない確定
的暗号化で完全一致を取得 (正式リ
リース)

活動の件名データの暗号化

メールメッセージの暗号化 (正式リ
リース)

イベントモニタリング: Lightning ページビュー EPT 向上のイベントマネージャ

新しい UI を使用したログインイベ
ントストレージの有効化

イベントモニタリングのイベント
を 1 か所で管理

設定変更履歴でトランザクション
セキュリティポリシーの変更を参
照

Lightning ページビューログでの関連
性の高い実効ページ時間

予期しない Apex 例外イベント種別
の項目のデータ型の変更

その他の変更

HTTPS 接続には TLS 1.2 が必要 (重要
な更新)

セッションセキュリティレベルポ
リシーによる証明書とイベントロ
グファイルへのアクセスの管理

リリース
新しいコンポーネントをリリースできます。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

変更セットの新規追加および変更
されたコンポーネント
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Salesforce IoT
IoT Insights は、Event Insights に名前が変更されました。

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 から Event Insights への名
前の変更

開発
Lightning コンポーネント、Visualforce、Apex を使用する場合、あるいは、好み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あっても、次の機能強化は、別の組織への再販を目的とした優れ
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

継続を使用した長時間コールアウ
トの実行

スタンドアロン Aura アプリケー
ションでの Lightning Web コンポー
ネントの使用

Visualforce ページでの Lightning Web

コンポーネントの使用

Lightning Out を使用したアプリケー
ションへの Lightning Web コンポー
ネントの追加 (ベータ)

Aura コンポーネントの保存時検証
の改善

動的に作成された Aura コンポーネ
ントでの関数式の作成の防止 (重要
な更新)

管理パッケージの global 以外の Apex

コントローラメソッドへのアクセ
スの無効化 (以前にリリースされた
重要な更新)
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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

重要な更新「暗黙的な共有を行う
@AuraEnabled Apex コントローラに
対して without sharing を使用」の延
期

Lightning Web コンポーネントでの
メールインテグレーションの拡張

異なるデバイスに合わせたコンポー
ネントの設定

Lightning Locker との互換性をテスト
するための JavaScript

CORS ホワイトリストへの静的リ
ソースの追加

Einstein Platform Services

有料プランからのトレーニング要
求を優先

例を返す API コールの数を 30 コー
ル/月に制限

Einstein Vision: データセットの最大サイズの増加、新しい language 項目

最大画像データセットサイズを 2 GB

に増加

最大データセットサイズを超える
とエラーが返される

API 応答 JSON に新しい language 項目
を追加

API 応答 JSON に新しい
numOfDuplicates 項目を追加

Einstein Language: データセットの最大サイズの増加、新しい language パラメータと項目

最大テキストデータセットサイズ
を 2 GB に増加

最大データセットサイズを超える
とエラーが返される
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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

テキストデータセットの作成時に
省略可能な language パラメータを使
用

API 応答 JSON に新しい language 項目
を追加

API 応答 JSON に新しい
numOfDuplicates 項目を追加

Visualforce

ライブコントローラ (パイロット) に
よるデータ更新のリアルタイム表
示

非公開静的リソースへのゲストユー
ザアクセスの更新

Visualforce ページのリッチテキスト
エディタが FCKEditor から CKEditor

に置き換わる
Apex

Apex での項目レベルセキュリティ
の適用 (パイロット)

スクラッチ組織でのプラットフォー
ムキャッシュの使用

Apex 一括処理クラスからのプラッ
トフォームイベントの起動 (正式リ
リース)

組織スキーマの改善されたキャッ
シュの有効化 (重要な更新、延期)

API

メタデータへのアクセス権を委任
する場合のユーザアクセスの制限
(正式リリース)

カスタムメタデータ型

プロセスビルダーでのカスタムメ
タデータ型レコードの参照
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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

より多くのカスタムメタデータ型
の取得

システムの概要でのカスタムメタ
データ型の使用状況の監視

カスタムメタデータ型の作成の表
示オプションを新機能に合わせて
更新

Salesforce CLI (リリース遅延)

oclif を使用した Salesforce CLI コマン
ドの実行の迅速化

DX プロジェクトの構造から推測を
排除

アプリケーションのライフサイク
ル全体に対する source コマンドの
使用 (正式リリース)

スクラッチ組織

スクラッチ組織の機能をさらに追
加して環境を作成

Einstein ボットを使用するスクラッ
チ組織の設定

VS Code 向け Salesforce 拡張機能

2019 年 10 月に廃止される Force.com
IDE

VS Code 向け Aura 拡張機能による編
集環境の改善

開発者コンソール

開発者コンソールでの Prettier を使
用したコードの書式設定

すべてのタイムゾーンで正確な
[Tests (テスト)] タブの [Enqueued

Time (キュー追加時間)] 項目

デバッグ
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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

保存できるデバッグログの数とサ
イズの増加

パッケージ化

ロック解除済みパッケージのイン
ストールおよびアップグレード方
法のカスタマイズ

名前空間化されたロック解除済み
パッケージの変更とデバッグの容
易化

ロック解除済みパッケージのその
他の機能強化

AppExchange パートナー

Marketplace Analytics を使用した
AppExchange リストの健全性の確認

App Analytics を使用した管理パッ
ケージの使用状況の把握

変更データキャプチャ

Apex トリガでの変更イベントメッ
セージの処理

カスタムチャネルを使用した変更
データキャプチャ通知のストリー
ムの作成

追加のオブジェクトに関する変更
イベント通知の受信

トランザクション境界内の変更の
同期で isTransactionEnd の代わりに
transactionKey を使用

プラットフォームイベント

プラットフォームイベントの公開
動作の選択

プラットフォームイベントトリガ
での小さいイベントバッチの処理
と例外からの復旧
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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

非同期プラットフォームイベント
公開エラーの通知の受信 (ベータ)

Lightning Web コンポーネントでの
ストリーミングイベントの受信

サポートされるブラウザ

サポートされるブラウザのドキュメントが変更され、必要な情報が見つけやすくなりました。Salesforce 用にサ
ポートされるブラウザは、Salesforce Classic または Lightning Experience のどちらを使用しているかによって異なり
ます。

このセクションの内容:

Lightning Experience でサポートされるブラウザ
Lightning Experience でサポートされるブラウザと制限事項を確認してください。
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 11 および macOS の Apple® Safari® バージョン 12.x をサ
ポートしています。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
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トされるモバイルブラウザのリストについては、「Salesforce アプリケーションの要件」を参照してく
ださい。

重要:  Internet Explorer 11 による Lightning Experience へのアクセスは、Summer '16 以降サポートされなくなりま
す。
• 2017 年 12 月 16 日まで引き続き IE11 を使用して Lightning Experience にアクセスできます。
• IE11 の延長サポートを選択すると、2020 年 12 月 31 日まで引き続き IE11 を使用して Lightning Experience に

アクセスできます。
• IE11 での Lightning Experience の使用には、重大なパフォーマンスの問題があります。
• 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®

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

Lightning Experience

12.x+最新最新最新IE 11Lightning 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 11 および macOS の Apple® Safari® バージョン 12.x をサポー
トしています。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: 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。
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Apple SafariMozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft EdgeMicrosoft Internet
Explorer

12.x+最新最新最新IE 11Salesforce Classic

なし最新最新最新IE 11Salesforce コン
ソール

なしありなしなしあり設定に関する特
別な考慮事項?

ありなしなしありあり制限事項?

メモ: 「最新」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。

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 に移行し、生産性を向上する
ための新しいツール

Lightning Experience をすべての組織で有効化し、移行の管理に役立つ新しいツールを導入します。また、新しい
Salesforce のすべてのすばらしい機能にユーザがエンゲージできるように、カスタマイズ可能なプロンプトを提
供します。Salesforce Classic から Lightning Experience に切り替えたときに同じレコードページが表示されます。iPad

デバイスで Lightning Experience の完全なデスクトップバージョンを実行します。拡張関連リストを有効にした
場合、関連リストでより多くの情報を参照し、より多くのことを行うことができます。Lightning Scheduler でセ
ルフサービスインターフェースと多くの Salesforce インテグレーションを使用して、予定のスケジュールを合理
化します。Salesforce アンケートで、カスタマイズした招待メールを使用してアンケートへの招待を無料で送信
し、より多くの回答を取得します。Lightning コンソールでユーティリティバーの右寄せを使用して、ブラウザ
の領域を最大限活用します。自分のナビゲーション方法を反映した検索結果を使用して、必要な情報をすばや
く見つけます。また、検索したオブジェクトを検索結果で容易に確認できます。Lightning Experience ナビゲー
ションバーで、さらに多くの最近使ったデータにアクセスします。これでも半分にすぎません。

このセクションの内容:

Lightning Experience の移行: 重要な更新と移行ツール
Winter '20 に、すべての組織で Lightning Experience が有効になります。それまでの間に、組織とユーザの準備
を整えてください。その作業に必要な新しい Lightning Experience 移行アシスタントおよびその便利な移行ツー
ルのコレクションが用意されています。
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Lightning Experience Adoption: アプリケーション内ガイダンスとヘルプメニュー
ユーザのオンボーディングとトレーニング、設定変更やニュースのハイライト、新機能の紹介などを目的
としたカスタムプロンプトを追加します。ヘルプメニューの強化により、自分のワークスペースに関連し
た情報が表示されます。
モバイルでの Lightning による携帯電話での Lightning Experience の使用 (Pilot)

Lightning Experience がモバイル対応になりました! Salesforce モバイルアプリケーションの次の進化として、
Lightning アプリケーションと Lightning レコードページのカスタマイズおよびコンポーネントが Salesforce モ
バイル環境で使用可能になります。Lightning アプリケーションビルダーの機能強化により、カスタムモバ
イル環境を簡単に作成できます。顧客はデスクトップとモバイルデバイス間で真にシームレスなカスタマ
イズされた環境を使用できます。
Salesforce Classic から Lightning Experience に切り替えるときにレコードコンテキストを保持
Salesforce Classic から Lightning Experience に切り替えると、Lightning Experience の同じページが表示されます (存
在する場合)。Lightning Experience に同じページが存在しない場合、デフォルトのランディングページにリダ
イレクトされます。デフォルトページは組織のデフォルトまたはカスタマイズによって決まります。
拡張関連リストによる関連リストの強化 (ベータ)

関連リストを強化しましょう。拡張関連リストでは、最大 10 列の表示、列のサイズ変更と並び替え、一括
アクションの実行、およびテキストの折り返しを行うことができます。
関連リストでのクイック検索条件を使用した絞り込み
関連リストでクイック検索条件を使用して、探しているデータを見つけます。関連リストのクイック検索
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。
リストビューでの選択リスト項目の検索
探している選択リスト値を見つけるのに、リストビューを自分で確認する必要はありません。リストビュー
の検索では、クエリ結果に選択リストが含まれるようになりました。連動選択リストや、翻訳された値が
含まれる選択リストは検索できません。
ブラウザ履歴での新しいレコード作成ページの保持
[新規] 標準アクションを使用してレコードを作成するときに、新規レコードを作成するページがブラウザ
の履歴に残されるようになりました。ページを更新したり、ブラウザの履歴を前後に移動したりすると、
どのページを表示したかがブラウザに記憶されます。この新規レコードフローは、標準オブジェクトとカ
スタムオブジェクトの両方に適用されます。
Chrome 向け Lightning 拡張機能を使用して新しい Lightning 機能を試す
最新かつ最高の技術を早期に導入していますか? または今後早期に導入したいと考えていますか? Chrome の
Lightning Extension では、最新の Lightning 機能にアクセスし、他の誰よりも早く試すことができます。
Lightning Scheduler: インバウンド予定のスケジュール、行動管理、アクションプランなど
Web サイトまたはコミュニティに埋め込まれた Lightning Scheduler のセルフサービスインターフェースを使用
して、インバウンド予定をスケジュールします。行動管理を使用してカレンダーの使用を管理します。
Lightning Scheduler がアクションプランおよび Salesforce アンケートと連携しました。
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Salesforce アンケート: 無料の送信、カスタマイズされた招待メール、改善されたユーザエクスペリエンス
アンケートを作成し、招待を無料で送信したら、無料割り当て後に受信した応答の数に基づいて料金を支
払います。パーソナライズした招待メールを参加者に送信します。質問、回答の選択肢、および参加者の
コメントの文字数制限の増加によりユーザエクスペリエンスが向上します。また、参加者はモバイルデバ
イスでアンケートをより容易に操作できます。
Lightning コンソールアプリケーション: ユーティリティ項目の右寄せ、新規 API

ユーティリティ項目が右寄せになり、ユーティリティがポップアウトされたときに新規 API メソッドで通知
されます。
検索: ナビゲーションを反映した検索結果、検索結果の詳細
検索結果では、アプリケーションのナビゲーションバーにある内容が優先されるため、検索がユーザの作
業に関連性の高いものになります。検索結果ページには、各オブジェクトで見つかった結果数が表示され
ます。さらに、より多くのオブジェクトが検索可能になりました。
ナビゲーションバーの項目メニューの項目の追加
項目メニューに表示される最近使ったデータの項目数を 3 件から 5 件に増やしました。スタイルも一部強
化し、セクション名と区切り文字を太字にして、異なるセクションを見分けやすくしました。
ハイパーリンクへのカスタムの色の割り当て
ハイパーリンクの色を定義して、Lightning Experience での会社のテーマおよびブランドのデザインを完了し
ます。
[テーマおよびブランド設定] のアクセシビリティ表示ラベルの改善
[テーマおよびブランド設定] 設定画面の使いやすさを高めるため、表示ラベル [アクセシビリティ対応のブ
ランド色] が [アクセシビリティの上書き] に更新されました。チェックボックスの表示ラベルも、[上書き]

から [アクセシビリティ対応のブランド色を上書き] に変更されました。さらに [アクセシビリティの上書き]

のツールチップが更新されました。
ブラウザから印刷するときに表示されなくなった Lightning Experience ヘッダー
必要なのはページの情報だけです。ブラウザから印刷するときに Lightning Experience ヘッダー (検索ボックス
やナビゲーションバーなど) が含まれなくなりました。
フルビューを使用したレコードの表示 (ベータ)

レコードページビューのデフォルトオプションが 2 つになりました。グループビューと呼ばれるようになっ
た現在のビューか新しいフルビューのいずれかを選択します。フルビューでは、同じページにすべての詳
細と関連リストが表示されます。Lightning Experience に移行しようとしている場合は、このビューは Salesforce

Classic に似ています。
レコードページでの活動の表示方法に関する組織のデフォルトの設定
レコードページで活動がユーザにどのように表示されるかを制御します。デフォルトビューを新しい展開
可能な活動タイムラインに設定するか、Salesforce Classic ユーザに馴染みのある活動関連リストビューを選択
します。ユーザはいつでもオプションを切り替えることができます。
リッチテキストエディタのアップグレード
CKEditor を使用するリッチテキストエディタが CKEditor バージョン 4.11.2 にアップグレードされました。
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Chrome でのポップアップブロッカーの無効化
組織から外部 URL へのリンクを開くときに、モーダルで権限が求められます。この予防措置は、新しいタ
ブがブラウザの履歴を介して元のウィンドウの場所にアクセスすることを防ぐために必要です。Chrome ユー
ザにこのモーダルが新たに表示されるようになりました。Safari ユーザと Firefox ユーザにはすでに表示され
ていました。ブラウザのポップアップを無効にできます。

Lightning Experience の移行: 重要な更新と移行ツール
Winter '20 に、すべての組織で Lightning Experience が有効になります。それまでの間に、組織とユーザの準備を整
えてください。その作業に必要な新しい Lightning Experience 移行アシスタントおよびその便利な移行ツールの
コレクションが用意されています。

このセクションの内容:

Lightning Experience の有効化 (以前にリリース済みの重要な更新)

Spring '19 リリースノートに記載されているように、Salesforce は、ユーザがより迅速に多くの作業を行い、
生産性を高めることができるように、Winter '20 ではローリング方式で Lightning Experience を有効化していき
ます。Lightning Experience が有効化された後も、ユーザは引き続き Salesforce Classic にアクセスできます。
Lightning Experience への切り替えには、ビジネスリーダーやユーザから IT チームまで、全員に直接的なメリッ
トがあります。新しいユーザインターフェースにより、ユーザの効率と生産性が向上します。さらに、
Lightning Platform の機能を簡単に利用できるため、ビジネスプロセスに合わせて UI を簡単かつ柔軟にカスタ
マイズし、ビジネスの変更に対応して、会社の収益を向上することができます。
移行アシスタント: 必要なものすべてを一元管理
Salesforce Classic から Lightning Experience への移行に関するヘルプが必要ですか? Lightning Experience 移行アシス
タントは、移行を成功させるために推奨されるすべての活動、ツール、およびリソースの中央ハブです。
旧 Lightning Experience 移行アシスタントは、この移行アシスタントに置き換わりました。最新バージョンの
移行アシスタントでは、ナビゲーションが合理化され、いくつかの新しいステップと再編成されたステッ
プがあります。
オンにした Lightning Experience はオフにできなくなる
2019 年 10 月 12 日以降、Lightning Experience を一度オンにすると、オフにはできなくなります。Lightning

Experience 移行アシスタントの [Lightning Experience を有効化] トグルボタンはグレー表示になります。その後
も、Salesforce Classic と Lightning Experience の切り替えは可能です。
準備状況を 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。レポー
トは、レポートビルダーの新しいセクションで強化されています。
Lightning Experience 設定コンバータ: Visualforce ページのスキャンと準備など
Lightning Experience 設定コンバータを使用して、移行に関する共通の ToDo を合理化および自動化することに
より、Lightning Experience に合わせて組織を準備します。Visualforce ページをスキャンして、Lightning Experience

への移行に影響する問題があるかどうかもチェックします。推奨事項が記載されたレポートを取得し、
Lightning スタイルシートを自動的に適用します。JavaScript ボタンスキャン結果を CSV ファイルとして取得
し、チームと共有します。
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Lightning Experience への移行を続行するためのアラームの表示
システム管理者には、Lightning Experience への移行を続行するように奨励する穏やかなアラームが表示され
るようになりました。アラームはページの右下に表示され、Lightning Experience 移行アシスタントへのリン
クが含まれています。

Lightning Experience の有効化 (以前にリリース済みの重要な更新)
Spring '19 リリースノートに記載されているように、Salesforce は、ユーザがより迅速に多くの作業を行い、生産
性を高めることができるように、Winter '20 ではローリング方式で Lightning Experience を有効化していきます。
Lightning Experience が有効化された後も、ユーザは引き続き Salesforce Classic にアクセスできます。Lightning Experience

への切り替えには、ビジネスリーダーやユーザから IT チームまで、全員に直接的なメリットがあります。新し
いユーザインターフェースにより、ユーザの効率と生産性が向上します。さらに、Lightning Platform の機能を簡
単に利用できるため、ビジネスプロセスに合わせて UI を簡単かつ柔軟にカスタマイズし、ビジネスの変更に
対応して、会社の収益を向上することができます。
対象: この変更は、まだ Lightning Experience が有効になっていないすべての組織の Group Edition、Developer Edition、
Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition に適用されます。
時期:この変更は、2019 年 1 月 28 日に [重要な更新] で導入されました。この重要な更新に関するアプリケーショ
ン内アラームが表示されるようになり、2019 年 3 月 18 日に Lightning Experience 移行アシスタントがシステム管
理者に表示されるようになりました。この更新は、Winter '20 でローリング方式で自動的に有効になります。
対象ユーザ:「すべてのデータの編集」および「アプリケーションのカスタマイズ」権限を持つシステム管理
者の [設定] にこの重要な更新が表示されます。
この重要な更新は、「Lightning Experience ユーザ」権限が有効になっているすべてのユーザに適用されます。こ
の更新は、標準プロファイルを持つすべてのユーザ、およびシステム管理者によって「Lightning Experience ユー
ザ」権限が有効化されたカスタムプロファイルまたは権限セットを持つユーザに適用されます。
理由: Salesforce のユーザエクスペリエンスとプラットフォームの未来は Salesforce Lightning にかかっています。
Salesforce Lightning には、従来の機能および「Lightning Experience のみ」の機能の刷新を含めて、Salesforce すべて
の新機能が実装されます。Lightning Experience が有効になる前に組み込みリードタイムを利用して、新しいイン
ターフェースで既存の機能とカスタマイズを確認し、変更管理を使用してユーザの準備を整えてください。後
で Lightning Experience が有効になったときに全員のエクスペリエンスが向上するように、今すぐ開始しましょ
う。できればこの更新が自動的に有効になる前に、チームのユーザの Lightning Experience を管理して有効にし
てください。
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。[Lightning

Experience の有効化] で、[確認]をクリックします。Lightning Experience を有効にする準備ができたら、設定の [重
要な更新] または [Lightning Experience] でこの更新を有効化できます。
全員が Lightning Experience で作業するように促すため、Salesforce Classic で作業しているユーザは毎週 Lightning

Experience に切り替えられます。ユーザはユーザプロファイルメニューから Salesforce Classic と Lightning Experience

を切り替えることができます。Salesforce Classic では、ユーザのヘッダーに Lightning Experience への切り替えリン
クも表示されます
「すべてのデータの編集」および「アプリケーションのカスタマイズ」権限システム管理者には、Lightning

Experience への移行に向けて進捗し続けるように促すアラームが表示されます。これらのプロンプトはページ
の右下に表示され、Lightning Experience 移行アシスタントへのリンクが含まれます。このプロンプトを無効にす
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ることができます。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザインターフェース」と入力し、[ユーザイン
ターフェース] を選択します。無効にするアラームを選択します。
Salesforce がサポートします。
• この重要な更新についての詳細は、ナレッジ記事「Turn on Lightning Experience (Critical Update) FAQ (Lightning

Experience の有効化 (重要な更新) に関する FAQ)」を参照してください。
• 移行を成功させるために推奨されるすべての活動、ツール、およびリソースの中央ハブである、Lightning

Experience 移行アシスタントを確認してください。
• Lightning Experience エキスパートのアドバイスを受け、Salesforce Ohana でコラボレーションするには、Lightning

Now Trailblazer Community にアクセスしてください。
• 管理者ブログの記事「Be Lightning Ready by the Winter ‘20 Release (Winter ‘20 リリースまでに Lightning に対応する)」

をお読みください。

移行アシスタント: 必要なものすべてを一元管理
Salesforce Classic から Lightning Experience への移行に関するヘルプが必要ですか? Lightning Experience 移行アシスタン
トは、移行を成功させるために推奨されるすべての活動、ツール、およびリソースの中央ハブです。旧 Lightning

Experience 移行アシスタントは、この移行アシスタントに置き換わりました。最新バージョンの移行アシスタ
ントでは、ナビゲーションが合理化され、いくつかの新しいステップと再編成されたステップがあります。

このセクションの内容:

Lightning Experience 移行アシスタントによる移行の促進
移行アシスタントを使用して、Lightning Experience へのジャーニーを制御できます。準備状況の評価やビジ
ネスケースの作成、実装の準備、本番リリースから、ユーザの採用の追跡と促進まで、主要な活動に関す
るガイダンスが提供されます。最終的に、Salesforce Classic を無効にします。
Lightning Experience 移行アシスタントのフェーズ間の移動
ホームページに移動することなく、移行アシスタント内でフェーズ間を移動できるようになりました。新
しいナビゲーションリンクは各ページの上部にあります。
Lightning Experience 移行アシスタントでの新しいステップと再編成されたステップの使用
Lightning Experience の移行を支援するため、移行アシスタントにいくつかのツールが追加されました。また、
移行の各フェーズ内の段階とステップの順序を調整するため、いくつかの活動が再編成されました。
旧移行アシスタントでのアクセスに使用していたツールの検索場所
旧 Lightning Experience 移行アシスタントでのアクセスに使用していたすべてのツール、機能、および設定を
移行アシスタントで使用できるようになりました。

Lightning Experience 移行アシスタントによる移行の促進
移行アシスタントを使用して、Lightning Experience へのジャーニーを制御できます。準備状況の評価やビジネス
ケースの作成、実装の準備、本番リリースから、ユーザの採用の追跡と促進まで、主要な活動に関するガイダ
ンスが提供されます。最終的に、Salesforce Classic を無効にします。
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。
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対象ユーザ: 移行アシスタントを使用するには、「設定・定義を参照する」および「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。移行アシスタントの一部のツールを使用するには、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: 管理を容易にするため、移行アシスタントではプロセスが 3 つのフェーズに分割されています。フェー
ズごとに、作業をスピードアップするステップとツールが段階的に説明されます。

各フェーズの活動は、情報を整理する段階、進行状況を監視する段階、重要なものがすべて揃っているという
自信を抱かせる段階で構成されます。
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方法: Salesforce Classic の [設定] から移行アシスタントにアクセスするには、[Lightning Experience 移行アシスタント]

の [使用を開始する] をクリックします。Lightning Experience の [設定] から、メニューの上部にある [Lightning

Experience 移行アシスタント] リンクをクリックします。

Lightning Experience 移行アシスタントのフェーズ間の移動
ホームページに移動することなく、移行アシスタント内でフェーズ間を移動できるようになりました。新しい
ナビゲーションリンクは各ページの上部にあります。

Lightning Experience 移行アシスタントでの新しいステップと再編成されたステップの使用
Lightning Experience の移行を支援するため、移行アシスタントにいくつかのツールが追加されました。また、移
行の各フェーズ内の段階とステップの順序を調整するため、いくつかの活動が再編成されました。
理由: 変更点を次に示します。
発見フェーズ
• 計画段階は発見フェーズに移動されたため、ロールアウト計画を定義してから、意思統一段階で関係者に

検証を依頼できます。
• 変更管理戦略を定義するステップは、計画段階に含まれるようになりました。
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ロールアウトフェーズ
• このフェーズは、変更管理および Lightning Experience への移行に向けたユーザの準備に焦点を絞った新しい

段階で始まります。
• 実装段階には、データの整理方法や活動の管理方法など、組織のデフォルトのレコードページ操作環境を

定義するための新しいステップが含まれます。Salesforce Classic に近いレコード操作環境を提供することで、
ユーザの移行を容易にすることができます。

• [私のドメイン] を設定するステップは、実装段階に含まれるようになりました。
最適化フェーズ
• モチベーション段階には、Lightning Experience ヘルプメニューをカスタマイズする新しいステップが含まれ

ます。
• 組織で Salesforce Classic を無効にし、Lightning Experience へのジャーニーを完了します。このステップは、ジャー

ニーの最後の段階です。

旧移行アシスタントでのアクセスに使用していたツールの検索場所
旧 Lightning Experience 移行アシスタントでのアクセスに使用していたすべてのツール、機能、および設定を移
行アシスタントで使用できるようになりました。

移行アシスタントでの使用方法移行アシスタント
の場所

旧移行アシスタン
トの場所

ツール、機能、および
設定

[Lightning Experience の準備状況をチェックする]

ステップで、[準備状況をチェック]をクリック
します。

発見フェーズ > 評
価段階

[準備状況を
チェック] タブ

Lightning Experience 準備
状況チェック

[Lightning Experience をプレビューする] ステップ
で、[プレビュー] をクリックします。

発見フェーズ > 評
価段階

[プレビュー] タブLightning Experience プレ
ビュー

[Lightning Experience をデフォルトのインター
フェースにする] ステップで、[ユーザの切り替
え] をクリックします。

ロールアウト
フェーズ > 開始段
階

[ユーザを設定] タ
ブ

ユーザを Lightning

Experience に移行

[定期的にユーザを Lightning Experience に切り替
える] ステップで、このオプションを有効また
は無効にします。

最適化フェーズ >

モチベーション段
階

[ユーザを設定] タ
ブ

Lightning Experience にと
どまるようにユーザを
促す

[お客様の組織の環境を Lightning Experience に限
定] ステップで、このオプションを有効または
無効にします。

最適化フェーズ >

モチベーション段
階

[ユーザを設定] タ
ブ

Lightning Experience での
み Lightning Experience

ユーザを保持

[Lightning Experience を有効にする] ステップで、
このオプションを有効または無効にします。

ロールアウト
フェーズ > 開始段
階

[有効にする] タブLightning Experience の有
効化
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オンにした Lightning Experience はオフにできなくなる
2019 年 10 月 12 日以降、Lightning Experience を一度オンにすると、オフにはできなくなります。Lightning Experience

移行アシスタントの [Lightning Experience を有効化] トグルボタンはグレー表示になります。その後も、Salesforce

Classic と Lightning Experience の切り替えは可能です。
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。

関連トピック:

Lightning Experience の有効化 (以前にリリース済みの重要な更新)

Salesforce ヘルプ: 組織の Lightning Experience 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)

準備状況を 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。レポー
トは、レポートビルダーの新しいセクションで強化されています。
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。
方法: [設定] から準備状況チェックを実行します。[Lightning Experience 移行アシスタント] の下にある [使用を開
始する] をクリックします。[発見フェーズ] タイルで [手順に進む] をクリックします。[Lightning Experience 利点
と準備状況をチェックする] の下にある [準備状況をチェック] をクリックします。

Lightning Experience 設定コンバータ: Visualforce ページのスキャンと準備など
Lightning Experience 設定コンバータを使用して、移行に関する共通の ToDo を合理化および自動化することによ
り、Lightning Experience に合わせて組織を準備します。Visualforce ページをスキャンして、Lightning Experience への
移行に影響する問題があるかどうかもチェックします。推奨事項が記載されたレポートを取得し、Lightning ス
タイルシートを自動的に適用します。JavaScript ボタンスキャン結果を CSV ファイルとして取得し、チームと共
有します。

このセクションの内容:

Visualforce for Lightning Experience (ベータ)

ほとんどの Visualforce ページは Lightning Experience に対応していますが、対応していないページを見つけやす
く、更新しやすくしています。Lightning Experience 設定コンバータの [Visualforce ページ] タブで自分の組織を
検索すると、組織の Visualforce ページのレポートが作成されます。本番組織をスキャンして、ユーザが最も
多く閲覧しているページとほとんど使用していないページを特定します。
JavaScript ボタンでダウンロード可能なレポートを取得
Lightning Experience 設定コンバータのスキャン結果をチームの他のメンバーとこれまで以上に簡単に共有で
きます。Lightning Experience 設定コンバータでスキャン結果を表示するだけでなく、スキャンが完了したと
きに受信するメールに添付された CSV ファイルで結果を確認することもできます。
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Visualforce for Lightning Experience (ベータ)

ほとんどの Visualforce ページは Lightning Experience に対応していますが、対応していないページを見つけやすく、
更新しやすくしています。Lightning Experience 設定コンバータの [Visualforce ページ] タブで自分の組織を検索する
と、組織の Visualforce ページのレポートが作成されます。本番組織をスキャンして、ユーザが最も多く閲覧し
ているページとほとんど使用していないページを特定します。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Professional Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の
Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。

メモ:  Lightning Experience 設定コンバータの Visualforce ページ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。この機能は
お客様各自の裁量で使用し、購入するときは、現在正式にリリースされている製品および機能に基づい
て判断してください。Salesforce はこの機能の特定期間内の正式リリースまたはリリースの有無を保証せ
ず、いつでも中止できます。この機能は評価のみを目的とし、本番環境での使用はできません。この機
能は現状のまま提供され、サポートの対象外です。この機能に起因あるいは関連して生じた危害または
損害に対して Salesforce は一切の責任を負わないものとします。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに
関するお客様の義務、関連する Salesforce 以外のアプリケーションおよびコンテンツの使用規約はすべて、
お客様によるこの機能の使用にも同様に適用されます。Visualforce ページ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。

対象ユーザ: Visualforce ページ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」権限が必要です。
理由: 結果は、ユーザプロファイルと最近の使用状況に基づいてリストビューに整理され、ユーザへの影響が
最も大きく、必要な作業が最も少ないページが優先的に表示されます。本番組織をスキャンすると、ユーザが
過去 90 日間アクセスしていない Visualforce ページが新しいリストビューに表示されます。Lightning スタイルシー
トは、ボタンをクリックするだけで適用できます。ツールが完了できなかった更新については、手動で修正す
るための指示が設定コンバータに表示されます。設定コンバータの Visualforce タブは、Lightning Experience 準備
状況チェックにより生成される、Visualforce チェックと Visualforce 準備状況の PDF レポートを置き換えます。
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。

JavaScript ボタンでダウンロード可能なレポートを取得
Lightning Experience 設定コンバータのスキャン結果をチームの他のメンバーとこれまで以上に簡単に共有できま
す。Lightning Experience 設定コンバータでスキャン結果を表示するだけでなく、スキャンが完了したときに受信
するメールに添付された CSV ファイルで結果を確認することもできます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Professional 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: 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」権限が必要です。
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。
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Lightning Experience への移行を続行するためのアラームの表示
システム管理者には、Lightning Experience への移行を続行するように奨励する穏やかなアラームが表示されるよ
うになりました。アラームはページの右下に表示され、Lightning Experience 移行アシスタントへのリンクが含ま
れています。
対象:この変更は、Group Edition、Developer Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および
Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: アラームは「すべてのデータの編集」権限と「アプリケーションのカスタマイズ」ユーザ権限を
持つシステム管理者に対してのみ表示されます。
理由: 「移行アシスタントを使用」では、手順とリソースの中央ハブである Lightning Experience 移行アシスタン
トをチェックするようにシステム管理者を促しています。アラームは、システム管理者が Lightning Experience

移行アシスタントにアクセスするためのボタンをクリックするまで、週 1 回表示されます。
方法: アラームを表示しないように設定できます。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザインター
フェース」と入力し、[ユーザインターフェース] を選択します。システム管理者へのアラームの表示を停止す
るには、[Disable the “Meet the Transition Assistant” admin reminder in Lightning Experience (Lightning Experience でシ
ステム管理者への「移行アシスタントを使用」のアラーム表示を無効にする)] を選択します。

Lightning Experience Adoption: アプリケーション内ガイダンスとヘル
プメニュー
ユーザのオンボーディングとトレーニング、設定変更やニュースのハイライト、新機能の紹介などを目的とし
たカスタムプロンプトを追加します。ヘルプメニューの強化により、自分のワークスペースに関連した情報が
表示されます。

このセクションの内容:

トレーニング、オンボーディング、およびニュース用のアプリケーション内ガイダンスの追加 (ベータ)

ユーザと直接エンゲージするためのアプリケーション内ガイダンスを、コードを書かずにボタンのクリッ
クだけで作成できます。コンテンツを作成したら、重要な URL にリンクされたアクションボタンをプロン
プトに含めます。対象オーディエンスを選択して、プロンプトが表示される場所と時間を指定できます。
キーボードショートカットによるプロンプトへのフォーカス移動
Ctrl+F6 (Windows) または Cmd+F6 (macOS) のキーボードショートカットを使用して、ページ上のアプリケーショ
ン内ガイダンスのプロンプトにフォーカスを切り替えることができます。
[設定] の [オンボーディング & アシスタンス] から [ユーザエンゲージメント] への名称変更
採用アシスタンス、ヘルプメニュー、アプリケーション内ガイダンスの設定ホームが「ユーザエンゲージ
メント」という新しい名前になりました。
ヘルプメニュー: エディションでの絞り込み結果、Trailhead へのクイックリンク、ヘルプ、およびサポート
ヘルプメニューの強化により、質問への答えをすばやく簡単に見つけられるようになりました。
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トレーニング、オンボーディング、およびニュース用のアプリケーション内ガ
イダンスの追加 (ベータ)
ユーザと直接エンゲージするためのアプリケーション内ガイダンスを、コードを書かずにボタンのクリックだ
けで作成できます。コンテンツを作成したら、重要な URL にリンクされたアクションボタンをプロンプトに含
めます。対象オーディエンスを選択して、プロンプトが表示される場所と時間を指定できます。
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。

メモ: プロンプ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。この機能はお客様各自の裁量で使用し、購入するときは、
現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて判断してください。Salesforce はこの機能の特定
期間内の正式リリースまたはリリースの有無を保証せず、いつでも中止できます。この機能は評価のみ
を目的とし、本番環境での使用はできません。この機能は現状のまま提供され、サポートの対象外です。
この機能に起因あるいは関連して生じた危害または損害に対して Salesforce は一切の責任を負わないもの
とします。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関するお客様の義務、関連する Salesforce 以外のアプ
リケーションおよびコンテンツの使用規約はすべて、お客様によるこの機能の使用にも同様に適用され
ます。

対象ユーザ: すべてのシステム管理者は、プロンプトを追加および編集できます。「プロンプトを管理」およ
び「メタデータの変更」ユーザ権限を付与することで、他のユーザもプロンプトを管理できるようになりま
す。
理由: ユーザのオンボーディングとトレーニング、設定変更やニュースのハイライト、新機能の紹介などを目
的としたカスタムプロンプトを追加します。
プロンプトは 2 種類から選ぶことができます。フロート表示プロンプトは、画面の左、右、または中央の上ま
たは下に配置できます。フロート表示プロンプトは、配置された場所に留まります。

ドッキングプロンプトは、右下に表示され、ユーザはプロンプトを最小化または最大化できます。
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Salesforce では、複数のプロンプトが同時に表示されないようにすることで、最適なユーザエクスペリエンスを
保証できるようにしています。また、ユーザによるプロンプトの操作を検出して、プロンプトを再び表示する
か、またはユーザが必要なアクションを完了した後は表示しないようにするかが判断されます。
設定ページで、ビューとアクションボタンのクリックに関する総計値をレビューして、プロンプトの操作を追
跡してください。
方法: Lightning Experience の [設定] から、[クイック検索] ボックスに「アプリケーション内ガイダンス」と入力し、
[アプリケーション内ガイダンス] を選択します。[プロンプトを追加] をクリックして、新しいブラウザタブで
プロンプト作成バーを開きます。プロンプトを追加するアプリケーションとページに移動して、[プロンプト
を追加] をクリックします。ウィンドウが開き、プロンプトを作成してプレビューするための手順が表示され
ます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でのプロンプトの定義 (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)

Knowledge Article: アプリケーション内ガイダンスプロンプト (ベータ) に関する FAQ

キーボードショートカットによるプロンプトへのフォーカス移動
Ctrl+F6 (Windows) または Cmd+F6 (macOS) のキーボードショートカットを使用して、ページ上のアプリケーション
内ガイダンスのプロンプトにフォーカスを切り替えることができます。
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。
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[設定] の [オンボーディング & アシスタンス] から [ユーザエンゲージメント] へ
の名称変更
採用アシスタンス、ヘルプメニュー、アプリケーション内ガイダンスの設定ホームが「ユーザエンゲージメン
ト」という新しい名前になりました。
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。
方法: Lightning Experience の [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザエンゲージメント」と入力し、[ユー
ザエンゲージメント] を選択します。

ヘルプメニュー: エディションでの絞り込み結果、Trailhead へのクイックリン
ク、ヘルプ、およびサポート
ヘルプメニューの強化により、質問への答えをすばやく簡単に見つけられるようになりました。

このセクションの内容:

ヘルプメニューでの使用エディションに関連した検索結果の表示
ヘルプメニューの検索結果は、組織で使用しているエディションに関連した Salesforce ドキュメントに絞り
込まれます。つまり、自分に関連する検索結果のみが表示されます。
ヘルプメニューのリンクからの Trailhead やサポートへのアクセス
お客様からのフィードバックを参考にして、ヘルプメニューの「その他のリソース」セクションを改善し、
他のユーザインターフェースとの一貫性を持たせました。ボタンではなく「ドキュメントを検索」リンク
を設け、新たに Trailhead へのリンクを追加しました。Salesforce サポートへのリンクも、システム管理者だけ
ではなくユーザにも表示されるようにしました。
ヘルプメニューからの Salesforce ヘルプの表示
Salesforce ヘルプをヘルプメニューからすばやく表示できます。Salesforce ヘルプへのリンクは、ヘルプメ
ニューの検索結果に含まれます。

ヘルプメニューでの使用エディションに関連した検索結果の表示
ヘルプメニューの検索結果は、組織で使用しているエディションに関連した Salesforce ドキュメントに絞り込ま
れます。つまり、自分に関連する検索結果のみが表示されます。
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。
理由: 検索結果は、使用しているエディションで絞り込まれます。
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関連トピック:

ヘルプメニュー: エディションでの絞り込み結果、Trailhead へのクイックリンク、ヘルプ、およびサポート
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でのヘルプの検索 (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: Lightning Experience ヘルプメニューのカスタムヘルプの定義 (リリースプレビューの時点で内
容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

ヘルプメニューのリンクからの Trailhead やサポートへのアクセス
お客様からのフィードバックを参考にして、ヘルプメニューの「その他のリソース」セクションを改善し、他
のユーザインターフェースとの一貫性を持たせました。ボタンではなく「ドキュメントを検索」リンクを設
け、新たに Trailhead へのリンクを追加しました。Salesforce サポートへのリンクも、システム管理者だけではな
くユーザにも表示されるようにしました。
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。
理由: キーボードショートカット、Trailhead、Salesforce サポート、および Salesforce へのフィードバックのリンク
は常にユーザに表示されます。システム管理者には、常にすべてのリソースが表示されます。
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方法: 一部の Salesforce リソースを非表示にできます。Lightning Experience の [設定] から、[クイック検索] ボックス
に「ヘルプメニュー」と入力し、[ヘルプメニュー]を選択します。[Salesforce ヘルプコンテンツをユーザに表示]

をオフにします。非表示にすると、[使用開始] セクション、[このページのヘルプ] セクション、および Salesforce

ドキュメントの検索機能はユーザには表示されません。

関連トピック:

ヘルプメニュー: エディションでの絞り込み結果、Trailhead へのクイックリンク、ヘルプ、およびサポート
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でのヘルプの検索 (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: Lightning Experience ヘルプメニューのカスタムヘルプの定義 (リリースプレビューの時点で内
容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

ヘルプメニューからの Salesforce ヘルプの表示
Salesforce ヘルプをヘルプメニューからすばやく表示できます。Salesforce ヘルプへのリンクは、ヘルプメニュー
の検索結果に含まれます。
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。
理由: [その他のリソース] の [ドキュメントを検索] をクリックすると、新しいブラウザタブで Salesforce ヘルプ
を開くためのリンクが検索のヒントに含まれます。

77

Lightning Experience Adoption: アプリケーション内ガイダ
ンスとヘルプメニュー

Salesforce Summer '19 リリースノート

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


Salesforce ヘルプへのリンクは検索結果のフッターにも表示されます。

関連トピック:

ヘルプメニュー: エディションでの絞り込み結果、Trailhead へのクイックリンク、ヘルプ、およびサポート
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でのヘルプの検索 (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: Lightning Experience ヘルプメニューのカスタムヘルプの定義 (リリースプレビューの時点で内
容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)
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モバイルでの Lightning による携帯電話での Lightning Experience の使
用 (Pilot)
Lightning Experience がモバイル対応になりました! Salesforce モバイルアプリケーションの次の進化として、Lightning

アプリケーションと Lightning レコードページのカスタマイズおよびコンポーネントが Salesforce モバイル環境で
使用可能になります。Lightning アプリケーションビルダーの機能強化により、カスタムモバイル環境を簡単に
作成できます。顧客はデスクトップとモバイルデバイス間で真にシームレスなカスタマイズされた環境を使用
できます。
対象: この変更は、Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce ダウンロード可能アプリケーションに
適用されます。

メモ: モバイルでの Lightning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。モバイルでの Lightning 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。

時期: 刷新された Salesforce モバイルアプリケーションに関連する機能は、2019 年 6 月 17 日にすべての Developer

Edition 組織で使用可能になります。
理由: アプリケーションランチャー、レコードページ、およびモバイル専用コンポーネントのナビゲーション
とサポートの強化は、ほんの始まりに過ぎません。
ログインすると、お気に入り、検索、通知、メニューへのリンクが含まれる新しいナビゲーションバーが表示
されます。

[メニュー] をタップすると、Lightning Experience アプリケーションのいずれかのモバイルバージョンが表示され
ます。上部の新しいプロファイルアイコンからプロファイルにアクセスできるようになりました。モバイルデ
バイスのアプリケーションのメニューに表示される項目は、アプリケーションのデスクトップバージョンのナ
ビゲーションバーのメニュー項目と同じです。
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Lightning Experience と同様に、アプリケーションランチャーを使用してすべての Lightning アプリケーションを
タップし、切り替えることができます。
他の新機能は何でしょうか?

• 画面上部のプロファイルアイコンからプロファイルにアクセスできるようになりました。
• ハンバーガー ( ) はヘッダーから削除されましたが、その機能はまだ使用できます。アプリケーションの

メニュー項目にアクセスするには、ナビゲーションバーの [メニュー] をタップします。ユーザや組織を切
り替えたり、フィードバック、設定、またはヘルプにアクセスしたりするには、プロファイルアイコンを
タップします。

• アクションバーをサポートするページでは、バーが画面上部に表示されます。ページレイアウトの最初の
4 つではなく、最初の 3 つのアクションが表示されます。

方法: パイロットに参加するには、既存の Developer Edition 組織を使用するか、https://developer.salesforce.com/signup

で新しい組織にサインアップいてください。無料です!

開発者組織で、このパイロット専用の権限セットを作成します。[システム権限] で、[モバイルでの Lightning]

権限をオンにします。Google Play または App Store から Salesforce for Android または Salesforce for iOS をダウンロード
し、開発者組織のログイン情報でログインします。Salesforce モバイルブラウザアプリケーションはサポートさ
れていません。
Sandbox または本番組織を使用してパイロットに参加する場合、https://sfdc.co/PilotNewSalesforceMobile でパイロッ
トの参加要求を送信します。
ここで示した変更はほんの一部です。すべての新機能についての詳細は、「Lightning on Mobile - Customer Pilot」
Trailblazer Community のパイロットリリースノートを参照してください。
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Salesforce Classic から Lightning Experience に切り替えるときにレコー
ドコンテキストを保持
Salesforce Classic から Lightning Experience に切り替えると、Lightning Experience の同じページが表示されます (存在す
る場合)。Lightning Experience に同じページが存在しない場合、デフォルトのランディングページにリダイレク
トされます。デフォルトページは組織のデフォルトまたはカスタマイズによって決まります。
対象:この変更は、Group Edition、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。

拡張関連リストによる関連リストの強化 (ベータ)
関連リストを強化しましょう。拡張関連リストでは、最大 10 列の表示、列のサイズ変更と並び替え、一括ア
クションの実行、およびテキストの折り返しを行うことができます。
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。

メモ: 拡張関連リス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。この機能はお客様各自の裁量で使用し、購入する
ときは、現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて判断してください。Salesforce はこの機
能の特定期間内の正式リリースまたはリリースの有無を保証せず、いつでも中止できます。この機能は
評価のみを目的とし、本番環境での使用はできません。この機能は現状のまま提供され、サポートの対
象外です。この機能に起因あるいは関連して生じた危害または損害に対して Salesforce は一切の責任を負
わないものとします。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関するお客様の義務、関連する Salesforce

以外のアプリケーションおよびコンテンツの使用規約はすべて、お客様によるこの機能の使用にも同様
に適用されます。拡張関連リストについてのフィードバックと提案は、IdeaExchange からお寄せください。

方法: Lightning アプリケーションビルダーの関連リストコンポーネントで、[関連リスト種別] ドロップダウンリ
ストから [拡張リスト] を選択します (1)。一度に表示するレコード数と、リストビューアクションバーの表示/

非表示をカスタマイズできます。
拡張リストを選択すると、コンポーネントのすべての関連リストに反映されます (2)。特定の関連リストに表
示される列をカスタマイズするには、ページレイアウトエディタで関連リストを編集して項目を追加してくだ
さい。
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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)

IdeaExchange: Lightning Experience での 5 項目以上の関連リスト

関連リストでのクイック検索条件を使用した絞り込み
関連リストでクイック検索条件を使用して、探しているデータを見つけます。関連リストのクイック検索条件
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。
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。
方法: 関連リストを開き、 を選択してクイック検索条件を追加します。
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メモ: クイックフィルタは、[アセット]、[ファイル]、[その他の関連する人]、および [添付ファイル] の関
連リストでは使用できません。数式項目でも使用できません。エンタープライズテリトリー管理ユーザ
の場合、クイック検索条件は取引先、および [割り当て済みテリトリー] と [割り当て済みテリトリー内の
ユーザ] 関連リストでのみ使用できます。

関連トピック:

IdeaExchange: ユーザで絞り込み可能な関連リスト

リストビューでの選択リスト項目の検索
探している選択リスト値を見つけるのに、リストビューを自分で確認する必要はありません。リストビューの
検索では、クエリ結果に選択リストが含まれるようになりました。連動選択リストや、翻訳された値が含まれ
る選択リストは検索できません。
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。

ブラウザ履歴での新しいレコード作成ページの保持
[新規] 標準アクションを使用してレコードを作成するときに、新規レコードを作成するページがブラウザの履
歴に残されるようになりました。ページを更新したり、ブラウザの履歴を前後に移動したりすると、どのペー
ジを表示したかがブラウザに記憶されます。この新規レコードフローは、標準オブジェクトとカスタムオブ
ジェクトの両方に適用されます。
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。

Chrome 向け Lightning 拡張機能を使用して新しい Lightning 機能を試
す
最新かつ最高の技術を早期に導入していますか? または今後早期に導入したいと考えていますか? Chrome の
Lightning Extension では、最新の Lightning 機能にアクセスし、他の誰よりも早く試すことができます。
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:  Lightning Extension では、新機能を継続的にロールアウトできます。Lightning Extension の初期リリースには、
次の 3 つの新機能が含まれています。
• コンポーネントのカスタマイズ機能: 画面をすっきりさせることができます。グローバルヘッダーの ア

イコンを使用して、レコードやホームページでコンポーネントを非表示にします。
• ダークモード機能: Salesforce を目に優しいダークテーマにします。
• リンクグラバー機能: すべての Lightning リンクを 1 つのブラウザタブで開くことができます。

メモ: ダークモードはダッシュボードまたは Einstein Analytics ではサポートされていません。
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方法: Chrome ウェブストアで Lightning Extension をダウンロードします。Lightning Extension の機能パネルから、有
効にする機能を選択します。

関連トピック:

外部リンク: Chrome ウェブストアからの Lightning Extension のダウンロード
Salesforce ヘルプ: Chrome の Lightning Extension での新機能の使用 (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 Scheduler: インバウンド予定のスケジュール、行動管理、ア
クションプランなど
Web サイトまたはコミュニティに埋め込まれた Lightning Scheduler のセルフサービスインターフェースを使用し
て、インバウンド予定をスケジュールします。行動管理を使用してカレンダーの使用を管理します。Lightning

Scheduler がアクションプランおよび Salesforce アンケートと連携しました。

このセクションの内容:

Lightning Scheduler を使用した顧客の予定のスケジュールの合理化
顧客と見込み客は Lightning Scheduler のセルフサービスインターフェースを使用して予定をすばやくスケ
ジュールできます。適切な人、トピック、場所、および日時を容易に検索して選択できます。再スケジュー
ルまたはキャンセルが必要ですか? 問題ありません。顧客は、会社の Web サイトまたはコミュニティで組み
込みサービスを使用して、予定をスケジュールおよび変更できます。開始するには、すぐに使用できる標
準フローをコピーして変更するか、Flow Builder で独自のフローを作成できます。
行動管理を使用したカレンダーの使用の管理
[行動管理] 設定により、Lightning Scheduler で作成した予定を Salesforce カレンダーに表示できます。これによ
り、スケジュールを 1 か所で参照できます。また、Microsoft や Google のカレンダーを使用している場合、カ
レンダー同期ツールを使用して、それらのイベント (行動) も Salesforce カレンダーに追加できます。
アクションプランと Lightning Scheduler の組み合わせ
アクションプランを Lightning Scheduler と組み合わせることで、コラボレーションと生産性を向上します。
Lightning Scheduler を使用して、アクションプランの状況の変更に基づいて、予定を設定します。また、顧客
の予定用のアクションプランテンプレートを取引先、商談、リードに割り当てます。
Salesforce アンケートと Lightning Scheduler の連携
顧客のアンケート結果に基づいて、Lightning Scheduler 予定への招待をトリガします。または、顧客の予定の
後にアンケートを送信して、顧客満足度をすばやく把握します。

84

Lightning Scheduler: インバウンド予定のスケジュール、
行動管理、アクションプランなど

Salesforce Summer '19 リリースノート

https://chrome.google.com/webstore/detail/lightning-labs/hfglcknhngdnhbkccblidlkljgflofgh
https://help.salesforce.com/articleView?id=lex_lightning_extension.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=lex_lightning_extension.htm&language=ja


アセットのスケジュールを使用した部屋と機器の予約の管理
[サービスリソース] の新しい [アセット] 項目を使用して、アセット (会議室や機器など) の予約を簡単に行う
ことができます。また、月次の使用量ベースのエンタイトルメント集計を使用して、最新の使用状況を把
握できます。
各種デバイス用の適切なフロー画面の使用によるユーザエクスペリエンスの最適化 (ベータ)

フローを実行するデバイスに応じて異なるフォーム要素 (小 (電話)、中 (タブレット)、大 (デスクトップ)) の
フロー画面を表示するように Lightning Scheduler のカスタムフローを設定します。
Flow Builder で Lightning Scheduler 用の適切な呼び出し可能アクションを容易に検索
Flow Builder の呼び出し可能なアクションを見つけやすくするように分類しました。[予定] 呼び出し可能アク
ションを選択すると、Lightning Scheduler フローの作成に使用できるすべてのアクションが表示されます。

関連トピック:

Lightning Scheduler を使用して顧客が予定をスケジュール

Lightning Scheduler を使用した顧客の予定のスケジュールの合理化
顧客と見込み客は Lightning Scheduler のセルフサービスインターフェースを使用して予定をすばやくスケジュー
ルできます。適切な人、トピック、場所、および日時を容易に検索して選択できます。再スケジュールまたは
キャンセルが必要ですか? 問題ありません。顧客は、会社の Web サイトまたはコミュニティで組み込みサービ
スを使用して、予定をスケジュールおよび変更できます。開始するには、すぐに使用できる標準フローをコ
ピーして変更するか、Flow Builder で独自のフローを作成できます。
対象: この変更は、Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。

行動管理を使用したカレンダーの使用の管理
[行動管理] 設定により、Lightning Scheduler で作成した予定を Salesforce カレンダーに表示できます。これにより、
スケジュールを 1 か所で参照できます。また、Microsoft や Google のカレンダーを使用している場合、カレンダー
同期ツールを使用して、それらのイベント (行動) も Salesforce カレンダーに追加できます。
対象: この変更は、Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: Lightning Scheduler で [行動管理] 設定を有効にします。

メモ:  Lightning Scheduler で作成した予定は、Salesforce カレンダーでは参照のみです。予定の変更またはキャ
ンセルは Lightning Scheduler で行います。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Scheduler での予定の管理 (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)

アクションプランと Lightning Scheduler の組み合わせ
アクションプランを Lightning Scheduler と組み合わせることで、コラボレーションと生産性を向上します。Lightning

Scheduler を使用して、アクションプランの状況の変更に基づいて、予定を設定します。また、顧客の予定用の
アクションプランテンプレートを取引先、商談、リードに割り当てます。
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対象: この変更は、Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning

Experience に適用されます。
方法: Flow Builder やプロセスビルダーなどの設定ツールまたは Apex コードを使用して、予定に基づいてアクショ
ンプランを呼び出したり、アクションプランの状況の変更に基づいて予定を作成したりします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Scheduler での予定の管理 (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)

Lightning Scheduler を使用した予定へのアクションプランの接続

Salesforce アンケートと Lightning Scheduler の連携
顧客のアンケート結果に基づいて、Lightning Scheduler 予定への招待をトリガします。または、顧客の予定の後
にアンケートを送信して、顧客満足度をすばやく把握します。
対象: この変更は、Enterprise 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: Salesforce アンケート (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)

アセットのスケジュールを使用した部屋と機器の予約の管理
[サービスリソース] の新しい [アセット] 項目を使用して、アセット (会議室や機器など) の予約を簡単に行うこ
とができます。また、月次の使用量ベースのエンタイトルメント集計を使用して、最新の使用状況を把握でき
ます。
対象: この新機能は、Lightning Experience に適用され、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で有料で使用できます。
方法: [アセット] 項目を [サービスリソース] ページレイアウトに追加し、[リソース種別] として [アセット] を選
択します。

各種デバイス用の適切なフロー画面の使用によるユーザエクスペリエンスの最
適化 (ベータ)
フローを実行するデバイスに応じて異なるフォーム要素 (小 (電話)、中 (タブレット)、大 (デスクトップ)) のフ
ロー画面を表示するように Lightning Scheduler のカスタムフローを設定します。
対象: この変更は、Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。

メモ: グローバルフォーム要素変数はベータ機能としてのプレビュー版であり、Salesforce とのマスターサ
ブスクリプション契約における「サービス」には含まれません。この機能はお客様各自の裁量で使用し、
購入するときは、現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて判断してください。Salesforce

はこの機能の特定期間内の正式リリースまたはリリースの有無を保証せず、いつでも中止できます。こ
の機能は評価のみを目的とし、本番環境での使用はできません。この機能は現状のまま提供され、サポー
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トの対象外です。この機能に起因あるいは関連して生じた危害または損害に対して Salesforce は一切の責
任を負わないものとします。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関するお客様の義務、関連する
Salesforce 以外のアプリケーションおよびコンテンツの使用規約はすべて、お客様によるこの機能の使用に
も同様に適用されます。

関連トピック:

$Client.FormFactor グローバル変数を使用した Lightning Scheduler カスタムフローのユーザ環境の最適化

Flow Builder で Lightning Scheduler 用の適切な呼び出し可能アクションを容易に
検索
Flow Builder の呼び出し可能なアクションを見つけやすくするように分類しました。[予定] 呼び出し可能アクショ
ンを選択すると、Lightning Scheduler フローの作成に使用できるすべてのアクションが表示されます。
対象: この変更は、Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

フロー作成時の種別またはカテゴリによるアクションの検索

Salesforce アンケート: 無料の送信、カスタマイズされた招待メール、
改善されたユーザエクスペリエンス
アンケートを作成し、招待を無料で送信したら、無料割り当て後に受信した応答の数に基づいて料金を支払い
ます。パーソナライズした招待メールを参加者に送信します。質問、回答の選択肢、および参加者のコメント
の文字数制限の増加によりユーザエクスペリエンスが向上します。また、参加者はモバイルデバイスでアン
ケートをより容易に操作できます。

このセクションの内容:

無料でアンケートを送信
ライセンスは複雑になる可能性があります。その複雑さを排除しました。アンケートの作成と送信にライ
センスが必要ではなくなりました。提供された 4 つのプロファイルのいずれかを割り当てられたユーザは
無制限のアンケートを無料で作成し、送信することができます。
無料のアンケート回答の利用
各 Salesforce 組織は、最大 300 件のアンケート回答を無料で受け取ることができます。この最初の 300 件の後
は、受け取る回答の数に基づいてアドオン回答パックを購入することができます。
カスタマイズした招待メールを送信して回答率を向上
アンケートの質問へのリンクまたはアンケートを開始するためのリンクを含むカスタマイズしたメールを
送信します。招待メールはリード、取引先責任者、および組織のユーザに送信できます。
リード向けのアンケートへの招待の生成
[アンケートへの招待を取得] をクリックして、リード向けの独自のアンケートへの招待をレコードから直
接生成できるようになりました。
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質問および回答の文字数制限の増加
アンケート作成者と参加者はより多くのことを伝えることができるようになりました。質問の文字数制限
を 255 から 1,000 文字に増加しました。多肢選択式の選択肢、選択リスト、およびラジオボタン式回答の選
択肢の文言も 50 から 250 文字に拡大できます。また、回答者が意見を述べることができるようにします。
参加者の回答が 4,000 文字まで許容されるようになりました。
モバイルデバイスでのアンケートの容易な操作
外出中の参加者の回答も収集します。モバイルデバイスでのアンケートの読みやすさが改善され、参加者
が容易に回答できるようになりました。

無料でアンケートを送信
ライセンスは複雑になる可能性があります。その複雑さを排除しました。アンケートの作成と送信にライセン
スが必要ではなくなりました。提供された 4 つのプロファイルのいずれかを割り当てられたユーザは無制限の
アンケートを無料で作成し、送信することができます。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Performance Edition、Partner Developer Edition、Enterprise

Edition、Developer Edition、Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: アンケートを有効化して、アンケートの作成と送信を行うユーザに次のプロファイルのいずれかを割り
当てます。
• 契約管理者
• マーケティングユーザ
• 標準ユーザ
• システム管理者

無料のアンケート回答の利用
各 Salesforce 組織は、最大 300 件のアンケート回答を無料で受け取ることができます。この最初の 300 件の後は、
受け取る回答の数に基づいてアドオン回答パックを購入することができます。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Performance Edition、Partner Developer Edition、Enterprise

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

カスタマイズした招待メールを送信して回答率を向上
アンケートの質問へのリンクまたはアンケートを開始するためのリンクを含むカスタマイズしたメールを送信
します。招待メールはリード、取引先責任者、および組織のユーザに送信できます。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Performance Edition、Partner Developer Edition、Enterprise

Edition、Developer Edition、Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: アンケートへの招待メールを送信するには、アンケートの有効なバージョンで[開く]をクリックします。
[送信] タブで、[メール送信] をクリックします。
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リード向けのアンケートへの招待の生成
[アンケートへの招待を取得]をクリックして、リード向けの独自のアンケートへの招待をレコードから直接生
成できるようになりました。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Performance Edition、Partner Developer Edition、Enterprise

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

質問および回答の文字数制限の増加
アンケート作成者と参加者はより多くのことを伝えることができるようになりました。質問の文字数制限を
255 から 1,000 文字に増加しました。多肢選択式の選択肢、選択リスト、およびラジオボタン式回答の選択肢の
文言も 50 から 250 文字に拡大できます。また、回答者が意見を述べることができるようにします。参加者の回
答が 4,000 文字まで許容されるようになりました。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Performance Edition、Partner Developer Edition、Enterprise

Edition、Developer Edition、Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
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モバイルデバイスでのアンケートの容易な操作
外出中の参加者の回答も収集します。モバイルデバイスでのアンケートの読みやすさが改善され、参加者が容
易に回答できるようになりました。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Performance Edition、Partner Developer Edition、Enterprise

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

Lightning コンソールアプリケーション: ユーティリティ項目の右寄
せ、新規 API
ユーティリティ項目が右寄せになり、ユーティリティがポップアウトされたときに新規 API メソッドで通知さ
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、プッシュ通知などの 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:

新しい Lightning コンソール JavaScript API を使用したポップアウトユーティリティの検出
Lightning コンソール JavaScript API で、ユーティリティが新しいメソッドと更新されたメソッドでポップアウ
トされているかどうかを検出します。

新しい Lightning コンソール JavaScript API を使用したポップアウトユーティリ
ティの検出
Lightning コンソール JavaScript API で、ユーティリティが新しいメソッドと更新されたメソッドでポップアウト
されているかどうかを検出します。
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。

関連トピック:

Lightning コンソール JavaScript API

検索: ナビゲーションを反映した検索結果、検索結果の詳細
検索結果では、アプリケーションのナビゲーションバーにある内容が優先されるため、検索がユーザの作業に
関連性の高いものになります。検索結果ページには、各オブジェクトで見つかった結果数が表示されます。さ
らに、より多くのオブジェクトが検索可能になりました。
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このセクションの内容:

移動方法を反映する検索結果を使用した必要な情報の迅速な発見
作業方法は検索方法でもあります。そのため、Lightning Experience の上位の検索結果を決定するときに、ア
プリケーションのナビゲーションバーの項目が使用されるようになりました。ユーザはアプリケーション
のナビゲーションバーをパーソナライズできるため、Lightning Experience でユーザがどのように検索してい
るのかがより明確にわかります。アプリケーションのナビゲーションバーは、現在使用中のアプリケーショ
ンの検索結果のみに影響します。
検索されたオブジェクトを一目で確認
検索結果ページで、ユーザは検索されたオブジェクトと見つかった結果数を容易に確認できます。これを
推測するための無駄な時間がなくなりました。
さらに多くのオブジェクトが検索結果の対象に
次のオブジェクトを検索できるようになりました。認証フォーム、認証フォーム同意、認証フォームデー
タ使用、認証フォームテキスト、受賞、営業免許、拡張レターヘッド。

移動方法を反映する検索結果を使用した必要な情報の迅速な発見
作業方法は検索方法でもあります。そのため、Lightning Experience の上位の検索結果を決定するときに、アプリ
ケーションのナビゲーションバーの項目が使用されるようになりました。ユーザはアプリケーションのナビ
ゲーションバーをパーソナライズできるため、Lightning Experience でユーザがどのように検索しているのかがよ
り明確にわかります。アプリケーションのナビゲーションバーは、現在使用中のアプリケーションの検索結果
のみに影響します。
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。

検索されたオブジェクトを一目で確認
検索結果ページで、ユーザは検索されたオブジェクトと見つかった結果数を容易に確認できます。これを推測
するための無駄な時間がなくなりました。
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: [上位の結果] ページには、最もよく使用されるオブジェクトの最良の結果が表示されます。サイドバー
には関連性の順にオブジェクトが表示されるので、検索結果ペイント同様に最良の一致が最上部に表示されま
す。以前は、サイドバーのオブジェクトは Lightning Experience ナビゲーションタブと同じ順序で表示されてい
ました。
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結果が 5 件より多い場合、[上位の結果] ページに「5+」が表示されます。完全なリストを表示するには、オブ
ジェクト名をクリックします。
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探しているものが表示されませんか? [リストの拡張]をクリックし、別のオブジェクトを選択します。オブジェ
クトの横に件数が表示されていない場合は、オブジェクトの名前をクリックして検索します。

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)

さらに多くのオブジェクトが検索結果の対象に
次のオブジェクトを検索できるようになりました。認証フォーム、認証フォーム同意、認証フォームデータ使
用、認証フォームテキスト、受賞、営業免許、拡張レターヘッド。
対象: 認証フォーム、認証フォーム同意、認証フォームデータ使用、認証フォームテキストは、Lightning

Experience、Salesforce Classic、および Essentials Edition 以外のすべてのエディションの Salesforce アプリケーションの
全バージョンで検索可能です。
拡張レターヘッドは、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
および Developer Edition の Lightning Experience で検索可能です。
受賞と営業免許は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Health Cloud がインストールされた Enterprise

Edition、Performance Edition、Unlimited Edition または Financial Services Cloud がインストールされた Professional Edition、
Enterprise Edition、Unlimited Edition の Salesforce アプリケーションの全バージョンで検索可能です。

関連トピック:

認証フォームオブジェクトを使用した顧客の同意の追跡
拡張レターヘッドを使用した Lightning メールテンプレートの有効性の向上
Health Cloud の新規および変更されたオブジェクト
Financial Services Cloud の新しいオブジェクト
Salesforce ヘルプ: Salesforce Classic 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)

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)

ナビゲーションバーの項目メニューの項目の追加
項目メニューに表示される最近使ったデータの項目数を 3 件から 5 件に増やしました。スタイルも一部強化
し、セクション名と区切り文字を太字にして、異なるセクションを見分けやすくしました。
対象: この変更は、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: オブジェクトの項目メニューには、[お気に入り]、[最近のレコード]、[最近のリスト] セクションに最大
5 件ずつ表示されるようになりました。
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ハイパーリンクへのカスタムの色の割り当て
ハイパーリンクの色を定義して、Lightning Experience での会社のテーマおよびブランドのデザインを完了しま
す。
対象: この変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: [設定] で、[クイック検索] ボックスに「テーマおよびブランド設定」と入力し、[テーマおよびブランド設
定] を選択します。既存のカスタムテーマを更新するか、新しいカスタムテーマを作成します。[リンクの色]

で [ブランドの色を使用する] を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience での組織のブランド設定 (リリースプレビューの時点で内容が刷新された
り、使用不能になる可能性があります)
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[テーマおよびブランド設定] のアクセシビリティ表示ラベルの改善
[テーマおよびブランド設定] 設定画面の使いやすさを高めるため、表示ラベル [アクセシビリティ対応のブラ
ンド色] が [アクセシビリティの上書き] に更新されました。チェックボックスの表示ラベルも、[上書き] から
[アクセシビリティ対応のブランド色を上書き] に変更されました。さらに [アクセシビリティの上書き] のツー
ルチップが更新されました。
対象: この変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

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

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience での組織のブランド設定 (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)

ブラウザから印刷するときに表示されなくなった Lightning Experience
ヘッダー
必要なのはページの情報だけです。ブラウザから印刷するときに Lightning Experience ヘッダー (検索ボックスや
ナビゲーションバーなど) が含まれなくなりました。
対象: この変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

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

フルビューを使用したレコードの表示 (ベータ)
レコードページビューのデフォルトオプションが 2 つになりました。グループビューと呼ばれるようになった
現在のビューか新しいフルビューのいずれかを選択します。フルビューでは、同じページにすべての詳細と関
連リストが表示されます。Lightning Experience に移行しようとしている場合は、このビューは Salesforce Classic に
似ています。
対象: この変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

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

メモ: フルビューはベータ機能としてのプレビュー版であり、Salesforce とのマスターサブスクリプション
契約における「サービス」には含まれません。この機能はお客様各自の裁量で使用し、購入するときは、
現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて判断してください。Salesforce はこの機能の特定
期間内の正式リリースまたはリリースの有無を保証せず、いつでも中止できます。この機能は評価のみ
を目的とし、本番環境での使用はできません。この機能は現状のまま提供され、サポートの対象外です。
この機能に起因あるいは関連して生じた危害または損害に対して Salesforce は一切の責任を負わないもの
とします。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関するお客様の義務、関連する Salesforce 以外のアプ
リケーションおよびコンテンツの使用規約はすべて、お客様によるこの機能の使用にも同様に適用され
ます。フルビューに関するフィードバックや提案は、Trailblazer Community の「Lightning Now」グループに投
稿してください。

理由: 標準オプションが増えたことで、ユーザのビジネスニーズや好みに合わせてビューを選択できます。現
在存在するビューに加えて、もう 1 つのビューとしてフルビューが追加されました。フルビュー (1) では、同
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じページにすべての詳細と関連リストが表示されます。元の Lightning Experience レコードビューであるグルー
プビュー (2) では、タブと列で情報をグループ化することによって詳細に注目できます。

方法: すでに Lightning Experience を使用している場合は、[設定] で組織のデフォルトレコードビューを変更でき
ます。Summer '19 より後に Lightning Experience を有効にする場合は、これらの設定は、Lightning Experience を有効
にする前に Lightning Experience 移行アシスタントで定義するか、Lightning Experience を有効にした後に [設定] で定
義します。
[設定] で、[クイック検索] ボックスに「レコードページの設定」と入力し、[レコードページの設定] を選択しま
す。

メモ: パフォーマンス品質を維持するために、フルビューは一部の組織設定では使用できません (ユーザ
の組織に多数の項目や関連リストがある場合など)。

関連トピック:

レコードページでの活動の表示方法に関する組織のデフォルトの設定
レコードページ作成時のオプションの増加
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience レコードページビュー (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: Lightning Experience レコードページの作成および設定 (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)

レコードページでの活動の表示方法に関する組織のデフォルトの設
定
レコードページで活動がユーザにどのように表示されるかを制御します。デフォルトビューを新しい展開可能
な活動タイムラインに設定するか、Salesforce Classic ユーザに馴染みのある活動関連リストビューを選択します。
ユーザはいつでもオプションを切り替えることができます。
対象: この変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
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理由: 活動タイムラインでは、各 ToDo、行動、メールの詳細が展開可能なタイムラインビューに表示されます。

関連リストでは、各 ToDo、行動、メールの詳細が [活動予定] 関連リストと [活動履歴] 関連リストに表示されま
す。Salesforce Classic に慣れているユーザは、関連リスト活動ビューを使用する方が快適だと感じるかもしれま
せん。

方法: デフォルトの活動ビューを変更するには、[設定] で、[クイック検索] ボックスに「レコードページの設定」
と入力し、[レコードページの設定] を選択します。
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メモ:  Summer '19 より後に Lightning Experience を有効にする場合は、これらの設定は、Lightning Experience を
有効にする前に Lightning Experience 移行アシスタントで定義するか、Lightning Experience を有効にした後に
[設定] で定義します。

関連トピック:

フルビューを使用したレコードの表示 (ベータ)

Salesforce ヘルプ: 活動ビュー (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)

リッチテキストエディタのアップグレード
CKEditor を使用するリッチテキストエディタが CKEditor バージョン 4.11.2 にアップグレードされました。
対象: リッチテキストエディタは、すべてのエディションの Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce

アプリケーションで使用できます。
理由: CKEditor バージョン 4.11.2 は脆弱性のない最新バージョンで、いくつかのバグ修正と軽微な更新が含まれ
ます。
Lightning Experience と Salesforce アプリケーションでは、CKEditor は以下により使用されています。
• メールコンポーザ
• Lightning Knowledge

• Lightning コンポーネント (ui:inputRichText)

Salesforce Classic では、CKEditor は以下により使用されています。
• Chatter パブリッシャー
• カスタム項目
• Flow Builder

• グループ
• アイデアのテーマ
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• ナレッジ記事

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: リッチテキストエディタ (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能にな
る可能性があります)

CKEditor ブログ: CKEditor 4.11.2 released (CKEditor 4.11.2 のリリース)

Chrome でのポップアップブロッカーの無効化
組織から外部 URL へのリンクを開くときに、モーダルで権限が求められます。この予防措置は、新しいタブが
ブラウザの履歴を介して元のウィンドウの場所にアクセスすることを防ぐために必要です。Chrome ユーザに
このモーダルが新たに表示されるようになりました。Safari ユーザと Firefox ユーザにはすでに表示されていまし
た。ブラウザのポップアップを無効にできます。
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。
方法: このモーダルは、外部 URL を開くときに表示されます。外部リンクを開くたびにこのモーダルが表示さ
れないようにするには、ブラウザのポップアップブロック機能を無効にします。

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

Lightning Experience は、まったく新しい概念のインターフェースです。さらに、UI プラットフォームで構築され
ているため、ニーズに伴いエクスペリエンスの成長および進化が可能です。このリリースでの新機能と考慮事
項を確認してください。

このセクションの内容:

このリリースの Lightning Experience の機能
Lightning Experience は、まったく新しい概念のインターフェースです。さらに、UI プラットフォームで構築
されているため、ニーズに伴いエクスペリエンスの成長および進化が可能です。このリリースでの新機能
と考慮事項を確認してください。
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Summer '19 の Lightning Experience で動作が異なる機能と使用できない機能
Lightning Experience の新機能と機能強化に関する次のセクションを参照して、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
B2B Commerce: ビジネス購入者のセルフサービスストアフロントの作成

Salesforce 全体
モバイルでの Lightning による携帯電話での Lightning Experience の使用 (Pilot)

Salesforce Classic から Lightning Experience に切り替えるときにレコードコンテキストを保持
拡張関連リストによる関連リストの強化 (ベータ)

関連リストでのクイック検索条件を使用した絞り込み
リストビューでの選択リスト項目の検索
ブラウザ履歴での新しいレコード作成ページの保持
Chrome 向け Lightning 拡張機能を使用して新しい Lightning 機能を試す
Lightning コンソールアプリケーション: ユーティリティ項目の右寄せ、新規 API

ナビゲーションバーの項目メニューの項目の追加
ハイパーリンクへのカスタムの色の割り当て
[テーマおよびブランド設定] のアクセシビリティ表示ラベルの改善
ブラウザから印刷するときに表示されなくなった Lightning Experience ヘッダー
フルビューを使用したレコードの表示 (ベータ)

レコードページでの活動の表示方法に関する組織のデフォルトの設定
リッチテキストエディタのアップグレード
Chrome でのポップアップブロッカーの無効化
Lightning Experience の移行: 重要な更新と移行ツール
Lightning Experience の有効化 (以前にリリース済みの重要な更新)

移行アシスタント: 必要なものすべてを一元管理
オンにした Lightning Experience はオフにできなくなる
準備状況を Lightning Experience へのガイドにする
Lightning Experience 設定コンバータ: Visualforce ページのスキャンと準備など
Lightning Experience への移行を続行するためのアラームの表示
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Lightning Experience Adoption: アプリケーション内ガイダンスとヘルプメニュー
トレーニング、オンボーディング、およびニュース用のアプリケーション内ガイダンスの追加 (ベータ)

キーボードショートカットによるプロンプトへのフォーカス移動
[設定] の [オンボーディング & アシスタンス] から [ユーザエンゲージメント] への名称変更
ヘルプメニュー: エディションでの絞り込み結果、Trailhead へのクイックリンク、ヘルプ、およびサポート
Lightning Scheduler: インバウンド予定のスケジュール、行動管理、アクションプランなど
Lightning Scheduler を使用した顧客の予定のスケジュールの合理化
行動管理を使用したカレンダーの使用の管理
アクションプランと Lightning Scheduler の組み合わせ
Salesforce アンケートと Lightning Scheduler の連携
アセットのスケジュールを使用した部屋と機器の予約の管理
各種デバイス用の適切なフロー画面の使用によるユーザエクスペリエンスの最適化 (ベータ)

Flow Builder で Lightning Scheduler 用の適切な呼び出し可能アクションを容易に検索
Salesforce アンケート: 無料の送信、カスタマイズされた招待メール、改善されたユーザエクスペリエンス
無料でアンケートを送信
無料のアンケート回答の利用
カスタマイズした招待メールを送信して回答率を向上
リード向けのアンケートへの招待の生成
質問および回答の文字数制限の増加
モバイルデバイスでのアンケートの容易な操作
検索
移動方法を反映する検索結果を使用した必要な情報の迅速な発見
検索されたオブジェクトを一目で確認
さらに多くのオブジェクトが検索結果の対象に

Essentials Edition
Dialer を使用したチームの電話の統合
チャットとメッセージングで即座に顧客との会話を開始
Salesforce でのデータの保存量の増加
ビジネスと Salesforce の成長
Salesforce Essentials への商談のインポート
チャットと連絡要求でヘルプセンターを強化
簡単なタスクで埋め込みフローを使用してユーザをガイド
Einstein Next Best Action であらゆる顧客に配慮
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ケースのマージによるケースリストの整理 (ベータ)

トレーニング、オンボーディング、およびニュース用のアプリケーション内ガイダンスの追加 (ベータ)

セールス
High Velocity Sales: 個人取引先のサポート、新規ユーザの歓迎環境、セールスケイデンスの改善
Lightning Data: 対象にするレコードやスキップするレコードの選択
Data.com Prospector と Data.com Clean の廃止
Sales Cloud Einstein

Einstein 売上予測: 四半期ごとの売上予測のサポートとデータセグメント
Einstein 商談スコアリング: スコアが表示されない理由の簡単な把握
Sales Cloud Einstein: グローバルモデルの準備
Einstein 活動キャプチャ: 改良された設定、改善された共有の制御、活動総計値
Einstein 自動取引先責任者: スマートメールマッチングの廃止
中核的なセールス機能
商品: ビジネスプロセスに合わせた商品スケジュールの調整
コラボレーション売上予測: 商談リストの改善、[設定] の目標、テリトリー売上予測の単一ページビュー
エンタープライズテリトリー管理: Lightning Experience で実行できる操作と表示できるビューの追加
パス: 販売マイルストンの祝福
中核的なセールス機能のその他の変更
生産性機能
Einstein 活動キャプチャ: 設定の明確化、共有制御の強化、活動総計値
メール操作環境: 画像の追加、参照のみの受信者、デフォルトのメールコンポーザの選択
メールテンプレート: 拡張レターヘッドと画像
活動と ToDo: 新規検索条件、ToDo 通知、パッケージ化できる ToDo リストビュー
メモ: ユーティリティバーからのポップアウトメモ
Lightning Dialer: カスタム通話結果、通話パネルのポップアウト、通話品質の報告
Salesforce Inbox アプリケーション: 毎日の行動およびインサイトの 1 か所での表示と更新された Inbox 設定アシス
タント
カレンダー: クイックアクションで使用できる行動リストビューと一連の行動
Quip for Sales: Quip を使用したセールスプロセスの標準化
Gmail インテグレーション
より少ないクリック数での Gmail から Salesforce へのメールの記録
Gmail からのメール追跡での場所の表示
Microsoft® とのインテグレーション
Outlook インテグレーション: メールの記録の迅速化とメール追跡の改善
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Salesforce for Outlook: Salesforce for Outlook v3.4.6 とメールインテグレーションの代替製品
Salesforce CPQ および Billing: 価格設定ガイダンス、強化された請求書品目のクレジット適用、大規模な契約の
信頼できる修正および更新
Salesforce CPQ: 適切な割引に関する価格設定ガイダンス、大規模な契約の信頼できる修正および更新、注文商品
での全体に対する割合のリレーションの強化
Salesforce Billing: クレジットセンターでの請求書品目の一括クレジット適用と支払センターでの CVV の送信
Pardot

キャンペーンインサイトを使用したプロスペクトエンゲージメントの監視 (正式リリース)

キャンペーンレコードでのマーケティングレポートデータの探索
ワークフローとプロセスビルダーでの行動スコアリングの使用
関連リストでのエンゲージメントアクティビティの表示
Pardot ビューでのクイック検索条件の使用
B2B Marketing Analytics の従来のアプリケーションの廃止
Pardot のすべてのリリースノートの 1 か所での表示

サービス
Einstein for Service

会話中のボットセッションのインテリジェントな転送
ダイアログマップを使用した会話設計の理解
ボット設定の迅速化と準備の削減
プロファイルを使用したボットアクションのカスタマイズ
適切なステップと Einstein Next Best Action からの上位の結果をエージェントに提供
Einstein ケース分類の最適化ボタンが削除された
Field Service

Field Service Lightning モバイルアプリケーション: ディープリンク、派遣時の予定通知、画像アップロードの改善
高度な最適化によるスマートなスケジュール設定 (ベータ)

クルー管理を使用したサービスクルーの作成および管理 (正式リリース)

ガントチャートでの表示期間の拡大
ディスパッチャコンソールの地図での作業の迅速化
各作業種別のスケジュール制限の設定
ディスパッチャコンソールからの最適化リクエストの監視
予定を予約するときのスケジュールポリシーの選択
サービスリソースのタイムシートの自動作成 (ベータ)

サービスレポートの関連リストの並び替え
シフトの使用開始
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生産性の高いユーザを祝福
新しいコミュニティユーザへの Field Service Lightning オブジェクトアクセス権の付与
サービスリソース作成時の納入商品リソース種別の無視
チャネル
Messaging: LiveMessage の名称変更、アウトバウンドメッセージ、機密データのスクリーニング、および Apple

Business Chat のサポート
チャット: Live Agent の新しい名前、対話形式の会議の改善、タイムスタンプの秒、アラートサウンド
ソーシャルカスタマーサービス: Facebook のおすすめ情報の形式と投稿での一括アクション
電話: Essentials 向け Dialer および音声サポートの設定フローの更新
モバイルアプリケーション用組み込みサービス: 顧客への優れたモバイルチャット環境の提供
Web 用組み込みサービス: Snap-in の新しい名前、予定管理、カスタマイズされたチャット環境
ナレッジ
インライン編集による作成操作の改善
拡張レポートリレーションでのインサイトの取得
任意のオブジェクトからのナレッジ記事の検索
Lightning Experience での復元、削除、および翻訳申請アクションの使用
記事のリッチテキストエリア項目への画像の貼り付け
Lightning Experience でのコミュニティとサイト記事 URL を使用したケースメールの送信
Lightning Experience での昇格済み検索語の管理
Lightning Experience でのナレッジワークフローアクションの管理
右から左へ記述される言語の記事によるグローバル顧客のエンゲージ
アップグレードされたリッチテキストエディタの使用
ナレッジアクションとグローバルクイックアクションの作成
Lightning Knowledge のルックアップ機能の追加
ルーティング
コードではなく属性ベースのルーティングを使用したスキルベースのルーティングの設定 (ベータ)

その他としてマークするルーティングスキルの指定
Omni-Channel Supervisor でのエージェントのキューとスキルの割り当ての管理
エージェントが他のブラウザタブからログアウトされる前の応答画面
フローからのスキルに基づく作業項目の転送
ケース管理
サービスの Lightning フロー: 適切なすべてのガイダンスを 1 か所ですべて提供
ケース: ケースのマージ、ファイルの改善、テンプレートの機能強化
エージェントの生産性: Lightning Experience での条件付きマクロと改善されたクイックテキスト検索
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Analytics
レポートとダッシュボード
レポート: 行レベルの数式 (ベータ)、検索、Lightning 履歴追跡
ダッシュボード: 並び替えの刷新、テーブル小計、テーブル列のサイズ変更
登録: ダッシュボード登録メールのグラフの改善とレポート通知の条件
Einstein Analytics

Analytics 設定およびデータインテグレーション: データソースの増加、より多くの同期、同期の競合の減少
Analytics 事前作成済みアプリケーション: 新しいテンプレート、タグによるテンプレートピッカーの絞り込み、
予測分析
Analytics アプリケーションの構築: 検索条件の改善、アセットの共有、グローバル検索条件の機能強化
Einstein Discovery: バイアス保護、Einstein 予測 Lightning コンポーネント
Analytics の拡張: Einstein 予測サービス、埋め込みダッシュボードの検索条件ビルダー
エンドユーザ向け Analytics: [詳細] タブ、ダッシュボード内のカスタマイズされたオンボーディング、モバイル
アプリケーション

コミュニティ
Lightning コミュニティ
ユーザの作成と外部ユーザの管理の合理化
コミュニティフローページ URL を使用した詳細な制御
取引先および商談レイアウトで通貨項目を使用可能
Microsoft Internet Explorer 11 でのコミュニティビルダーのサポートの終了
コミュニティビルダーでの Lightning コンポーネント
ケースビューでのクイックアクションの設定
コミュニティでの一括クイックアクションの設定
コミュニティでのグローバルクイックアクションの設定
レコードリストコンポーネントでのカスタム ToDo リストビューの使用
ユーザ設定のカスタマイズ
Einstein Analytics ダッシュボードのコンテキスト検索条件の迅速な作成
タイルメニューのフロート表示の状態の制御 (ベータ)

Lightning Scheduler を使用した顧客の予定のスケジュールの合理化
ユーザが使用できるレコードリストの表示オプションの増加
コミュニティの【カスタマーサポートへの連絡】フォームの [送信] ボタンのカスタマイズ
他のテンプレートのページを使用したカスタム Lightning コミュニティの強化
より多くのコミュニティへのデフレクション追跡の追加
コミュニティメンバーがサポートからの電話を要求できるボタンを追加
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開発者の生産性
Chatter REST API を使用したコミュニティの作成と公開
Lightning コミュニティでのナビゲーションの一貫性の向上
ナビゲーション API コールを使用したリンクの将来への対応
パートナーコミュニティ
取引先リレーションの機能強化
取引先リレーションのレポートの実行
取引先リレーションデータ共有ルールの更新
チャネルプログラムメンバーの履歴の簡単な追跡
制限の緩和によるより多くのチャネルプログラムメンバーの追加
パスを使用した市場開発資金のフェーズの追跡
市場開発資金オブジェクトへの参照の作成
パートナーによるケースからのメール送信
ビジネスプロセスに合わせた商品スケジュールの調整
共有とセキュリティ
標準外部コミュニティプロファイルの開始時の制限強化
リードへの共有設定の使用
コミュニティのパスワードの複雑さの要件の強化
パスワードなしのログインと検証ページのカスタマイズ
コミュニティログイン失敗回数の表示
Customer Community Plus および Customer Community Plus Login ライセンスの「API の有効化」権限をデフォルトで無
効化
認証済みユーザの標準ページアクセスの検証
$Site.AdminEmailAddress の廃止
重要な更新
コミュニティまたはポータルを使用する組織の外部組織の共有設定の有効化 (重要な更新、適用済み)

コミュニティとサイトの HTTPS 接続には TLS 1.2 が必要 (重要な更新)

外部プロファイルの「API の有効化」ユーザ権限のデフォルト設定の無効化 (重要な更新)

セルフ登録、ログイン、ユーザへの割り当てでの標準外部プロファイルの使用の制限 (重要な更新)

コミュニティまたはポータルを使用する組織のユーザレコードでの特定の項目のブロック (重要な更新)

コミュニティのその他の変更
Salesforce アプリケーションでのリードのパスを使用したセールスプロセスの改善
リンクによってユーザが自分のプロファイルページに直接移動
最良の回答のメール通知の受信 (または非受信)
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Google アナリティクスカスタムディメンションの使用
CORS ホワイトリストへの静的リソースの追加
作成できるロール数と追加できる個人取引先ユーザ数の制限の緩和

Files
アセットライブラリから直接アセットファイルを作成
ファイル共有の制限の緩和

モバイル
Mobile Publisher

Android および iOS での生体認証 ID を使用したアプリケーションのロック解除
コミュニティアプリケーション用の Mobile Publisher プロジェクトでの Sandbox コミュニティのテストの有効化
Salesforce Lightning コミュニティアプリケーションでの新しい項目を使用したブランドアセット

myTrailhead
社内学習の改革

カスタマイズ
Salesforce Connect: 外部変更データキャプチャ、外部オブジェクト選択リスト、外部オブジェクトレポート、指
定ログイン情報の認証プロトコル
AppExchange: プロジェクトに適した Salesforce コンサルタントの検索
Einstein 予測ビルダー
Einstein 予測ビルダーでのデータチェッカーを使用したエラーの発生前の検出
Einstein 予測ビルダーでのカスタムロジックを使用した検索条件の微調整
Einstein Next Best Action

Next Best Action 戦略でおすすめを絞り込むための式をより容易に作成
Salesforce オブジェクトまたは外部データソースからの Next Best Action Recommendations の動的配信および拡張
対応付け要素を使用した簡単な機能強化の追加、フロー入力変数へのおすすめ項目の対応付け
Next Best Action 戦略をパッケージ化して配信
Lightning フロー
オートメーションホームでの自動化されたビジネスプロセスの分析 (ベータ)

プロセスビルダー
プロセスおよびフロー設計
Flow Builder

Lightning Scheduler フロー
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新規フローコンテンツ
Lightning フローのその他の変更
Lightning フローの重要な更新
廃止される機能
Lightning アプリケーションビルダー
レコードページ作成時のオプションの増加
Einstein Analytics ダッシュボードのコンテキスト検索条件の迅速な作成
Quip 通知を Salesforce で直接参照
Outlook での個々のメールの追跡
Salesforce キャンペーンでの Pardot データの探索
データ保護とプライバシー
認証フォームオブジェクトを使用した顧客の同意の追跡
データ管理ポリシーをサポートするための機密データの分類 (正式リリース)

データプライバシーレコードへのクレジットスコアとインフルエンサー情報の追加
項目のデータ機密性値のカスタマイズ
デフォルトでのデータ保護とプライバシーの取得
オブジェクトおよび項目
数式項目での Einstein 予測の表示
組織で使用するカスタムオブジェクトの増加
共有
ユーザおよびカスタムオブジェクトのアクセス権設定のデフォルトを [非公開] に設定
コミュニティまたはポータルを使用する組織での外部組織の共有設定の有効化 (重要な更新)

グローバリゼーション
新しいプラットフォーム言語によるつながりを持てる顧客の増加
右から左へ記述される言語による適切な表示 (ベータ)

一般設定
フロー用のセッションベースの権限セットの標準呼び出し可能アクションを分類
より迅速な Quip の設定
Quip サイトへの Salesforce ユーザのより迅速な追加
Big Object のインデックスで使用する文字の増加
Big Object に対して定義するのデータ型の増加
高度な権限セットコンポーネントビューの有効化
トピック割り当ての表示ラベルの更新
異なるリリースでの組織の本番ライセンスの照合
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pageReference.state プロパティとクエリパラメータへの名前空間プレフィックスの追加 (重要な更新、適用済み)

セキュリティと ID
認証と ID

カスタム範囲を使用した接続アプリケーションへの外部リソースアクセス権限の付与
[私のドメイン] のログイン検出での Lightning Login の使用
指定ログイン情報の認証プロトコル選択肢の追加
右から左へ記述される言語を使用したパスワードのリセット (ベータ)

より複雑なパスワードを使用したセキュリティの強化
ユーザアカウントのログイン試行が失敗した回数を表示
コミュニティにパスワードなしでログインするための検証ページの作成
ログイン検出用の新しいパスワードリセットページの紹介
連絡先のない外部 ID ユーザの UI からの有効化
SSO の SAML ACS URL の変更
デフォルトの External Identity ユーザプロファイルを使用したオブジェクトアクセスの制限
Trailhead でのモバイルファースト ID について
Trailhead で接続アプリケーションの基本を学ぶ
Salesforce Shield

Shield Platform Encryption: 暗号化統計の追加、項目の追加、大文字と小文字を区別しない絞り込みを保持する暗号
化の正式リリース
イベントモニタリング: Lightning ページビュー EPT 向上のイベントマネージャ
その他の変更
HTTPS 接続には TLS 1.2 が必要 (重要な更新)

セッションセキュリティレベルポリシーによる証明書とイベントログファイルへのアクセスの管理

リリース
変更セットの新規追加および変更されたコンポーネント

Salesforce IoT
IoT Insights から Event Insights への名前の変更

開発
Lightning コンポーネント: Lightning Web コンポーネントを使用できる場所の増加
Visualforce: ライブコントローラの導入 (パイロット)、非公開静的リソースへのゲストアクセスの更新、FCKEditor

から CKEditor への変更
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Apex

API

Salesforce CLI: 読み込み時間の短縮、プロジェクトスキャフォールディングの拡張
スクラッチ組織: 新機能
VS Code 向け Salesforce 拡張機能: Aura コンポーネントサポートの拡張、予定されている Force.com IDE の廃止
Einstein Platform Services

有料プランからのトレーニング要求を優先
例を返す API コールの数を 30 コール/月に制限
Einstein Vision: データセットの最大サイズの増加、新しい language 項目
Einstein Language: データセットの最大サイズの増加、新しい language パラメータと項目
カスタムメタデータ型
プロセスビルダーでのカスタムメタデータ型レコードの参照
より多くのカスタムメタデータ型の取得
システムの概要でのカスタムメタデータ型の使用状況の監視
カスタムメタデータ型の作成の表示オプションを新機能に合わせて更新
開発者コンソール
開発者コンソールでの Prettier を使用したコードの書式設定
すべてのタイムゾーンで正確な [Tests (テスト)] タブの [Enqueued Time (キュー追加時間)] 項目
デバッグ
保存できるデバッグログの数とサイズの増加
パッケージ化
ロック解除済みパッケージのインストールおよびアップグレード方法のカスタマイズ
名前空間化されたロック解除済みパッケージの変更とデバッグの容易化
ロック解除済みパッケージのその他の機能強化
AppExchange パートナー
Marketplace Analytics を使用した AppExchange リストの健全性の確認
App Analytics を使用した管理パッケージの使用状況の把握
変更データキャプチャ
Apex トリガでの変更イベントメッセージの処理
カスタムチャネルを使用した変更データキャプチャ通知のストリームの作成
追加のオブジェクトに関する変更イベント通知の受信
トランザクション境界内の変更の同期で isTransactionEnd の代わりに transactionKey を使用
プラットフォームイベント
プラットフォームイベントの公開動作の選択
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プラットフォームイベントトリガでの小さいイベントバッチの処理と例外からの復旧
非同期プラットフォームイベント公開エラーの通知の受信 (ベータ)

Lightning Web コンポーネントでのストリーミングイベントの受信
開発者向けの新規および変更された項目
Lightning コンポーネント: 新規追加および変更された項目
Apex: 新規および変更された項目
API: 新規および変更された項目
Salesforce CLI: 新規および変更されたコマンド

ドキュメントコンテンツ
新しいサイトでの VS Code 向け Salesforce 拡張機能のドキュメントへのアクセス
『インテグレーションのパターンと実践』ガイドへの更新を使用した Salesforce とその他のアプリケーションの
統合
Pardot ドキュメント: ログインセキュリティ、Engagement Studio、エンゲージメント履歴のリソースの改善
『Outlook Integration Implementation Guide (Outlook インテグレーション実装ガイド)』について
『Email Integration Security Guide (メールインテグレーションセキュリティガイド)』について
Trailhead で機能を探索
動画を見る (英語のみ)

Summer '19 の Lightning Experience で動作が異なる機能と使用できな
い機能
Lightning Experience の新機能と機能強化に関する次のセクションを参照して、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。
各セクションは、すべての機能の違いを説明した Salesforce ヘルプ「Lightning Experience と Salesforce Classic 間の機
能の違い」の各トピックに対応します。

組織の設定
• 削除されたカスタム項目の管理と [消去] ボタンの操作は、Salesforce Classic でのみ行えます。
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Salesforce Essentials: Dialer の導入、チャット、メッセージング、
その他

Dialer、チャット、メッセージングなどのアドオンを使用して Essentials に機能を追加するオプションが増え、ス
トレージが増加しました。データインポートウィザードを使用して商談をインポートし、進行中の案件を
Salesforce に取り込みます。Web サイトまたはヘルプセンターに自動タスクを埋め込み、顧客に対応するときに
チームに次のステップを推奨したり、ケースをマージしたりします。

このセクションの内容:

Dialer を使用したチームの電話の統合
Dialer で会社の電話を 1 つの電話番号に統合し、かかってきた電話をチームのメンバーにつながりやすくし
ます。過去の通話履歴に基づいて会話をパーソナライズし、メモを取り、案件やケースの詳細をまとめる
ことができます。しかも、すべてを Salesforce 内から行うことができます。連絡要求を有効化して、顧客が
待たずにすむようにします。顧客は、後で折り返し連絡をするように要求できます。要求は追跡されるた
め、チームの誰でも時間ができたら対応できます。顧客の電話エクスペリエンスを会社と一致させるため
に、独自の録音メッセージと待機中の音楽をアップロードします。
チャットとメッセージングで即座に顧客との会話を開始
チャットとメッセージングで顧客の満足度を高めましょう。Web サイトやヘルプセンターに Web チャット
を埋め込み、チームが不在のときに顧客がケースを登録できるオプションを追加します。Facebook Messenger

for Essentials は、企業の Facebook ページを Salesforce に接続して、ページへのメッセージが放置されないよう
にします。しかも、チームは Salesforce から離れる必要がありません。チームメンバーは、Salesforce で他の
作業をしながら、チャットとメッセージを受信できるため、ケース、チャット、メッセージやその他すべ
てを並行して処理できます。
Salesforce でのデータの保存量の増加
ボタンをクリックするだけで、ファイルとデータストレージの制限を緩和できます。ファイルとデータス
トレージのアドオンを使用すると、より多くのレコードを作成し、より多くのファイルを共有し、成長す
るビジネスをサポートできます。
ビジネスと Salesforce の成長
Essentials をさらに活用するには、必要に応じてチェックアウトページの追加機能を使用します。チャット
とメッセージング、Dialer、ファイルストレージ、データストレージなどの新しいアドオンがあります。
Salesforce Essentials への商談のインポート
データインポートウィザードを使用して商談を Salesforce Essentials にインポートします。すべての商談また
は一意の名前を指定した商談のみのどちらかを選択してインポートします。
チャットと連絡要求でヘルプセンターを強化
使用できるコンポーネントが 2 つ追加されました。セルフサービスヘルプセンターにドラッグアンドドロッ
プして、顧客が自己解決する方法を増やすことができます。組み込みサービスチャットコンポーネントを
使用して、チャットボタンをヘルプセンターに追加し、顧客がチームとチャットできるようにします。連
絡要求ボタン &amp; フローコンポーネントを追加して、顧客がチームからの支援を要求できるようにしま
す。
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簡単なタスクで埋め込みフローを使用してユーザをガイド
埋め込みフローでチームの時間を節約し、セルフサービス環境の価値を高めます。フローを Web サイトや
ヘルプセンターに埋め込んで、顧客や訪問者がよくあるタスク (問題の報告、商品やサービスへの関心の表
明、問題のトラブルシューティングなど) を完了できるようにします。フローはバックグラウンドで Salesforce

レコード (取引先責任者、リード、ケースなど) を作成できるため、チームは業務を遂行するために必要な
情報をすばやく見つけることができます。
Einstein Next Best Action であらゆる顧客に配慮
Einstein Next Best Action で適切なおすすめを適切なタイミングで適切な顧客に提供します。提案とアクション
を作成して表示し、チームが次に何をすべきか常に把握できるようにします。こうした提案により、潜在
顧客への割引の提示、顧客の取引先に関連するアドオンサービスの提案、商品の問題をトラブルシューティ
ングする顧客の支援などにおいてチームをガイドできます。
ケースのマージによるケースリストの整理 (ベータ)

最大 3 個のケースを 1 個のケースにマージして、意図しない不要な情報をケースリストから削除します。
マージ対象のケースのケース項目に含まれる情報が異なる場合、マージ後のケースで使用するバージョン
を選択できます。
トレーニング、オンボーディング、およびニュース用のアプリケーション内ガイダンスの追加 (ベータ)

数回クリックするだけでユーザのためにアプリケーション内ガイダンスを作成できます。オーディエンス
固有のコンテンツを作成し、ユーザを重要情報に誘導するためのアクションボタンを追加することができ
ます。

Dialer を使用したチームの電話の統合
Dialer で会社の電話を 1 つの電話番号に統合し、かかってきた電話をチームのメンバーにつながりやすくしま
す。過去の通話履歴に基づいて会話をパーソナライズし、メモを取り、案件やケースの詳細をまとめることが
できます。しかも、すべてを Salesforce 内から行うことができます。連絡要求を有効化して、顧客が待たずにす
むようにします。顧客は、後で折り返し連絡をするように要求できます。要求は追跡されるため、チームの誰
でも時間ができたら対応できます。顧客の電話エクスペリエンスを会社と一致させるために、独自の録音メッ
セージと待機中の音楽をアップロードします。
方法:チームの Dialer を取得するには、[設定] > [登録を管理]に移動し、Dialer for Essentials アドオンを購入します。
必ずインバウンドおよびアウトバウンドライセンスと細かいバンドルを追加します。その後で、Dialer 設定ペー
ジから有効化します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Dialer for Essentials (リリースプレビューの時点で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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チャットとメッセージングで即座に顧客との会話を開始
チャットとメッセージングで顧客の満足度を高めましょう。Web サイトやヘルプセンターに Web チャットを埋
め込み、チームが不在のときに顧客がケースを登録できるオプションを追加します。Facebook Messenger for

Essentials は、企業の Facebook ページを Salesforce に接続して、ページへのメッセージが放置されないようにしま
す。しかも、チームは Salesforce から離れる必要がありません。チームメンバーは、Salesforce で他の作業をしな
がら、チャットとメッセージを受信できるため、ケース、チャット、メッセージやその他すべてを並行して処
理できます。
方法: 無料で 1 ライセンスを取得できるので、今すぐ開始できます。必要に応じてチーム向けに追加のライセ
ンスを購入できます。チャットとメッセージングを購入するには、[設定] > [登録を管理] に移動します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Salesforce Essentials のチャットおよびメッセージング (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 でのデータの保存量の増加
ボタンをクリックするだけで、ファイルとデータストレージの制限を緩和できます。ファイルとデータスト
レージのアドオンを使用すると、より多くのレコードを作成し、より多くのファイルを共有し、成長するビジ
ネスをサポートできます。
方法: [設定] > [登録を管理] に移動し、[ファイル] または [データストレージ] のアドオンを選択します。

ビジネスと Salesforce の成長
Essentials をさらに活用するには、必要に応じてチェックアウトページの追加機能を使用します。チャットと
メッセージング、Dialer、ファイルストレージ、データストレージなどの新しいアドオンがあります。
方法: [設定] > [登録を管理]に移動し、購入するアドオンを選択します。

Salesforce Essentials への商談のインポート
データインポートウィザードを使用して商談を Salesforce Essentials にインポートします。すべての商談または一
意の名前を指定した商談のみのどちらかを選択してインポートします。
方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「データインポートウィザード」と入力し、[データインポートウィ
ザード] を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Salesforce Essentials へのデータのインポート  (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)
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チャットと連絡要求でヘルプセンターを強化
使用できるコンポーネントが 2 つ追加されました。セルフサービスヘルプセンターにドラッグアンドドロップ
して、顧客が自己解決する方法を増やすことができます。組み込みサービスチャットコンポーネントを使用し
て、チャットボタンをヘルプセンターに追加し、顧客がチームとチャットできるようにします。連絡要求ボタ
ン &amp; フローコンポーネントを追加して、顧客がチームからの支援を要求できるようにします。
方法: 組み込みサービスチャットコンポーネントを使用するには、信頼済みサイトをヘルプセンターに追加す
る必要があります。必要な URL は、組み込みチャットコードスニペットに baseLiveAgentURL として含まれ
ています。連絡要求ボタン &amp; フローコンポーネントを使用するには、Flow Builder でフローが作成されてい
ることを確認します。簡単なフローを作成して、顧客が自分の連絡先情報と問題の説明を入力できるようにす
ることをお勧めします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: サードパーティアプリケーションにアクセスする CSP 信頼済みサイトの作成 (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)

簡単なタスクで埋め込みフローを使用してユーザをガイド
埋め込みフローでチームの時間を節約し、セルフサービス環境の価値を高めます。フローを Web サイトやヘ
ルプセンターに埋め込んで、顧客や訪問者がよくあるタスク (問題の報告、商品やサービスへの関心の表明、
問題のトラブルシューティングなど) を完了できるようにします。フローはバックグラウンドで Salesforce レコー
ド (取引先責任者、リード、ケースなど) を作成できるため、チームは業務を遂行するために必要な情報をすば
やく見つけることができます。
方法: Flow Builder を使用して画面フロー種別のフローを作成します。次に、[設定] で [組み込みサービス] ページ
に移動します。新規リリースを作成し、フロー設定の [開始] を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Web サイトへのフローの追加 (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)

Einstein Next Best Action であらゆる顧客に配慮
Einstein Next Best Action で適切なおすすめを適切なタイミングで適切な顧客に提供します。提案とアクションを
作成して表示し、チームが次に何をすべきか常に把握できるようにします。こうした提案により、潜在顧客へ
の割引の提示、顧客の取引先に関連するアドオンサービスの提案、商品の問題をトラブルシューティングする
顧客の支援などにおいてチームをガイドできます。

関連トピック:

Einstein Next Best Action のおすすめをエージェントの手元に置く
Salesforce ヘルプ: Einstein Next Best Action の使用開始 (リリースプレビューの時点で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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ケースのマージによるケースリストの整理 (ベータ)
最大 3 個のケースを 1 個のケースにマージして、意図しない不要な情報をケースリストから削除します。マー
ジ対象のケースのケース項目に含まれる情報が異なる場合、マージ後のケースで使用するバージョンを選択で
きます。

関連トピック:

単一レコードへのケースのマージ (ベータ)

単一レコードへのケースのマージ (ベータ)

トレーニング、オンボーディング、およびニュース用のアプリケー
ション内ガイダンスの追加 (ベータ)
数回クリックするだけでユーザのためにアプリケーション内ガイダンスを作成できます。オーディエンス固有
のコンテンツを作成し、ユーザを重要情報に誘導するためのアクションボタンを追加することができます。

関連トピック:

トレーニング、オンボーディング、およびニュース用のアプリケーション内ガイダンスの追加 (ベータ)

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデー
タチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

より少ない発言でボットの設定とテストをより迅速に行います。データチェッカーを使用して、成功の予測を
設定します。四半期別売上予測とデータセグメントのサポートにより、予測を改善します。Einstein を使用すれ
ば、多数の Salesforce コアアプリケーションの効果を高めることができます。

セールス
Einstein 商談スコアリング: スコアが表示されない理由の簡単な把握
Einstein 商談スコアリングへのアクセスが制限されているために商談スコアが営業担当に表示されない場合、ス
コア値が非表示とマークされるようになりました。
Sales Cloud Einstein: グローバルモデルの準備
Einstein インテリジェンスは、データに組み込まれています。Einstein のデータが多くなるほど、予測が強力に
なります。ただし、独自の予測モデルを作成するのに十分なデータを持っていないお客様もいます。より多く
のお客様に有意義な人工知能を提供するために、すべてのお客様が利用できるグローバルな予測モデルを構築
しています。グローバルモデルは、多くの Salesforce ユーザから集計される匿名のトレンドを検索するため、最
初に複数の Salesforce 組織からデータを収集します。このデータを使用してグローバルモデルを構築します。
Einstein 活動キャプチャ: 改良された設定、改善された共有の制御、活動総計値
Einstein 活動キャプチャ設定の作成や編集が簡単になりました。全員と活動を共有することの意味を決定しま
す。また、いくつかの重要な改善と共に活動総計値が正式リリースされました。
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Einstein 自動取引先責任者: スマートメールマッチングの廃止
取引先責任者の役割の提案の改善に役立つ [スマートメールマッチング] オプションは使用できなくなりまし
た。
四半期ごとの売上予測のサポート (ベータ)

四半期ごとの売上予測スケジュールを使用する場合、Einstein の機能を使用して売上予測の精度を高めたり、結
果を予測したり、営業チームの進捗状況を追跡したりできるようになりました。
データのセグメント化による売上予測の向上
商談を関連するグループ (地域や商品ラインなど) に分類して、売上予測モデルを改善します。
キャンペーンインサイトを使用したプロスペクトエンゲージメントの監視 (正式リリース)

Pardot Einstein キャンペーンインサイトが正式リリースされ、さらに改良されました。プロスペクトの詳細とリ
ストメールエンゲージメントに加えて、その他のマーケティングアセットに関するインサイトも得られるよう
になりました。マーケティングフォームとランディングページに関するアクティビティについての新しい説明
によって、全体像を把握できます。
ワークフローとプロセスビルダーでの行動スコアリングの使用
さまざまな面でプロスペクトの購入意思が読み取れるときには、リードを割り当てたり、Chatter に投稿したり
といった管理作業で時間を無駄にしている場合ではありません。プロセスビルダーとワークフローのルール条
件の一部として Einstein 行動スコアリングを使用して日常業務を自動化します。これらのツールを使用すれば、
営業チームは最良のリードを迅速に得ることができます。

サービス
会話中のボットセッションのインテリジェントな転送
メッセージングのチャットボタンとチャネル ID のデフォルトキューを上書きすることによって、各ボットセッ
ションを適切なエージェントやキューに転送します。専用のキューで会話をエージェントに転送するルールア
クションを作成します。
ダイアログマップを使用した会話設計の理解
使いやすいビジュアル表現によって、各会話のターン、参照、ルール条件を把握します。[ダイアログの詳細]

でダイアログを作成し、[マップ] に切り替えて会話の設定とフレームワークを表示します。ダイアログマップ
は参照のみで、ここからダイアログを作成または更新することはできません。
ボット設定の迅速化と準備の削減
20 個の発言を追加したり、Einstein を有効にしてインテントモデルを作成したりすることなく、ボットを迅速
に実装します。ダイアログインテントで、いくつかのキーワードを入力し、顧客が使用した発言に完全一致で
照合することを選択できます。この完全一致オプションを使用することで、シンプルなボットのテストとリ
リースの時間を短縮できます。完全一致では大文字と小文字の違いは無視されますが、スペースや句読点は無
視されません。
プロファイルを使用したボットアクションのカスタマイズ
ボットにカスタムプロファイルを割り当てることによって、ボットの機能を拡張し、Field Service Lightning など
の機能にアクセスできるようにします。各ボットにはボットユーザがあり、これによってライセンス、権限、
オブジェクトに基づいてボットが実行できる内容を指定します。デフォルトでは、各ボットには [基本チャッ

117

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダー
のデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

Salesforce Summer '19 リリースノート



トボット] ユーザプロファイルがありますが、カスタムプロファイルを作成してボットの動作を拡張すること
をお勧めします。
適切なステップと Einstein Next Best Action からの上位の結果をエージェントに提供
Einstein Next Best Action のおすすめを他のガイダンスと組み合わせて 1 か所 (アクション & おすすめコンポーネン
ト) ですべてを表示します。アクションおよび提案をおすすめとして作成します。ビジネスルール、Einstein 予
測モデル、その他のデータソースを使用するアクション戦略で、それらを調整およびパーソナライズします。
最適なオプションとその他のアクションを表示し、作業者が適切なステップをすぐに見つけることができるよ
うにします。
Einstein ケース分類の最適化ボタンが削除された
ケース分類の設定を簡略化するために、一部のオプションを合理化し、[最適化] ボタンを削除しました。
Einstein Next Best Action のおすすめをエージェントの手元に置く
Einstein Next Best Action 戦略からの上位のおすすめを、エージェントが実行できる他の次のステップと組み合わ
せます。戦略で作成されたおすすめは、アクション & おすすめコンポーネントのタブに表示されます。エー
ジェントにそれらを表示するための個別の Next Best Action コンポーネントは必要でなくなりました。

Analytics
保護項目を使用した倫理的で説明可能なモデルの構築
バイアスがかかる可能性のある変数を検出してフラグを付ける説明可能な AI モデルを作成します。保護項目
を使用すると、モデルから除外する保護値を宣言し、問題のある相関関係の通知を受信できます。
拡張されたモデル総計値を使用したモデルの詳細なインサイトの取得
新しい [概要] タブと [予測検査] タブを使用して、モデルについてより多くのフィードバックを取得すること
で、モデルを改良してより精度の高い予測を得ることが可能になります。
Sandbox によるデータの試用
Einstein Discovery ストーリーを Full Copy Sandbox に含めることができるようになりました。ストーリーとデータを
Sandbox にコピーしてテストします。ストーリーを最初から再作成する必要はありません。
項目レベルの相関関係および改善を使用したストーリーの絞り込み
ストーリー内のデータ分析を最適化するのに [ストーリーの設定] ウィザードが役立ちます。このウィザード
は、ストーリーの結果と各項目との相関関係を表示し、除外可能な重複データや異常値データを識別し、バ
ケット化に関する改善を提案します。
コードを記述せずに予測を Salesforce レコードにリリース (パイロット)

選択した Salesforce 項目にスコアを自動的に書き込むことができるようになりました。プロセスビルダーや管理
パッケージをトリガに関連付けることなく予測を容易に統合します。
Lightning Experience レコードページでの Einstein Discovery 予測の表示
任意のレコード詳細ページで Einstein Discovery 予測を標準 Lightning コンポーネントとして追加します。Lightning

アプリケーションビルダーで、新しい Einstein 予測コンポーネントをレコードページにドラッグします。次に、
予測定義の選択、予測単位の設定、表示設定の選択を行います。レコードページでは、予測はリアルタイムに
更新され、Salesforce に書き戻す必要はありません。
スマートバケット化を使用したインサイトの改善
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より適したバケット化を使用すると、ストーリーインサイトが改善されます。Einstein Discovery では、ストー
リーの数値列を分析する教師なし学習アルゴリズムを使用します。また、異なる範囲の年齢データや郵便番号
データなど、より適したバケットを使用するように提案します。
整数を使用した数量の予測
計算結果が小数になることは少なくありません。ただし、1 か月あたりの注文数や顧客来店数など、整数とし
て表示しないと意味がない予測もあります。このような数量を自動的に丸めて整数として表示します。
リリースしたモデルの制度をリアルタイムで監視 (パイロット)

予測結果と実際の結果を比較して、モデルの精度を判断します。次に、このフィードバックを使用して、モデ
ルを調整し、予測を改善します。
Analytics データフローでの予測のネイティブな生成
Einstein Analytics データフローでデータセットをスコアリングするには、データフローエディタで新しい edScore

変換を追加します。使用する予測定義の名前と、スコアに含める新しいデータセット列の名前を指定します。
最適化機能選択を使用したストーリーの精度の改善
Einstein Discovery では、モデルの構築に必要な機能と変数のみを選択することで、数値結果を含むストーリーが
より迅速に生成されるようになりました。ストーリー作成プロセスが合理化および高速化されています。最適
化機能選択は回帰ストーリーに適用されますが、分類を目的とするものではありません。
小さな Einstein Analytics データセットからのインサイトの取得
大量のデータを持っていませんか? 問題ありません。説明的インサイトでは、最小で 50 行のデータがあれば済
みます。予測インサイトでは、最小で 400 行のデータが必要です。ストーリーの設定時にデータセットを選択
します。含まれる行数が 400 未満の場合、Einstein Discovery によって説明的インサイトが生成されますが、予測
および改善のモデルは生成されません。
Einstein Discovery Classic の廃止
Einstein Discovery Classic は Spring '20 で廃止される予定です。現在の Einstein Discovery Classic ユーザは、Analytics Studio

でデータセットとストーリーを再作成するには、Einstein Analytics Plus ライセンス (Analytics の Einstein Discovery で必
須) が必要です。Summer '19 リリースでは、Einstein Discovery Classic はすべての Developer 組織で新しい環境に置き
換えられます。
どこにでも埋め込める Einstein Discovery 予測
Einstein Discovery でモデルをリリースしたら、Einstein Predictions Service スコアリング API を使用して、予測を Web

サイトやアプリケーションに埋め込みます。スコアリング API REST エンドポイントを使用して、リリース済み
の Einstein Discovery 予測モデルにアクセスします。モデルの入力変数を送信して、予測、予測の理由、および予
測の改善方法に関するおすすめを取得します。埋め込むことで、Salesforce の内外のレコードをスコアリングで
きます。

カスタマイズ
Einstein 予測ビルダーでのデータチェッカーを使用したエラーの発生前の検出
予測の設定が完了する前に、データセットに十分なレコードがなかったり、予測品質が低かったりすることを
確認できます。Einstein は、有益な予測を行うために必要なサンプルレコード数と、true および false 値の数を判
断できます。データチェッカーを使用して、進行中にこの情報を取得します。絞り込まれたデータセットに十
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分なレコードがないことを早期に発見し、区分またはサンプル検索条件を調整してからデータを再確認できる
ようにします。
Einstein 予測ビルダーでのカスタムロジックを使用した検索条件の微調整
予測を構築するときに、検索条件を使用して、予測の基盤となるデータセット内のレコードのセットを定義し
ます。含めるレコードのセットをより正確にするため、検索条件にカスタムロジックを適用できるようになり
ました。
Next Best Action 戦略でおすすめを絞り込むための式をより容易に作成
Einstein Next Best Action で、おすすめを絞り込むための式をよりすばやく正確に作成できるようになりました。
式ではリソース、演算子、値が使用されます。この式をシンプルモードと高度なモードの 2 つの異なるモード
で作成できます。シンプルモードは宣言型です。選択または検索のみで数式を作成できます。より複雑な式が
必要であれば、高度なモードをお試しください。画面に表示される形式と構文のガイドラインに従って、式を
入力します。
Salesforce オブジェクトまたは外部データソースからの Next Best Action Recommendations の動的配信および拡張
作成済みの静的なおすすめを使用するのではなく、作成と拡張の 2 つの新しい要素を使用して動的なおすすめ
と AI による予測を取得できるようになりました。
対応付け要素を使用した簡単な機能強化の追加、フロー入力変数へのおすすめ項目の対応付け
新しい対応付け要素を使用すると、Apex コードを使用せずに、数式を使用して新規項目を作成したり、既存の
項目を変更したりできます。
Next Best Action 戦略をパッケージ化して配信
パッケージ化により、Strategy Builder で Next Best Action 戦略を容易かつ大規模に配信できます。会社の開発者は、
複数の Salesforce 組織で使用する戦略をパッケージ化できます。独立系ソフトウェアベンダー (ISV) は、戦略を
AppExchange に追加して顧客に配信できます。戦略および特定の連動関係をパッケージ化して管理パッケージ
と未管理パッケージの両方で配信できます。変更セットもサポートされています。
数式項目での Einstein 予測の表示
Einstein 予測ビルダーでは、確度および予測 (顧客がサービスに対して支払う可能性がある金額など) が生成され
ます。カスタム数式項目を作成する場合、AI 予測項目を参照できるようになりました。

開発
有料プランからのトレーニング要求を優先
有料プランの顧客からのトレーニング要求は無料プランの顧客からの要求よりも優先されます。トレーニング
要求は、/trainまたは /retrainリソースへのコールです。無料サービスのユーザの場合、キューに他の要
求があると、トレーニングが遅れる可能性があります。
例を返す API コールの数を 30 コール/月に制限
各 Einstein プラットフォームサービスアカウントでは、例を返す Einstein Vision および Einstein Language エンドポイ
ントへのコール数がカレンダー月あたり 30 回に制限されるようになりました。この制限は、例を返すすべて
の API に適用されます。この制限を超えると、エラーメッセージが表示されます。
Einstein Vision: データセットの最大サイズの増加、新しい language 項目
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AI の機能を利用して深層学習モデルをトレーニングし、大規模な画像を認識および分類します。事前にトレー
ニングされた分類子を活用するか、独自のカスタム分類子をトレーニングして、固有の使用事例を解決しま
す。
Einstein Language: データセットの最大サイズの増加、新しい language パラメータと項目
Einstein 言語 API を使用して、アプリケーションの自然言語処理を作成し、テキスト内の強力なインサイトを得
ます。Language API には、Einstein Intent API と Einstein Sentiment API が含まれます。

セールス: High Velocity Sales の機能強化、Einstein 活動総計値、カ
スタマイズ可能な商品スケジュール、CPQ および Pardot 向けの
Einstein の新機能

セールスケイデンスをリンクして複雑なセールスプロセスに対処できます。活動総計値により、Einstein 活動
キャプチャのユーザは活動データの全体像を把握できます。カスタマイズ可能な商品スケジュールは、受信す
る収益や送信する注文に関連したより複雑なセールスプロセスをサポートできます。CPQ Einstein 価格設定ガイ
ダンスにより、営業チームがよりインテリジェントな価格設定をできるようにします。また、Einstein キャン
ペーンインサイトを使用して、キャンペーンにエンゲージした見込み客の類似点を探します。

このセクションの内容:

High Velocity Sales: 個人取引先のサポート、新規ユーザの歓迎環境、セールスケイデンスの改善
High Velocity Sales (HVS) で個人取引先とサードパーティの通話ソリューションがサポートされるようになりま
した。営業マネージャや営業担当者は、見込み客をレコード所有者だけでなく HVS ユーザにも割り当てる
ことができます。新規ユーザには、すばやく利用を開始するためのリソースが表示されます。また、多く
の新しいセールスケイデンス機能 (各種セールスケイデンスをまとめてチェーニングする機能など) が追加
されました。
Sales Cloud Einstein: 四半期ごとの売上予測、データセグメント化、グローバルモデル
Einstein 売上予測で四半期ごとの売上予測とデータセグメント化が導入されました。グローバルデータモデ
ルについて確認してください。さらに、Einstein 活動キャプチャの機能強化によって、設定および共有オプ
ションが改善されています。
中核的なセールス機能: カスタマイズ可能な商品スケジュール、[設定] の目標、テリトリー売上予測の新し
いビュー、祝福の紙吹雪
ビジネスプロセスをサポートするために商品スケジュールをカスタマイズできます。データローダまたは
API を使用せずに目標を管理できます。ユーザは、すべてのテリトリー売上予測を 1 つのページで表示でき
ます。さらに、チームの成功を祝福できます。
生産性機能: 改善された Einstein 活動キャプチャ、メールおよびテンプレートの新しいカスタマイズ、Inbox

の機能強化
Einstein 活動キャプチャで共有の制御と設定が改善されました。画像をメールに追加したり、メールテンプ
レートで拡張レターヘッドを取得したりできます。Inbox Now を使用して、その日の活動に関する詳細とイ
ンサイトを表示できます。

121

セールス: High Velocity Sales の機能強化、Einstein 活動総
計値、カスタマイズ可能な商品スケジュール、CPQ およ

び Pardot 向けの Einstein の新機能

Salesforce Summer '19 リリースノート



Lightning Data: 対象にするレコードやスキップするレコードの選択
Lightning Data の更新と評価をより詳細に制御できるようになりました。たとえば、古いリードで Lightning

Data ルールが無駄に実行されることを回避できます。つまり、レコードが他のシステムで更新される場合
や、会社のセキュリティまたはコンプライアンスポリシーで特定のレコードとデータサービス間のデータ
フローを禁止している場合に、それらのレコードのルールをスキップします。Lightning Data ルールごとに、
カスタムチェックボックス項目を作成し、指定されたとおりに名前を付けて、レコードに追加します。
チェックボックスが選択されたレコードでルールが実行され、残りのレコードはスキップされます。
Data.com Prospector と Data.com Clean の廃止
Data.com Prospector ライセンスと Data.com Clean ライセンスは 2019 年 7 月 31 日を過ぎると更新できなくなりま
す。これらの商品は 2020 年 7 月 31 日に廃止される予定です。現在のライセンスは引き続き有効なままにな
ります。
Gmail インテグレーション: 迅速なメールの記録とメール追跡の改善
営業担当は、メールを移動するときに、メールを Salesforce に記録するオプションを開いたままにできます。
Inbox ライセンスで使用できるメール追跡には、場所情報が含まれます。Gmail から送信されたメールの追跡
情報は、Salesforce の活動タイムラインで使用できます。
Microsoft とのインテグレーション: 迅速なメールの記録とメール追跡の改善
より少ないクリック数で Microsoft® Outlook®から Salesforce にメールを記録できます。追跡メールについてより
焦点が絞られた情報を取得できます。さらに、最新の Salesforce for Outlook バージョンの詳細を確認できま
す。または、クラウドベースに移行することで、Salesforce for Outlook のアップグレードを完全に不要にする
こともできます。
Salesforce CPQ および Billing: 価格設定ガイダンス、強化された請求書品目のクレジット適用、大規模な契約の
信頼できる修正および更新
過去の商談および商品の価格設定のトレンドに基づいて価格設定ガイダンスを提供することで、営業チー
ムが商談を成立できるようにします。タイムアウトのリスクを抑えて大規模な契約を修正して更新できま
す。一度に複数の請求書品目にクレジットを適用し、任意の 1 か所からすべてにクレジットの税金を適用
できます。
Pardot: 営業ユーザ向けのデータ視覚化、新しい Einstein インサイト、その他
エンゲージメント履歴機能にキャンペーンレコードのダッシュボードと、マーケティングアセットレコー
ドのプロスペクトアクティビティ関連リストが含まれるようになりました。Einstein 行動スコアリングの値
を使用して、自動化プロセスを調整し、マーケティングフォームとランディングページに関する新しいキャ
ンペーンインサイトを見つけます。さらに、一部の Pardot Lightning アプリケーションオブジェクトに [クイッ
ク検索条件] オプションと [フルビュー] オプションが追加されました。

High Velocity Sales: 個人取引先のサポート、新規ユーザの歓迎環境、
セールスケイデンスの改善
High Velocity Sales (HVS) で個人取引先とサードパーティの通話ソリューションがサポートされるようになりまし
た。営業マネージャや営業担当者は、見込み客をレコード所有者だけでなく HVS ユーザにも割り当てることが
できます。新規ユーザには、すばやく利用を開始するためのリソースが表示されます。また、多くの新しい
セールスケイデンス機能 (各種セールスケイデンスをまとめてチェーニングする機能など) が追加されました。
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High Velocity Sales とその機能は、有料オプションで使用できます。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 Dialer も有料オプションでアドオンライセンスとして使
用できます。

このセクションの内容:

High Velocity Sales での個人取引先の使用
企業対消費者取引モデルを使用する営業チームは、個人取引先をセールスケイデンスや他のすべての High

Velocity Sales 活動に追加できるようになりました。HVS アプリケーションを使用して個人取引先のインサイ
ドセールスプロセスを加速し、営業担当が作業キューを使用して簡単に個人取引先への営業アウトリーチ
を追跡できるようにします。
High Velocity Sales ユーザへの見込み客の割り当て
営業マネージャや営業担当は、見込み客をセールスケイデンスに追加するときに、セールスケイデンスス
テップをレコード所有者以外に割り当てることができるようになりました。見込み客は、任命先の作業
キューに表示されます。別のユーザの割り当ては、キューがリードを所有する場合に特に便利です。取引
先所有者が取引先責任者を所有するが、ダイレクトセールスを実行しない場合、マネージャは別の HVS ユー
ザを割り当てて、取引先責任者でセールスステップを実行させることができます。
新規ユーザによる High Velocity Sales の円滑な開始
新規ユーザは、High Velocity Sales を開始するときに豊富なリソースを使用できます。新しい歓迎環境には、
トレーニング動画、Trailhead コンテンツ、アプリケーション内ユーザサポートへのリンクがあります。営業
マネージャや営業担当は、High Velocity Sales で効果的に作業するために知っておくべきことを自分のペース
で学習できます。
作業キュー: 並び替えとカスタマイズ
営業担当は、リードを並び替えて作業キューを整理できます。システム管理者は、営業担当に表示される
情報をリードごとにカスタマイズできます。
セールスケイデンス: リンク、見込み客の状況、テンプレートのプレビュー
営業マネージャは、セールスケイデンスを相互にリンクできます。マネージャや営業担当は、リード、取
引先責任者、個人取引先レコードで見込み客の状況を表示できます。マネージャは、セールスケイデンス
ビルダーで直接コールスクリプトやメールテンプレートをプレビューできます。
High Velocity Sales での Open CTI の使用
Lightning Dialer 以外の通話ソリューションを使用しているユーザにとって朗報です。High Velocity Sales では、
アプリケーション内通話環境の一部としてサードパーティのコンピュータテレフォニーインテグレーショ
ン (CTI) プロバイダがサポートされます。
High Velocity Sales での一貫したメールの追跡
営業担当が作業キューからメールを送信するか Outlook および Gmail インテグレーションからメールを送信
するかに関係なく、メール追跡情報を表示して、メールを Salesforce に記録することを選択できます。一貫
した環境で作業できるため、営業担当はメールアプリケーションを滞りなく簡単に切り替えることができ
ます。
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High Velocity Sales での個人取引先の使用
企業対消費者取引モデルを使用する営業チームは、個人取引先をセールスケイデンスや他のすべての High Velocity

Sales 活動に追加できるようになりました。HVS アプリケーションを使用して個人取引先のインサイドセールス
プロセスを加速し、営業担当が作業キューを使用して簡単に個人取引先への営業アウトリーチを追跡できるよ
うにします。
対象: この変更は Lightning Experience での High Velocity Sales に適用されます。High Velocity Sales は Enterprise Edition、
Performance Edition、および Unlimited Edition で有料で使用できます。
理由: 営業ユーザが個人取引先をセールスケイデンスに追加すると、リードや取引先責任者と同じように作業
キューに表示されます。

High Velocity Sales ユーザへの見込み客の割り当て
営業マネージャや営業担当は、見込み客をセールスケイデンスに追加するときに、セールスケイデンスステッ
プをレコード所有者以外に割り当てることができるようになりました。見込み客は、任命先の作業キューに表
示されます。別のユーザの割り当ては、キューがリードを所有する場合に特に便利です。取引先所有者が取引
先責任者を所有するが、ダイレクトセールスを実行しない場合、マネージャは別の HVS ユーザを割り当てて、
取引先責任者でセールスステップを実行させることができます。
対象: この変更は Lightning Experience での High Velocity Sales に適用されます。High Velocity Sales は Enterprise Edition、
Performance Edition、および Unlimited Edition で有料で使用できます。
方法: リード、取引先責任者、または個人取引先をセールスケイデンスに追加するときに、レコード所有者ま
たは他の任意の High Velocity Sales ユーザを選択し、対象でセールスケイデンスステップを実行させます。
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新規ユーザによる High Velocity Sales の円滑な開始
新規ユーザは、High Velocity Sales を開始するときに豊富なリソースを使用できます。新しい歓迎環境には、ト
レーニング動画、Trailhead コンテンツ、アプリケーション内ユーザサポートへのリンクがあります。営業マネー
ジャや営業担当は、High Velocity Sales で効果的に作業するために知っておくべきことを自分のペースで学習でき
ます。
対象: この変更は Lightning Experience での High Velocity Sales に適用されます。High Velocity Sales は Enterprise Edition、
Performance Edition、および Unlimited Edition で有料で使用できます。
理由: ユーザが初めて High Velocity Sales アプリケーションを開いたときに、歓迎メッセージが表示されます。

ユーザが営業マネージャであるか営業担当であるかに応じて、異なるリソースが表示されます。
ユーザは歓迎メッセージが表示された後で、ドッキングされたアシスタントにアクセスできるようになりま
す。
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ドッキングされたアシスタントには、歓迎メッセージで使用可能なすべての機能に加えて、他のリソースもい
くつか表示されます。「開始する」コンテンツを使用すれば、営業担当やマネージャはアプリケーションを終
了することなく商品の主要機能のツアーを開始できます。ユーザはすぐにアプリケーション内ヘルプで High

Velocity Sales の設定と使用の基礎を学習することができます。
歓迎メッセージとドッキングされたアシスタントは、ヘルプメニューからいつでもアクセスできます。
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作業キュー: 並び替えとカスタマイズ
営業担当は、リードを並び替えて作業キューを整理できます。システム管理者は、営業担当に表示される情報
をリードごとにカスタマイズできます。

このセクションの内容:

作業キューのリードの並び替え
営業担当は、必要な作業 (最後に追加された人への連絡または最近連絡していない人のフォローアップ) に
合わせて作業キューを並び替えることができます。
作業キューで営業担当に表示される詳細のカスタマイズ
作業キューで作業しているときに営業担当に必要な情報を強調表示します。コンパクトレイアウトでは、
作業キューに表示される項目を最大 3 個まで選択し、それを最初にリストします。アイコンと最初の項目
はレコードにハイパーリンクされます。

作業キューのリードの並び替え
営業担当は、必要な作業 (最後に追加された人への連絡または最近連絡していない人のフォローアップ) に合わ
せて作業キューを並び替えることができます。
対象: この変更は Lightning Experience での High Velocity Sales に適用されます。High Velocity Sales は Enterprise Edition、
Performance Edition、および Unlimited Edition で有料で使用できます。
方法: [並び替え基準] リンクをクリックして、並び替えの方向を変更します。
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[並び替えの基準] ドロップダウンリストをクリックして、並び替え基準を変更します。

作業キューで営業担当に表示される詳細のカスタマイズ
作業キューで作業しているときに営業担当に必要な情報を強調表示します。コンパクトレイアウトでは、作業
キューに表示される項目を最大 3 個まで選択し、それを最初にリストします。アイコンと最初の項目はレコー
ドにハイパーリンクされます。
対象: この変更は Lightning Experience での High Velocity Sales に適用されます。High Velocity Sales は Enterprise Edition、
Performance Edition、および Unlimited Edition で有料で使用できます。
理由: 営業担当は、必要なリード情報を一目で確認できます。
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異なるエンティティおよびレコードタイプに異なる項目を設定できます。たとえば、個人取引先エントリ (1)

には業種や状況が表示されるのに対して、取引先責任者エントリ (2) には役職や会社が表示されます。
方法: [設定] で [オブジェクトマネージャ] をクリックし、レイアウトを編集するエンティティの名前をクリッ
クします。[コンパクトレイアウト]をクリックし、編集するコンパクトレイアウトの名前をクリックします。
[編集] をクリックします。[選択可能な項目] と [選択済みの項目] で、コンパクトレイアウトに表示する項目を
選択し、順序を設定します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 作業キューのカスタマイズ (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)

セールスケイデンス: リンク、見込み客の状況、テンプレートのプレビュー
営業マネージャは、セールスケイデンスを相互にリンクできます。マネージャや営業担当は、リード、取引先
責任者、個人取引先レコードで見込み客の状況を表示できます。マネージャは、セールスケイデンスビルダー
で直接コールスクリプトやメールテンプレートをプレビューできます。

このセクションの内容:

セールスケイデンスのリンク
営業マネージャは、複数のセールスケイデンスを相互に接続することで、よりカスタマイズしたセールス
アウトリーチプレイブックを作成できます。見込み客があるセールスケイデンスを通過すると、自動的に
次のセールスケイデンスに追加されます。営業マネージャは見込みのあるリードのセールスケイデンスを
設計し、最初のセールスケイデンス中に変換されないリードのセールスケイデンスに接続できます。
より少ないクリック数での見込み客へのリーチアウト
営業担当は、見込み客の詳細ページを表示するときに、見込み客がセールスケイデンスのどこにいるのか
を正確に把握して、次のセールスアウトリーチを実行できます。セールスケイデンスステップコンポーネ
ントをリード、取引先責任者、または個人取引先のページレイアウトに追加するだけです。
セールスケイデンスビルダーでのメールテンプレートのプレビューとスクリプトのコール
営業マネージャがセールスケイデンスを作成すると、すぐに各ステップに割り当てたメールテンプレート
やコールスクリプトをセールスケイデンスビルダーで直接表示できるようになります。
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フロー向けに分類されたセールスケイデンスの標準の呼び出し可能なアクション
フローを構築するために使用できる呼び出し可能なアクションとクイックアクションが簡単に検索できる
ように分類されました。セールスケイデンスの場合、呼び出し可能なアクションには [対象をセールスケイ
デンスに割り当て] と [セールスケイデンスから対象を削除] が含まれます。
セールスケイデンスへのその他の変更
次のようなセールスケイデンスの追加の機能強化があります。

セールスケイデンスのリンク
営業マネージャは、複数のセールスケイデンスを相互に接続することで、よりカスタマイズしたセールスアウ
トリーチプレイブックを作成できます。見込み客があるセールスケイデンスを通過すると、自動的に次のセー
ルスケイデンスに追加されます。営業マネージャは見込みのあるリードのセールスケイデンスを設計し、最初
のセールスケイデンス中に変換されないリードのセールスケイデンスに接続できます。
対象: この変更は Lightning Experience での High Velocity Sales に適用されます。High Velocity Sales は Enterprise Edition、
Performance Edition、および Unlimited Edition で有料で使用できます。
方法: セールスケイデンスの終了ステップを別のセールスケイデンスにリンクするには、[終了してリンクされ
たセールスケイデンスに戻る] をオンにして有効なセールスケイデンスを選択します。

より少ないクリック数での見込み客へのリーチアウト
営業担当は、見込み客の詳細ページを表示するときに、見込み客がセールスケイデンスのどこにいるのかを正
確に把握して、次のセールスアウトリーチを実行できます。セールスケイデンスステップコンポーネントを
リード、取引先責任者、または個人取引先のページレイアウトに追加するだけです。
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対象: この変更は Lightning Experience での High Velocity Sales に適用されます。High Velocity Sales は Enterprise Edition、
Performance Edition、および Unlimited Edition で有料で使用できます。
理由: 営業担当は、作業キューの代わりにレコード詳細ページを表示している場合でも、各見込み客の過去お
よび将来のセールスステップを表示して、それに従って行動できます。

セールスケイデンスビルダーでのメールテンプレートのプレビューとスクリプトのコール
営業マネージャがセールスケイデンスを作成すると、すぐに各ステップに割り当てたメールテンプレートや
コールスクリプトをセールスケイデンスビルダーで直接表示できるようになります。
対象: この変更は Lightning Experience での High Velocity Sales に適用されます。High Velocity Sales は Enterprise Edition、
Performance Edition、および Unlimited Edition で有料で使用できます。
方法: メールテンプレートまたはコールスクリプトを表示するには、テンプレート名の横のプレビューアイコ
ン (1) をクリックします。

プレビューがセールスケイデンスビルダーで表示されます。
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フロー向けに分類されたセールスケイデンスの標準の呼び出し可能なアクション
フローを構築するために使用できる呼び出し可能なアクションとクイックアクションが簡単に検索できるよう
に分類されました。セールスケイデンスの場合、呼び出し可能なアクションには [対象をセールスケイデンス
に割り当て] と [セールスケイデンスから対象を削除] が含まれます。
対象: この変更は Lightning Experience での High Velocity Sales に適用されます。High Velocity Sales は Enterprise Edition、
Performance Edition、および Unlimited Edition で有料で使用できます。
方法: セールスケイデンスに関連したリードを構築するときに、アクションフロー要素を Flow Builder のキャン
バスにドラッグします。[絞り込み条件] でカテゴリを選択します。検索を使用してフローに追加する呼び出し
可能なアクションまたはクイックアクションを検索するか、使用可能なすべてのフローのリストを表示しま
す。

関連トピック:

フロー作成時の種別またはカテゴリによるアクションの検索
Salesforce ヘルプ: フローの作成 (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)

セールスケイデンスへのその他の変更
次のようなセールスケイデンスの追加の機能強化があります。
対象: これらの変更は Lightning Experience での High Velocity Sales に適用されます。High Velocity Sales は Enterprise

Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で有料で使用できます。
理由: より使いやすくしてパフォーマンスを向上させるために、HVS に対して小さくても重要な変更を行いまし
た。
• 営業マネージャはセールスケイデンスビルダーのキャンバスをズームしたりドラッグしたりできます。
• 営業マネージャは、セールスケイデンスから一度に最大 200 件の対象を削除できます。
• セールスケイデンスの削除と 20 件以上の対象の追加または削除が非同期になりました。エラーが発生した

場合、営業マネージャにメールが届きます。
• セールスケイデンスは 100 件のステップに制限されるようになりました。以前は、制限はありませんでし

た。
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High Velocity Sales での Open CTI の使用
Lightning Dialer 以外の通話ソリューションを使用しているユーザにとって朗報です。High Velocity Sales では、アプ
リケーション内通話環境の一部としてサードパーティのコンピュータテレフォニーインテグレーション (CTI) プ
ロバイダがサポートされます。
対象: この変更は Lightning Experience での High Velocity Sales に適用されます。High Velocity Sales は Enterprise Edition、
Performance Edition、および Unlimited Edition で有料で使用できます。
方法: 次の場合、CTI ソリューションを High Velocity Sales と統合できます。
• 組織で Open CTI for Lightning Experience を使用している。
• CTI でクリック-to-ダイヤルを使用している。
• saveLog() Open CTI メソッドを使用して、呼び出しタスクタイプの ToDo を呼び出し後に関連レコードに保存し

ます。
High Velocity Sales との互換性については、CTI プロバイダにお問い合わせください。最適なユーザ環境を提供で
きる更新がいくつかあります。

関連トピック:

開発者ドキュメント: Lightning Experience の High Velocity Sales (HVS) メソッド (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)

High Velocity Sales での一貫したメールの追跡
営業担当が作業キューからメールを送信するか Outlook および Gmail インテグレーションからメールを送信する
かに関係なく、メール追跡情報を表示して、メールを Salesforce に記録することを選択できます。一貫した環境
で作業できるため、営業担当はメールアプリケーションを滞りなく簡単に切り替えることができます。
対象: この変更は Lightning Experience での High Velocity Sales に適用されます。High Velocity Sales は Enterprise Edition、
Performance Edition、および Unlimited Edition で有料で使用できます。

Sales Cloud Einstein: 四半期ごとの売上予測、データセグメント化、グ
ローバルモデル
Einstein 売上予測で四半期ごとの売上予測とデータセグメント化が導入されました。グローバルデータモデルに
ついて確認してください。さらに、Einstein 活動キャプチャの機能強化によって、設定および共有オプションが
改善されています。

このセクションの内容:

Einstein 売上予測: 四半期ごとの売上予測のサポートとデータセグメント
四半期ごとの売上予測スケジュールを使用する会社は Einstein 売上予測を使用できるようになりました。ま
た、商談を関連するグループに分類することもできます。
Einstein 商談スコアリング: スコアが表示されない理由の簡単な把握
Einstein 商談スコアリングへのアクセスが制限されているために商談スコアが営業担当に表示されない場合、
スコア値が非表示とマークされるようになりました。
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Sales Cloud Einstein: グローバルモデルの準備
Einstein インテリジェンスは、データに組み込まれています。Einstein のデータが多くなるほど、予測が強力
になります。ただし、独自の予測モデルを作成するのに十分なデータを持っていないお客様もいます。よ
り多くのお客様に有意義な人工知能を提供するために、すべてのお客様が利用できるグローバルな予測モ
デルを構築しています。グローバルモデルは、多くの Salesforce ユーザから集計される匿名のトレンドを検
索するため、最初に複数の Salesforce 組織からデータを収集します。このデータを使用してグローバルモデ
ルを構築します。
Einstein 活動キャプチャ: 改良された設定、改善された共有の制御、活動総計値
Einstein 活動キャプチャ設定の作成や編集が簡単になりました。全員と活動を共有することの意味を決定し
ます。また、いくつかの重要な改善と共に活動総計値が正式リリースされました。
Einstein 自動取引先責任者: スマートメールマッチングの廃止
取引先責任者の役割の提案の改善に役立つ [スマートメールマッチング] オプションは使用できなくなりま
した。

Einstein 売上予測: 四半期ごとの売上予測のサポートとデータセグメント
四半期ごとの売上予測スケジュールを使用する会社は Einstein 売上予測を使用できるようになりました。また、
商談を関連するグループに分類することもできます。

このセクションの内容:

四半期ごとの売上予測のサポート (ベータ)

四半期ごとの売上予測スケジュールを使用する場合、Einstein の機能を使用して売上予測の精度を高めたり、
結果を予測したり、営業チームの進捗状況を追跡したりできるようになりました。
データのセグメント化による売上予測の向上
商談を関連するグループ (地域や商品ラインなど) に分類して、売上予測モデルを改善します。

四半期ごとの売上予測のサポート (ベータ)

四半期ごとの売上予測スケジュールを使用する場合、Einstein の機能を使用して売上予測の精度を高めたり、結
果を予測したり、営業チームの進捗状況を追跡したりできるようになりました。
対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Sales Cloud Einstein に適用されます。Sales Cloud Einstein

は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で有料オプションとして使用できます。

メモ: 四半期ごとの売上予測のサポー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。この機能はお客様各自の裁量で
使用し、購入するときは、現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて判断してください。
Salesforce はこの機能の特定期間内の正式リリースまたはリリースの有無を保証せず、いつでも中止できま
す。この機能は評価のみを目的とし、本番環境での使用はできません。この機能は現状のまま提供され、
サポートの対象外です。この機能に起因あるいは関連して生じた危害または損害に対して Salesforce は一
切の責任を負わないものとします。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関するお客様の義務、関連
する Salesforce 以外のアプリケーションおよびコンテンツの使用規約はすべて、お客様によるこの機能の
使用にも同様に適用されます。四半期ごとの売上予測のサポートに関するフィードバックや提案は、
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Trailblazer Community の IdeaExchangeグループに投稿してください。組織でこの機能を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。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

データのセグメント化による売上予測の向上
商談を関連するグループ (地域や商品ラインなど) に分類して、売上予測モデルを改善します。
対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Sales Cloud Einstein に適用されます。Sales Cloud Einstein

は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で有料オプションとして使用できます。
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。
方法: 商談をセグメント化するには、[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: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

Einstein 商談スコアリング: スコアが表示されない理由の簡単な把握
Einstein 商談スコアリングへのアクセスが制限されているために商談スコアが営業担当に表示されない場合、ス
コア値が非表示とマークされるようになりました。
対象: この変更は Lightning Experience での Sales Cloud Einstein に適用されます。Sales Cloud Einstein は、Enterprise Edition、
Performance Edition、および Unlimited Edition で有料オプションとして使用できます。
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対象ユーザ: 会社に 1 つ以上の Sales Cloud Einstein ライセンスがあり、特定の要件を満たす場合、すべてのユーザ
に商談スコアを表示できる機能が追加されました。Sales Cloud Einstein ライセンスが割り当てられた営業担当に
はすべての商談でスコアが表示されますが、その他のユーザでは、一部の商談でスコアが表示されます。
理由: 自分に非表示のスコアがあることがわかれば、営業担当は制限バージョンの商談スコアリングを利用し
ていることを把握しやすくなります。営業担当が Einstein 商談スコアリングにフルアクセスできるようにする
には、営業担当に Sales Cloud Einstein ライセンスを割り当てます。

Salesforce Classic では、アクセス権がないスコアについては引き続き空白値が表示されます。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測
Salesforce ヘルプ: Einstein 商談スコアをすべてのユーザに表示するかどうかを管理 (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)

Sales Cloud Einstein: グローバルモデルの準備
Einstein インテリジェンスは、データに組み込まれています。Einstein のデータが多くなるほど、予測が強力に
なります。ただし、独自の予測モデルを作成するのに十分なデータを持っていないお客様もいます。より多く
のお客様に有意義な人工知能を提供するために、すべてのお客様が利用できるグローバルな予測モデルを構築
しています。グローバルモデルは、多くの Salesforce ユーザから集計される匿名のトレンドを検索するため、最
初に複数の Salesforce 組織からデータを収集します。このデータを使用してグローバルモデルを構築します。
対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Sales Cloud Einstein に適用されます。Sales Cloud Einstein

は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で有料オプションとして使用できます。
時期: 組織データを使用したグローバルモデルの作成はすぐには行われません。詳細、およびお客様のデータ
が含まれるのを拒否する手順について、Salesforce からの連絡を見逃さないようにしてください。
対象ユーザ: グローバルモデルは、1 つ以上の Sales Cloud Einstein ライセンスがあり、1 つ以上の Sales Cloud Einstein

機能を有効にしている組織のデータに基づいて作成されます。
理由: Salesforce では、お客様にグローバルモデルを快適にご利用いただきたいと考えています。そのため、導
入に時間をかけており、お客様のデータを含めるかどうかを選択できるようにしています。お客様のデータが
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含まれても、その安全性はこれまでと同様に確保され、他のお客様と共有されることはありませんので、ご安
心ください。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

Einstein 活動キャプチャ: 改良された設定、改善された共有の制御、活動総計値
Einstein 活動キャプチャ設定の作成や編集が簡単になりました。全員と活動を共有することの意味を決定しま
す。また、いくつかの重要な改善と共に活動総計値が正式リリースされました。

関連トピック:

Einstein 活動キャプチャ: 設定の明確化、共有制御の強化、活動総計値
Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

Einstein 自動取引先責任者: スマートメールマッチングの廃止
取引先責任者の役割の提案の改善に役立つ [スマートメールマッチング] オプションは使用できなくなりまし
た。
対象: この変更は、Professional Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用され
ます。
方法: 操作は必要ありません。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測
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中核的なセールス機能: カスタマイズ可能な商品スケジュール、[設定]
の目標、テリトリー売上予測の新しいビュー、祝福の紙吹雪
ビジネスプロセスをサポートするために商品スケジュールをカスタマイズできます。データローダまたは API

を使用せずに目標を管理できます。ユーザは、すべてのテリトリー売上予測を 1 つのページで表示できます。
さらに、チームの成功を祝福できます。

このセクションの内容:

商品: ビジネスプロセスに合わせた商品スケジュールの調整
営業チームが収益を受信して注文を送信する複雑なセールスプロセスを管理するマンネリ化した作業を行
う手間を省けます。カスタマイズ可能な商品スケジュールを有効にして、カスタム項目、入力規則、Apex

トリガを使用したり、スケジュールのレイアウトやボタンを最適化したりできるようにします。カスタマ
イズ可能な商品スケジュールを有効にすると、商品スケジュールに対する Salesforce Classic のアクションが無
効になり、読み取り専用になります。さらに、[品目名スケジュール] がオブジェクトマネージャに追加さ
れましたが、プロセスビルダーおよびワークフローでは使用できません。
コラボレーション売上予測: 商談リストの改善、[設定] の目標、テリトリー売上予測の単一ページビュー
売上予測ユーザの商談リストが拡張されました。データローダまたは API を使用せずに売上目標を管理でき
ます。また、ユーザはテリトリー売上予測のサマリービューに切り替えることができます。
エンタープライズテリトリー管理: Lightning Experience で実行できる操作と表示できるビューの追加
オブジェクトマネージャを使用して、エンタープライズテリトリー管理をカスタマイズできます。また、
売上予測ユーザはテリトリー売上予測の新しいビューを表示できます。
パス: 販売マイルストンの祝福
チームの成功を祝福できます。商談の成立など、営業担当が指定されたパスフェーズに到達したら、紙吹
雪のイメージを贈りましょう。苦労して契約を勝ち取った場合に必ず紙吹雪をまく、日常の出来事につい
てときどき紙吹雪をまくなど、頻度を選択できます。祝福は、[取引開始済み] の状況のリードでは機能し
ません。
中核的なセールス機能のその他の変更
Lightning Experience の [取引先] ページでテリトリーを割り当てることができるようになりました。営業担当
は、[パートナー] 関連リストを使用して、Lightning Experience の商談と法人取引先または個人取引先との間で
リレーションを維持できます。取引先責任者を検索して、Lightning Experience で取引先責任者の役割を作成
するのも簡単になりました。取引先および取引先責任者のレイアウトで [取引先通貨] 項目を含めることが
できます。営業担当が取引先をテリトリーグループと手動で共有できるようにするには、エンタープライ
ズテリトリー管理の重要な更新を有効にしていることを確認します。また、カスタマイザブル売上予測お
よび元のテリトリー管理機能は廃止される予定です。

138

中核的なセールス機能: カスタマイズ可能な商品スケ
ジュール、[設定] の目標、テリトリー売上予測の新しい

ビュー、祝福の紙吹雪

Salesforce Summer '19 リリースノート



商品: ビジネスプロセスに合わせた商品スケジュールの調整
営業チームが収益を受信して注文を送信する複雑なセールスプロセスを管理するマンネリ化した作業を行う手
間を省けます。カスタマイズ可能な商品スケジュールを有効にして、カスタム項目、入力規則、Apex トリガを
使用したり、スケジュールのレイアウトやボタンを最適化したりできるようにします。カスタマイズ可能な商
品スケジュールを有効にすると、商品スケジュールに対する Salesforce Classic のアクションが無効になり、読み
取り専用になります。さらに、[品目名スケジュール] がオブジェクトマネージャに追加されましたが、プロセ
スビルダーおよびワークフローでは使用できません。
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。
理由: 営業チームが複雑なセールスモデルに対処しやすくします。商品スケジュールレイアウトと項目 (1) をカ
スタマイズし、カスタムボタン (2) と Apex トリガを追加して、プロセスを合理化および自動化します。入力規
則を追加することにより追跡および売上予測を改善します。

方法: [設定] で、[クイック検索] を使用して「商品スケジュール設定」を検索します。[商品スケジュールのカス
タマイズを有効化] を選択します。続いて、カスタム項目、Apex トリガ、入力規則、必須項目を適用し、必要
に応じてレイアウトおよびボタンを調整します。

カスタマイズ可能な商品スケジュールを有効にしているかどうかに関係なく、Lightning Experience の
OpportunityLineItem ページで OpportunityLineItemSchedule 関連リストのレイアウトをカスタマイズできるようにな
りました。
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カスタマイズ可能な商品スケジュールでは、レコードタイプはサポートされていません。デフォルトの商品ス
ケジュールでは、カスタム項目を使用してレイアウトをカスタマイズできますが、必須項目、入力規則、また
は Apex トリガを適用した場合、最初に挿入されたときにバイパスされます。

コラボレーション売上予測: 商談リストの改善、[設定] の目標、テリトリー売
上予測の単一ページビュー
売上予測ユーザの商談リストが拡張されました。データローダまたは API を使用せずに売上目標を管理できま
す。また、ユーザはテリトリー売上予測のサマリービューに切り替えることができます。

このセクションの内容:

Lightning Experience の売上予測ページの機能強化
売上予測ユーザは、商談リストの折り返しテキストを選択すれば、必要なすべての情報を表示できます。
たとえば、商談名が短縮されることはもうありません。売上予測ユーザは、列幅を調整してビューをパー
ソナライズすることもできます。また、クイックアクションにより、ユーザは売上予測ページから移動す
ることなく商談の所有者を編集、削除、変更できます。設定は不要です。
Lightning Experience で数回クリックするだけで管理できる売上目標
少なくとも目標データの管理については、もうデータローダや API は必要ありません。[設定] の新しい [売
上予測目標] ページで簡単に目標を追加および更新できるようになりました。
テリトリー売上予測ビューの切り替え
売上予測ユーザは、すべてのテリトリー売上予測を単一ページのサマリービューで表示できます。サマリー
ビューには、ユーザが割り当てられている、テリトリー階層の各ブランチの最上位テリトリーの売上予測
が表示されます。続いて、ユーザは割り当てられた子テリトリーおよび最上位テリトリーの他の子テリト
リーをドリルダウンして表示します。商品ファミリのテリトリー売上予測を使用している場合、サマリー
ビューにより、複数のテリトリーの売上予測がどのように商品ファミリの合計に積み上げ集計されるのか
を簡単に把握できます。

関連トピック:

右から左へ記述される言語による適切な表示 (ベータ)

Lightning Experience の売上予測ページの機能強化
売上予測ユーザは、商談リストの折り返しテキストを選択すれば、必要なすべての情報を表示できます。たと
えば、商談名が短縮されることはもうありません。売上予測ユーザは、列幅を調整してビューをパーソナライ
ズすることもできます。また、クイックアクションにより、ユーザは売上予測ページから移動することなく商
談の所有者を編集、削除、変更できます。設定は不要です。
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。
理由: 次の機能により、商談リストの操作が簡単になっています。
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• 折り返しテキスト (1)

• 調整可能な列幅 (2)

• クイックアクション: 所有者の編集、削除、変更 (3)

メモ: 新しい各セクションのデフォルトは標準の列幅とクリップされたテキストです。ユーザを変更する
と、現在のセッションは保持されません。

関連トピック:

右から左へ記述される言語による適切な表示 (ベータ)

Lightning Experience で数回クリックするだけで管理できる売上目標
少なくとも目標データの管理については、もうデータローダや API は必要ありません。[設定] の新しい [売上予
測目標] ページで簡単に目標を追加および更新でき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。
対象ユーザ: 「目標を管理」および「すべての売上予測の参照」権限を持つユーザは、[設定] で売上予測階層
のすべてのユーザの目標を管理できます。
方法: まず、目標が有効になっていることを確認します。目標が有効になっている場合は、何もする必要はあ
りません。

• [設定] で [クイック検索] ボックスを使用して、[売上予測目標] ページ (1) に移動します。
• 管理する目標の売上予測の期間と売上予測種別 (2) を選択し、[目標を表示] (3) をクリックします。商品ファ

ミリ売上予測種別を選択した場合、商品ファミリを指定します。
• 目標を管理するユーザ、役割、またはテリトリーを検索 (4) して選択します。
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• [選択した行を編集] (5) をクリックし、目標金額または目標数量 (6) を入力し、変更を保存します。目標およ
び通貨項目の鉛筆アイコンをクリックすることもできます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: コラボレーション売上予測の目標の有効化 (リリースプレビューの時点で内容が刷新された
り、使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: [設定] でのコラボレーション売上予測の目標データの管理 (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: データローダまたは API でのコラボレーション売上予測の目標データの管理 (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)

テリトリー売上予測ビューの切り替え
売上予測ユーザは、すべてのテリトリー売上予測を単一ページのサマリービューで表示できます。サマリー
ビューには、ユーザが割り当てられている、テリトリー階層の各ブランチの最上位テリトリーの売上予測が表
示されます。続いて、ユーザは割り当てられた子テリトリーおよび最上位テリトリーの他の子テリトリーをド
リルダウンして表示します。商品ファミリのテリトリー売上予測を使用している場合、サマリービューによ
り、複数のテリトリーの売上予測がどのように商品ファミリの合計に積み上げ集計されるのかを簡単に把握で
きます。
対象: この変更は、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: テリトリー階層に Canada と US の 2 つのブランチがあるとします。CA は US の下位テリトリーで、SAC は
CA の下位テリトリーです。Amy は、売上予測マネージャとして 4 つのすべてのテリトリーに割り当てられてい
ます。

Amy のサマリービューには、Amy が割り当てられている、テリトリー階層の各ブランチの最上位テリトリーの
Canada と US (1) の売上予測が表示されます。Amy は、CA および SAC 売上予測にドリルダウンできます (2)。一
方、個々のテリトリービューには、階層の 1 つのブランチの売上予測のみが表示されるため、他のブランチを
表示する場合はページを切り替える必要があります。
方法:

142

中核的なセールス機能: カスタマイズ可能な商品スケ
ジュール、[設定] の目標、テリトリー売上予測の新しい

ビュー、祝福の紙吹雪

Salesforce Summer '19 リリースノート

https://help.salesforce.com/articleView?id=forecasts3_enabling_quotas_in_forecasts.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=forecasts3_enabling_quotas_in_forecasts.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=forecasts3_quota_management_in_setup.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=forecasts3_quota_management_in_setup.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=forecasts3_loading_quota_data.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=forecasts3_loading_quota_data.htm&language=ja


テリトリー売上予測が有効な場合、売上予測ユーザはテリトリー売上予測ページのサマリービュー (3) を表示
できます。

メモ: 共有売上予測にはサマリービューは含まれません。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 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)

エンタープライズテリトリー管理: Lightning Experience で実行できる操作と表
示できるビューの追加
オブジェクトマネージャを使用して、エンタープライズテリトリー管理をカスタマイズできます。また、売上
予測ユーザはテリトリー売上予測の新しいビューを表示できます。

このセクションの内容:

Lightning Experience テリトリー管理設定の機能強化
オブジェクトマネージャにエンタープライズテリトリー管理オブジェクトが含まれるようになり、Salesforce

Classic に切り替えなくても機能をカスタマイズできるようになりました。たとえば、Lightning Experience から
移動することなく、[テリトリーモデル] 項目の表示ラベルやテリトリーページレイアウトを編集できます。
設定は不要です。
テリトリー売上予測のサマリービュー
チームでテリトリー売上予測を使用している場合、それらを新しい方法で表示できるようになりました。
サマリービューに切り替えることで、営業担当や売上予測マネージャは、すべてのテリトリーの売上予測
を 1 つのページで表示できます。

関連トピック:

関連リストでのクイック検索条件を使用した絞り込み
Lightning Experience でのより簡単なテリトリーの割り当て
エンタープライズテリトリー管理での取引先の手動共有の有効化 (以前にリリース済みの重要な更新)
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Lightning Experience テリトリー管理設定の機能強化
オブジェクトマネージャにエンタープライズテリトリー管理オブジェクトが含まれるようになり、Salesforce

Classic に切り替えなくても機能をカスタマイズできるようになりました。たとえば、Lightning Experience から移
動することなく、[テリトリーモデル] 項目の表示ラベルやテリトリーページレイアウトを編集できます。設定
は不要です。
対象: この変更は、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。
方法: [設定] に移動し、オブジェクトマネージャでテリトリー管理オブジェクトを見つけて編集します。

この機能をサポートするために ObjectTerritory2AssignmentRule オブジェクトは変更されました。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でのオブジェクト管理設定の検索 (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)

テリトリー売上予測のサマリービュー
チームでテリトリー売上予測を使用している場合、それらを新しい方法で表示できるようになりました。サマ
リービューに切り替えることで、営業担当や売上予測マネージャは、すべてのテリトリーの売上予測を 1 つの
ページで表示できます。
対象: この変更は、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。

関連トピック:

テリトリー売上予測ビューの切り替え

パス: 販売マイルストンの祝福
チームの成功を祝福できます。商談の成立など、営業担当が指定されたパスフェーズに到達したら、紙吹雪の
イメージを贈りましょう。苦労して契約を勝ち取った場合に必ず紙吹雪をまく、日常の出来事についてときど
き紙吹雪をまくなど、頻度を選択できます。祝福は、[取引開始済み] の状況のリードでは機能しません。
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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。
理由: 紙吹雪のお祝いは、マイルストンを達成した営業担当者を喜ばせます。

方法: [設定] で、[クイック検索] を使用して [パス設定] を検索します。[パス] を有効にしてパスを作成するか、
編集します。

関連トピック:

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

中核的なセールス機能のその他の変更
Lightning Experience の [取引先] ページでテリトリーを割り当てることができるようになりました。営業担当は、
[パートナー] 関連リストを使用して、Lightning Experience の商談と法人取引先または個人取引先との間でリレー
ションを維持できます。取引先責任者を検索して、Lightning Experience で取引先責任者の役割を作成するのも簡
単になりました。取引先および取引先責任者のレイアウトで [取引先通貨] 項目を含めることができます。営業
担当が取引先をテリトリーグループと手動で共有できるようにするには、エンタープライズテリトリー管理の
重要な更新を有効にしていることを確認します。また、カスタマイザブル売上予測および元のテリトリー管理
機能は廃止される予定です。

このセクションの内容:

Lightning Experience でのより簡単なテリトリーの割り当て
[取引先] ページでテリトリー割り当てを管理するために Salesforce Classic に切り替える必要はもうありませ
ん。Lightning Experience の [割り当て済みテリトリー] 関連リストを編集できるようになりました。以前は、
関連リストは Lightning Experience で参照のみでした。
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Lightning Experience でのパートナーリレーションの維持
会社が商談または取引先に関してパートナーとコラボレーションしていますか? Lightning Experience ユーザ
は、[パートナー] 関連リストを使用して、商談と法人取引先または個人取引先との間でパートナーリレー
ションを維持できるようになりました。関連リストのレイアウトをカスタマイズし、パートナーの役割を
設定できます。
Lightning Experience での取引先責任者の役割の追加の効率化
Lightning Experience で取引先責任者の役割を作成するために、取引先責任者をいちいち検索する必要がなく
なりました。取引先のすべての取引先責任者が商談に事前入力されるため、リストから取引先責任者を選
択して役割を追加するだけで済みます。取引先責任者の役割の編集も簡単になりました。追加と編集のボ
タンが別になったため、編集エリアに直接移動して変更できます。
取引先および商談レイアウトで通貨項目を使用可能
[取引先通貨] 項目を取引先および商談レイアウトに挿入できるようになりました。これまで、通貨項目は
レコードの編集中にのみユーザに表示されていました。
エンタープライズテリトリー管理での取引先の手動共有の有効化 (以前にリリース済みの重要な更新)

この更新により、AccountShare レコードの TerritoryManual理由コードが Territory2AssociationManual

に変更されます。この更新は、ユーザが手動でアカウントをテリトリーグループと共有できるようにする
場合に必要になります。本番環境で更新を有効化してから変更が表示されるまで最大 2 週間かかる場合が
あります。
カスタマイザブル売上予測の廃止
カスタマイザブル売上予測は Summer '20 で廃止される予定です。この機能の廃止後、ユーザはカスタマイ
ザブル売上予測とその基盤となるデータにアクセスできなくなります。コラボレーション売上予測に移行
することをお勧めします。
元のテリトリー管理の廃止
元のテリトリー管理機能は Summer '20 で廃止される予定です。この機能の廃止後、ユーザは元のテリトリー
管理機能とその基盤となるデータにアクセスできなくなります。エンタープライズテリトリー管理に移行
することをお勧めします。

Lightning Experience でのより簡単なテリトリーの割り当て
[取引先] ページでテリトリー割り当てを管理するために Salesforce Classic に切り替える必要はもうありません。
Lightning Experience の [割り当て済みテリトリー] 関連リストを編集できるようになりました。以前は、関連リス
トは Lightning Experience で参照のみでした。
対象: この変更は、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。
方法: [取引先] ページレイアウトに [割り当て済みテリトリー] 関連リストが含まれている場合、設定は必要あり
ません。[テリトリーの割り当て] と [割り当て解除] をクリックして割り当てを管理します。
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メモ: 使用できるのは、有効なテリトリーモデルのテリトリーのみです。

Lightning Experience でのパートナーリレーションの維持
会社が商談または取引先に関してパートナーとコラボレーションしていますか? Lightning Experience ユーザは、
[パートナー] 関連リストを使用して、商談と法人取引先または個人取引先との間でパートナーリレーションを
維持できるようになりました。関連リストのレイアウトをカスタマイズし、パートナーの役割を設定できま
す。
対象: Summer '09 以降に作成された組織の場合、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 Salesforce アプリケーションに適用されます。Summer '09 より前に作成された組織の場合、この変更
は、すべてのエディションの 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。

Lightning Experience での取引先責任者の役割の追加の効率化
Lightning Experience で取引先責任者の役割を作成するために、取引先責任者をいちいち検索する必要がなくなり
ました。取引先のすべての取引先責任者が商談に事前入力されるため、リストから取引先責任者を選択して役
割を追加するだけで済みます。取引先責任者の役割の編集も簡単になりました。追加と編集のボタンが別に
なったため、編集エリアに直接移動して変更できます。
対象:この変更は、すべてのエディションの 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: 商談内から取引先責任者を追加するには、[取引先責任者の役割] をクリックし、[取引先責任者の役割の
追加] をクリックします。取引先のすべての取引先責任者のリストが表示されます。
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商談の主取引先責任者を割り当てまたは編集するか、取引先責任者の役割を変更するには、[取引先責任者の
役割の編集] をクリックします。現在の主取引先責任者と、すでに追加されている取引先責任者の役割のリス
トが表示されます。
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取引先および商談レイアウトで通貨項目を使用可能
[取引先通貨] 項目を取引先および商談レイアウトに挿入できるようになりました。これまで、通貨項目はレ
コードの編集中にのみユーザに表示されていました。
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。

エンタープライズテリトリー管理での取引先の手動共有の有効化 (以前にリリース済みの重
要な更新)

この更新により、AccountShare レコードの TerritoryManual理由コードが Territory2AssociationManual

に変更されます。この更新は、ユーザが手動でアカウントをテリトリーグループと共有できるようにする場合
に必要になります。本番環境で更新を有効化してから変更が表示されるまで最大 2 週間かかる場合がありま
す。
対象: この更新は、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 および Salesforce Classic に適用されます。
時期:この更新は Spring '19 または Summer '19 で有効化できます。この更新は 2019 年 10 月 30 日に自動的に有効化
されます。
理由: Winter '19 以前:
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• 取引先をテリトリーに手動で割り当てたときに、TerritoryManual理由コードが AccountShare レコードに
書き込まれていました。

• 取引先をテリトリーグループと手動で共有することはできませんでした。
この更新が有効化されている場合:

• すべての TerritoryManual インスタンスが Territory2AssociationManual 理由コードに置き換えら
れます。

• 取引先をテリトリーに手動で割り当てたときに、Territory2AssociationManual理由コードが AccountShare

レコードに書き込まれます。
• 取引先をテリトリーグループと手動で共有できます。
方法:この更新を Sandbox または Developer Edition 組織でテストしてから、本番組織で有効にすることをお勧めし
ます。この更新を有効にするには、[設定] で [重要な更新] に移動し、[エンタープライズテリトリー管理での取
引先の手動共有の有効化] の横にある [有効化] をクリックします。更新を有効化すると無効化できません。
AccountShare オブジェクトを直接操作する Apex コードまたはインテグレーションがある場合、TerritoryManual

理由コードのすべてのインスタンスを Territory2AssociationManual に更新してください。

関連トピック:

重要な更新

カスタマイザブル売上予測の廃止
カスタマイザブル売上予測は Summer '20 で廃止される予定です。この機能の廃止後、ユーザはカスタマイザブ
ル売上予測とその基盤となるデータにアクセスできなくなります。コラボレーション売上予測に移行すること
をお勧めします。
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。
方法:コラボレーション売上予測の設定に関するドキュメントを確認し、その手順に従います。元のテリトリー
管理機能を使用している場合も、エンタープライズテリトリー管理に移行することをお勧めします。

関連トピック:

ナレッジ記事: カスタマイズ可能な売上予測を Summer '20 リリースで廃止
元のテリトリー管理の廃止

元のテリトリー管理の廃止
元のテリトリー管理機能は Summer '20 で廃止される予定です。この機能の廃止後、ユーザは元のテリトリー管
理機能とその基盤となるデータにアクセスできなくなります。エンタープライズテリトリー管理に移行するこ
とをお勧めします。
対象: この変更は、Performance Edition および Developer Edition と、Sales Cloud が付属する Enterprise Edition および
Unlimited Edition の Salesforce Classic に適用されます。
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方法: エンタープライズテリトリー管理の設定に関するドキュメントを確認し、その手順に従います。カスタ
マイザブル売上予測を使用している場合も、コラボレーション売上予測に移行することをお勧めします。

関連トピック:

ナレッジ記事: 元のテリトリー管理モジュールを Summer '20 リリースで廃止
カスタマイザブル売上予測の廃止

生産性機能: 改善された Einstein 活動キャプチャ、メールおよびテン
プレートの新しいカスタマイズ、Inbox の機能強化
Einstein 活動キャプチャで共有の制御と設定が改善されました。画像をメールに追加したり、メールテンプレー
トで拡張レターヘッドを取得したりできます。Inbox Now を使用して、その日の活動に関する詳細とインサイ
トを表示できます。

このセクションの内容:

Einstein 活動キャプチャ: 設定の明確化、共有制御の強化、活動総計値
Einstein 活動キャプチャ設定の作成や編集が簡単になりました。活動を共有するユーザを選択します。活動
総計値が正式リリースされ、重要な機能が拡張されました。さらに Essentials Edition と Sandbox 環境で取引先
責任者と行動の同期がサポートされるようになりました。
メール操作環境: 画像の追加、参照のみの受信者、デフォルトのメールコンポーザの選択
メールに画像を追加して、メッセージの効果を高めます。メールアドレスをクリックするときにどのメー
ルコンポーザを開くかを選択します。受信者項目を参照のみに設定し、ユーザが定義済みエントリを変更
できないようにします。
メールテンプレート: 拡張レターヘッドと画像
拡張レターヘッドを使用してヘッダーとフッターの情報を Lightning メールテンプレートに含め、一貫性の
あるブランド設定とコンプライアンスを保持します。レターヘッドとメールテンプレートに画像とグロー
バル差し込み項目を追加することで、メッセージの効果を高めます。
活動と ToDo: 新規検索条件、ToDo 通知、パッケージ化できる ToDo リストビュー
新しい [私のチームの] 条件を選択して、代理 ToDo を簡単に管理します。誰かが ToDo を自分に割り当てたと
きにメールを受信するよう選択します。パッケージ化を使用してリストビューを共有します。
メモ: ユーティリティバーからのポップアウトメモ
メモコンポーザがユーティリティバーから個別のウィンドウにポップアウトするようになり、営業担当は
より簡単にメモを取れるようになりました。メモコンポーザはウィンドウの下隅にドッキングされないの
で、必要に応じて移動させることができます。
Lightning Dialer: カスタム通話結果、通話パネルのポップアウト、通話品質の報告
Lightning Dialer でカスタム通話結果がサポートされるようになり、ユーティリティバーから通話パネルをポッ
プアウトできるようになりました。営業担当は、通話パネルから通話品質に関する問題を直接報告するこ
ともできます。
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Salesforce Inbox アプリケーション: 毎日の行動およびインサイトの 1 か所での表示と更新された Inbox 設定ア
シスタント
Inbox Now には、その日の活動に関する詳細とインサイトが表示されます。改良された Inbox 設定アシスタン
トでは、Inbox モバイルの設定がさらにわかりやすくなりました。
カレンダー: クイックアクションで使用できる行動リストビューと一連の行動
営業担当は、行動リストビューでさらに多くの行動を一目で確認できます。また、クリックアクションを
使用して、繰り返される行動をスケジュールすることもできます。
Quip for Sales: Quip を使用したセールスプロセスの標準化
Sales Cloud 内で直接文書の共同作業を行うことで、商談サイクル全体の生産性を高めます。Quip 文書 Lightning

コンポーネントを設定し、カスタマイズ可能な Quip 文書テンプレートを Sales Cloud レコードページのコン
テキストにリリースします。Quip テンプレートでは、差し込み印刷構文を使用して、対応する Salesforce 項
目のデータを新規文書に自動入力することもできます。

Einstein 活動キャプチャ: 設定の明確化、共有制御の強化、活動総計値
Einstein 活動キャプチャ設定の作成や編集が簡単になりました。活動を共有するユーザを選択します。活動総計
値が正式リリースされ、重要な機能が拡張されました。さらに Essentials Edition と Sandbox 環境で取引先責任者
と行動の同期がサポートされるようになりました。

このセクションの内容:

設定の作成の簡易化
Einstein 活動キャプチャ設定の命名と同期設定の確認が別個のステップになったため、設定手順を進めやす
くなりました。デフォルト設定が更新され、最も効果的な設定を標準で使用できます。さらに、設定内容
の詳細を示すテキストとビジュアルも追加されました。
活動総計値で活動データに関する全体像を把握 (正式リリース)

リストビュー、ページレイアウト、レポート、トリガ、プロセスなどに活動総計値項目を含めると、手動
および Einstein 活動キャプチャによって Salesforce に追加された活動がデータに反映されます。活動総計値が
正式リリースされ、機能が拡張されました。
活動の共有先の制御
活動タイムラインに追加されたメールと行動を全員と共有する場合、「全員」に該当するユーザを指定で
きます。デフォルトでは、社内のすべてのユーザがこれに該当しますが、Einstein 活動キャプチャユーザの
みを含めるように変更できます。
Essentials での行動と取引先責任者の同期
Einstein 活動キャプチャは、最近の機能拡張により、Essentials でも使用できるようになりました。営業担当
の Google または Microsoft のアカウントと Salesforce との間で行動と取引先責任者を同期すると、営業担当は
販売などのより重要な作業に集中できます。
改良された検索条件を使用した取引先責任者の同期
Einstein 活動キャプチャの設定で高度な同期設定を定義するときに、取引先責任者の同期条件を設定しやす
くなりました。エラーを避けるために、有効な項目値の例が表示され、無効な値を入力するとメッセージ
が表示されます。
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Sandbox での同期機能のテスト
Einstein 活動キャプチャの同期機能を Sandbox 環境で使用できるようになりました。Einstein 活動キャプチャ
の設定が容易であることを確認し、営業担当が機能をどのように使用するかをプレビューしてください。
Sandbox でテストするときに、本番組織のデータが Sandbox にコピーされることはありません。Sandbox を更
新すると、Einstein 活動キャプチャは無効になり、Sandbox から接続済みのすべてのアカウントが削除されま
す。
Salesforce ヘルプでのレコードの活動日についての詳細の表示
Einstein 活動キャプチャでは、活動が特定の日付範囲内にある場合のみ、関連する Salesforce レコードのタイ
ムラインに活動が追加されます。さまざまなレコードの日付範囲に関する詳細は、[キャプチャの設定] ペー
ジには表示されなくなり、Salesforce ヘルプに表示されるようになりました。

設定の作成の簡易化
Einstein 活動キャプチャ設定の命名と同期設定の確認が別個のステップになったため、設定手順を進めやすくな
りました。デフォルト設定が更新され、最も効果的な設定を標準で使用できます。さらに、設定内容の詳細を
示すテキストとビジュアルも追加されました。
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: 新しい設定では、ユーザの接続済みアカウントと Salesforce の間で取引先責任者と行動を双方向に同期す
るように自動的に設定されます (1)。同期方向は変更できるため、行動と取引先責任者を接続済みアカウント
から Salesforce にのみ同期するようにもできます (2)。
動的グラフィック (3) には設定の概要が図で示され、説明には (4) 設定内容の詳細が示されます。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Einstein 活動キャプチャの設定の作成 (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)

活動総計値で活動データに関する全体像を把握 (正式リリース)

リストビュー、ページレイアウト、レポート、トリガ、プロセスなどに活動総計値項目を含めると、手動およ
び Einstein 活動キャプチャによって Salesforce に追加された活動がデータに反映されます。活動総計値が正式リ
リースされ、機能が拡張されました。
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。ユーザは Salesforce Classic に戻って活動総計値を参照することもできま
す。
対象ユーザ: Sales Cloud Einstein、High Velocity Sales、または Inbox を使用する Einstein 活動キャプチャユーザが 1 人以
上いる場合、活動総計値を使用できます。
理由: この機能のベータバージョンからいくつかの改善が加えられています。
• 活動総計値を有効にすると、すべてのユーザが活動総計値項目を使用できます。以前は Einstein 活動キャプ

チャユーザのみがこの項目を使用できました。
• Einstein 活動キャプチャを使用して行動を同期する場合に、Activities ダッシュボード、活動タイムライン、お

よび活動総計値データ内で行動が重複することはなくなりました。
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方法: [Einstein 活動キャプチャ] 設定から、[活動総計値] を有効にします。データ量に応じて、活動総計値項目が
使用できるようになるまで数時間かかることがあります。使用できるようになった時点で通知を送信します。

関連トピック:

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

活動の共有先の制御
活動タイムラインに追加されたメールと行動を全員と共有する場合、「全員」に該当するユーザを指定できま
す。デフォルトでは、社内のすべてのユーザがこれに該当しますが、Einstein 活動キャプチャユーザのみを含め
るように変更できます。
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。
方法: [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。
[キャプチャの設定] タブで、Einstein 活動キャプチャを使用しないユーザと活動を共有する方法を変更します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Einstein 活動キャプチャユーザのデフォルトの活動共有の設定 (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)

Essentials での行動と取引先責任者の同期
Einstein 活動キャプチャは、最近の機能拡張により、Essentials でも使用できるようになりました。営業担当の
Google または Microsoft のアカウントと Salesforce との間で行動と取引先責任者を同期すると、営業担当は販売な
どのより重要な作業に集中できます。
対象: この変更は、Essentials Edition の Lightning Experience に適用されます。
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時期: リリース後 24 時間以内に使用できます。
対象ユーザ: 次の条件を満たすユーザに対して取引先責任者と行動の同期が行われます。
• Inbox (Einstein 活動キャプチャあり) 権限セットライセンスを使用してユーザを Einstein 活動キャプチャに割り

当てます。
• ユーザレコードのメールアカウントが Salesforce に接続されている。
• 同期を含む Einstein 活動キャプチャ設定に追加されている。
方法: [設定] から、[Einstein 活動キャプチャ] 設定ページに移動します。取引先責任者と行動を同期する設定を作
成します。

関連トピック:

Salesforce Essentials: Dialer の導入、チャット、メッセージング、その他

改良された検索条件を使用した取引先責任者の同期
Einstein 活動キャプチャの設定で高度な同期設定を定義するときに、取引先責任者の同期条件を設定しやすくな
りました。エラーを避けるために、有効な項目値の例が表示され、無効な値を入力するとメッセージが表示さ
れます。
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。
方法: 設定を編集するときに、[高度な同期設定] タブで、取引先責任者が同期の対象になるための条件を入力
します。
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Sandbox での同期機能のテスト
Einstein 活動キャプチャの同期機能を Sandbox 環境で使用できるようになりました。Einstein 活動キャプチャの設
定が容易であることを確認し、営業担当が機能をどのように使用するかをプレビューしてください。Sandbox

でテストするときに、本番組織のデータが Sandbox にコピーされることはありません。Sandbox を更新すると、
Einstein 活動キャプチャは無効になり、Sandbox から接続済みのすべてのアカウントが削除されます。
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。

Salesforce ヘルプでのレコードの活動日についての詳細の表示
Einstein 活動キャプチャでは、活動が特定の日付範囲内にある場合のみ、関連する Salesforce レコードのタイムラ
インに活動が追加されます。さまざまなレコードの日付範囲に関する詳細は、[キャプチャの設定] ページには
表示されなくなり、Salesforce ヘルプに表示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、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: Einstein 活動キャプチャのレコードの関連付け (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

メール操作環境: 画像の追加、参照のみの受信者、デフォルトのメールコンポー
ザの選択
メールに画像を追加して、メッセージの効果を高めます。メールアドレスをクリックするときにどのメールコ
ンポーザを開くかを選択します。受信者項目を参照のみに設定し、ユーザが定義済みエントリを変更できない
ようにします。

このセクションの内容:

画像を使用したメールでのメッセージの伝達
メールに画像を追加すると、受信者がメッセージを読み、なおかつ記憶にとどめてくれる可能性が高くな
ります。Web、コンピュータ、Salesforce Files から画像を挿入します。
メールアドレスをクリックしたときに使用するメールコンポーザを営業担当が選択
営業担当がメールアドレスをクリックしてメールを作成するときに、Salesforce メールコンポーザがデフォ
ルトで開くようになりました。営業担当は代わりにコンピュータのデフォルトのメールコンポーザを開く
ことを選択できます。
メールアドレス項目を参照のみとしてマークし変更を防止
メール内のメールアドレスを事前定義しておくと、メール送信者が受信者を追加または削除してしまう心
配がありません。[宛先]、[Cc]、または [Bcc] 項目を参照のみにマークすると、誰もそれらを変更できなくな
ります。
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プライバシープラグインによる Salesforce 機能のブロックを解消
disconnect.me など一部のプライバシープラグインは、広告追跡とメール追跡を防止します。ただし、これら
のプラグインが他の Salesforce 機能もブロックすることがあります。追跡機能が更新され、これらのプライ
バシープラグインでメール追跡機能のみをブロックし、Salesforce の他の部分が影響を受けないようになり
ました。この更新は自動的に行われます。何も変更する必要はありません。
Company Community ユーザとしてのリストメールの送信
コミュニティライセンスを持つユーザは、Lightning Experience を使用してキャンペーン、取引先責任者、リー
ド、個人取引先リストの受信者にリストメールを送信できます。または、リストビューの個々のレコード
を選択できます。リストメールでは、グループ全体に 1 つのメールではなく、リストにある各受信者に個
別のメールが送信されます。メールテンプレートと差し込み項目を使用して、各メールをカスタマイズす
ることで、リストメールの効果を高めることができます。
不達メールメッセージの送信元アドレスの統一とアラートの明確化
不達メールが送信者に返されたときに営業担当が受信する送信通知メールが改善されました。ヘッダーの
送信元アドレスは "Mail Delivery System" <mailer-daemon@salesforce.com> になり、封筒の送信元アドレスは常に空
(<>) になるので、メールを絞り込みやすくなりました。通知メッセージでは、受信者が自動応答を設定し
てあるのでメールが受信されている可能性があることがより的確に示されるようになりました。

関連トピック:

右から左へ記述される言語による適切な表示 (ベータ)

画像を使用したメールでのメッセージの伝達
メールに画像を追加すると、受信者がメッセージを読み、なおかつ記憶にとどめてくれる可能性が高くなりま
す。Web、コンピュータ、Salesforce Files から画像を挿入します。
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。
方法: 画像アイコンを使用して、ファイルをアップロードするか、メール内の画像の URL にリンクします。画
像をコピーしてメールに貼り付けることはできません。
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関連トピック:

メールテンプレートとレターヘッドに画像を含める
Salesforce ヘルプ: メール、メールテンプレート、拡張レターヘッドでの画像の使用 (リリースプレビューの時
点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

IdeaExchange: HTML メールの作成時に画像を追加
IdeaExchange: 機能が向上した HTML メールエディタ

メールアドレスをクリックしたときに使用するメールコンポーザを営業担当が選択
営業担当がメールアドレスをクリックしてメールを作成するときに、Salesforce メールコンポーザがデフォルト
で開くようになりました。営業担当は代わりにコンピュータのデフォルトのメールコンポーザを開くことを選
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: 個人設定から、[クイック検索] ボックスに「私のメール設定」と入力し、[私のメール設定]を選択します。
メールアドレスをクリックするときにどのコンポーザを使用するかを選択します。

メモ: この機能を使用する前に、[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション] セクション
で、グローバルパブリッシャーレイアウトにメール送信アクションが割り当てられていることを確認し
ます。
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関連トピック:

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

Salesforce ヘルプ: メールを処理するためのガイドライン (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、
使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: グローバルパブリッシャーレイアウトへのアクションの追加 (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)

IdeaExchange: Lightning Experience の取引先責任者リストビューでのメールアドレスハイパーリンクの使用不可
IdeaExchange: Lightning Experience の関連リストでのワンクリックメール
IdeaExchange: メールアドレスクリックすることで「送信」項目を準備
IdeaExchange: 任意のページでメールアドレスをクリックすることで履歴を作成

メールアドレス項目を参照のみとしてマークし変更を防止
メール内のメールアドレスを事前定義しておくと、メール送信者が受信者を追加または削除してしまう心配が
ありません。[宛先]、[Cc]、または [Bcc] 項目を参照のみにマークすると、誰もそれらを変更できなくなります。
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。
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方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「グローバルアクション」と入力し、[グローバルアクション]を選
択します。[メール] アクションの横にある [レイアウト]をクリックします。メールアドレスをクリックして選
択し、プロパティウィンドウを開き、[参照のみ] を選択します。[OK] をクリックして、変更を保存します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 項目レベルセキュリティ (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)

Salesforce ヘルプ: メールを処理するためのガイドライン (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、
使用不能になる可能性があります)

プライバシープラグインによる Salesforce 機能のブロックを解消
disconnect.me など一部のプライバシープラグインは、広告追跡とメール追跡を防止します。ただし、これらの
プラグインが他の Salesforce 機能もブロックすることがあります。追跡機能が更新され、これらのプライバシー
プラグインでメール追跡機能のみをブロックし、Salesforce の他の部分が影響を受けないようになりました。こ
の更新は自動的に行われます。何も変更する必要はありません。
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。

関連トピック:

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)

Company Community ユーザとしてのリストメールの送信
コミュニティライセンスを持つユーザは、Lightning Experience を使用してキャンペーン、取引先責任者、リー
ド、個人取引先リストの受信者にリストメールを送信できます。または、リストビューの個々のレコードを選
択できます。リストメールでは、グループ全体に 1 つのメールではなく、リストにある各受信者に個別のメー
ルが送信されます。メールテンプレートと差し込み項目を使用して、各メールをカスタマイズすることで、リ
ストメールの効果を高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: リストメールのサポートは、Company Community 権限セットライセンスまたはパートナーリレー
ション管理権限セットライセンスを持つ、コミュニティが有効になっている組織のユーザが利用できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Platform Starter および Lightning Platform Plus の詳細 (リリースプレビューの時点で内容
が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でのリストメールの送信 (リリースプレビューの時点で内容が刷新された
り、使用不能になる可能性があります)
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不達メールメッセージの送信元アドレスの統一とアラートの明確化
不達メールが送信者に返されたときに営業担当が受信する送信通知メールが改善されました。ヘッダーの送信
元アドレスは "Mail Delivery System" <mailer-daemon@salesforce.com> になり、封筒の送信元アドレスは常に空 (<>) に
なるので、メールを絞り込みやすくなりました。通知メッセージでは、受信者が自動応答を設定してあるので
メールが受信されている可能性があることがより的確に示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、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
方法: 送信状況通知を有効にするには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「送信」と入力し、[送信] を選
択します。[不達管理] で不達メッセージを有効化して、[エラーが発生したメールを送信者に返す] を選択しま
す。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 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)

メールテンプレート: 拡張レターヘッドと画像
拡張レターヘッドを使用してヘッダーとフッターの情報を Lightning メールテンプレートに含め、一貫性のある
ブランド設定とコンプライアンスを保持します。レターヘッドとメールテンプレートに画像とグローバル差し
込み項目を追加することで、メッセージの効果を高めます。

このセクションの内容:

拡張レターヘッドを使用した Lightning メールテンプレートの有効性の向上
拡張レターヘッドを使用して、メールテンプレートのヘッダーとフッター内の情報を標準化します。会社
のロゴと連絡先情報を含める、または法的免責事項や登録リンクを追加します。リッチテキストエディタ
で拡張レターヘッドを作成するか、独自のカスタム HTML に貼り付けてスタイルを柔軟に制御します。差し
込み項目、画像、リンクを追加します。
Salesforce Classic での既存のレターヘッドの場所の新しい名前
Salesforce Classic で作成したレターヘッドをお探しですか? それらは引き続き [設定] にありますが、メニュー
オプションの名前が [Classic レターヘッド] に変更されています。
メールテンプレートとレターヘッドに画像を含める
メールテンプレートとレターヘッドに画像を含めることによって、メールメッセージを目立たせます。
Sales Console でのメールテンプレート全体の表示
メールテンプレートのホームページを使用するか、または Sales Console でメールテンプレートを開くと、画
面全体が表示されるようになりました。以前は、一部の情報が途中で切り捨てられていました。
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ケースメールの対象にメッセージを保存
ケースメールを使用するエージェントと営業担当は、メールテンプレートの編集または作成に [保存] また
は [別名で保存] を使用できなくなりました。作成したメールテンプレートは、対象に残り、ブランドと連
携します。

関連トピック:

右から左へ記述される言語による適切な表示 (ベータ)

IdeaExchange: メールテンプレート内とメール送信時にインライン画像を許可

拡張レターヘッドを使用した Lightning メールテンプレートの有効性の向上
拡張レターヘッドを使用して、メールテンプレートのヘッダーとフッター内の情報を標準化します。会社のロ
ゴと連絡先情報を含める、または法的免責事項や登録リンクを追加します。リッチテキストエディタで拡張レ
ターヘッドを作成するか、独自のカスタム HTML に貼り付けてスタイルを柔軟に制御します。差し込み項目、
画像、リンクを追加します。
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。
対象ユーザ: 拡張レターヘッドを作成および編集するには、「すべてのデータの編集」権限またはシステム管
理者権限が必要です。拡張テンプレートは誰でも使用できます。
方法: コンテンツ、スタイル、画像をレターヘッドに追加するには、アプリケーションランチャーを開き、[拡
張レターヘッド] を選択します。
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コンテンツをそのまま保持するために、拡張レターヘッドが関連付けられたテンプレートを挿入するときに、
ユーザはヘッダーとフッターを編集することができません。

メモ: ヘッダーとフッターはケースメールコンポーザで編集できます。

関連トピック:

メールテンプレートとレターヘッドに画像を含める
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience の拡張レターヘッド (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)

IdeaExchange: Lightning メール機能でレターヘッドを使用可能に

Salesforce Classic での既存のレターヘッドの場所の新しい名前
Salesforce Classic で作成したレターヘッドをお探しですか? それらは引き続き [設定] にありますが、メニューオプ
ションの名前が [Classic レターヘッド] に変更されています。
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: [設定] で Classic レターヘッドを見つけます。

関連トピック:

拡張レターヘッドを使用した Lightning メールテンプレートの有効性の向上
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience の拡張レターヘッド (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)

メールテンプレートとレターヘッドに画像を含める
メールテンプレートとレターヘッドに画像を含めることによって、メールメッセージを目立たせます。
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。
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理由: Web、コンピュータ、Salesforce Files から画像を追加できます。

関連トピック:

画像を使用したメールでのメッセージの伝達
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience の拡張レターヘッド (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: メール、メールテンプレート、拡張レターヘッドでの画像の使用 (リリースプレビューの時
点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

IdeaExchange: メールテンプレート内とメール送信時にインライン画像を許可

Sales Console でのメールテンプレート全体の表示
メールテンプレートのホームページを使用するか、または Sales Console でメールテンプレートを開くと、画面
全体が表示されるようになりました。以前は、一部の情報が途中で切り捨てられていました。
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。

ケースメールの対象にメッセージを保存
ケースメールを使用するエージェントと営業担当は、メールテンプレートの編集または作成に [保存] または
[別名で保存] を使用できなくなりました。作成したメールテンプレートは、対象に残り、ブランドと連携しま
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。

関連トピック:

メールテンプレートライブラリのより詳細な制御

活動と ToDo: 新規検索条件、ToDo 通知、パッケージ化できる ToDo リストビュー
新しい [私のチームの] 条件を選択して、代理 ToDo を簡単に管理します。誰かが ToDo を自分に割り当てたとき
にメールを受信するよう選択します。パッケージ化を使用してリストビューを共有します。
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このセクションの内容:

新しい ToDo 条件によるマネージャの生産性の向上
営業マネージャは、チームが取り組んでいる ToDo に集中することを望んでいます。[私のチームの ToDo] 条
件で、それが簡単に実行できるようになりました。
ToDo 通知をメールで受け取るかどうかの選択
営業担当は、ToDo が自分に割り当てられたときにメールで通知を受け取るかどうかを制御できます。
ToDo リストビューの簡単な共有
ToDo リストビューはパッケージ化できるようになりました。リストビューを社内外の他の Salesforce ユーザ
に配布できます。

関連トピック:

右から左へ記述される言語による適切な表示 (ベータ)

レコードページでの活動の表示方法に関する組織のデフォルトの設定

新しい ToDo 条件によるマネージャの生産性の向上
営業マネージャは、チームが取り組んでいる ToDo に集中することを望んでいます。[私のチームの ToDo] 条件
で、それが簡単に実行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、および Unlimited Edition

の Lightning Experience に適用されます。
理由: リストビュー内で、[私のチームの ToDo] 条件を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience のリストビューの作成またはコピー (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)

IdeaExchange: タスクリストビューで「私のチームの活動」のみに絞り込み
IdeaExchange: 私のチームの ToDo

ToDo 通知をメールで受け取るかどうかの選択
営業担当は、ToDo が自分に割り当てられたときにメールで通知を受け取るかどうかを制御できます。
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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。
方法: [個人設定] から、[クイック検索] ボックスに「活動」と入力し、[活動アラーム] を選択します。

[私に ToDo が割り当てられた場合にメール送信] のオプションをオンにします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience での個人設定へのアクセス (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

ToDo リストビューの簡単な共有
ToDo リストビューはパッケージ化できるようになりました。リストビューを社内外の他の Salesforce ユーザに
配布できます。
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。パッケージアップロードおよびインストールを使用可能
なエディション: Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および
Developer Edition。
方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「パッケージ」と入力し、[パッケージ] を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: パッケージの操作 (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)

メモ: ユーティリティバーからのポップアウトメモ
メモコンポーザがユーティリティバーから個別のウィンドウにポップアウトするようになり、営業担当はより
簡単にメモを取れるようになりました。メモコンポーザはウィンドウの下隅にドッキングされないので、必要
に応じて移動させることができます。
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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。
理由: メモが別のウィンドウで開くことで、営業担当は Salesforce 内で複数の作業を行うことができます。

方法: ユーティリティバーを更新するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「アプリケーション」と入
力し、[アプリケーションマネージャ]を選択します。既存のユーティリティバーを編集するか、新しく作成し
ます。[ユーティリティ項目] アプリケーション設定から、[メモ] をバーに追加します。メモコンポーザが自動
的にポップアウトします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Einstein 活動キャプチャユーザのデフォルトの活動共有の設定 (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 Dialer: カスタム通話結果、通話パネルのポップアウト、通話品質の報
告
Lightning Dialer でカスタム通話結果がサポートされるようになり、ユーティリティバーから通話パネルをポップ
アウトできるようになりました。営業担当は、通話パネルから通話品質に関する問題を直接報告することもで
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:

通話結果のカスタム選択リストの使用
Lightning Dialer では、通話結果のカスタム選択リストがサポートされているため、会社ですでに作成してい
る通話結果の値をチームで使用できます。
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ユーティリティバーからの Lightning Dialer のポップアウト
通話パネルを自由に移動できるようになりました。営業担当は、通話パネルをユーティリティバーからポッ
プアウトできるようになりました。
通話品質に関する問題の簡単な報告
誰もが時々接続の品質が低くなる問題に悩まされた経験があると思いますが、営業担当は、時折発生する
通話品質の問題に直面したときに通話パネルから Salesforce システム管理者に問題を報告できます。
レコードページから活動リストへの電話番号の追加
営業担当は、電話番号をリストビューから活動リストに追加できるだけでなく、レコード詳細ページから
も追加できるようになりました。
分数の利用状況に関するメール通知の取得
組織で今月の Lightning Dialer の使用可能な分数の終わりに近づくと、Salesforce システム管理者にメールが届
きます。使用可能な分数がなくなり、担当者が電話をかけられなくなると、もう一通メールが送信されま
す。

通話結果のカスタム選択リストの使用
Lightning Dialer では、通話結果のカスタム選択リストがサポートされているため、会社ですでに作成している通
話結果の値をチームで使用できます。
対象: この変更は、Lightning Experience での Lightning Dialer に適用されます。Lightning Dialer は、Essentials Edition、
Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で使用できます (有料オプション)。
方法: カスタム選択リストを選択するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「活動の記録」と入力し、
[活動の記録]を選択します。会社が活動ですでにカスタム選択リストを定義している場合、カスタム選択リス
トを選択するオプションが表示されます。

ユーティリティバーからの Lightning Dialer のポップアウト
通話パネルを自由に移動できるようになりました。営業担当は、通話パネルをユーティリティバーからポップ
アウトできるようになりました。
対象: この変更は、Lightning Experience での Lightning Dialer に適用されます。Lightning Dialer は、Essentials Edition、
Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で使用できます (有料オプション)。
方法: 通話パネルの右上のアイコンをクリックして、ユーティリティバーから通話パネルをポップアウト (また
はポップイン) します。
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担当者は、通話中または通話監視セッション中にはパネルをポップインまたはポップアウトできません。

通話品質に関する問題の簡単な報告
誰もが時々接続の品質が低くなる問題に悩まされた経験があると思いますが、営業担当は、時折発生する通話
品質の問題に直面したときに通話パネルから Salesforce システム管理者に問題を報告できます。
対象: この変更は、Lightning Experience での Lightning Dialer に適用されます。Lightning Dialer は、Essentials Edition、
Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で使用できます (有料オプション)。
方法: 通話パネルの [活動履歴] タブから通話に関する問題を報告します。

Salesforce システム管理者は、VoiceCallQualityFeedback オブジェクトに関するレポートを作成し、通話品質を追跡
できます。問題が解消されない場合、これらのレポートを使用してサポートケースを作成できます。
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レコードページから活動リストへの電話番号の追加
営業担当は、電話番号をリストビューから活動リストに追加できるだけでなく、レコード詳細ページからも追
加できるようになりました。
対象: この変更は、Lightning Experience での Lightning Dialer に適用されます。Lightning Dialer は、Essentials Edition、
Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で使用できます (有料オプション)。
方法: レコード詳細ページから [活動リストに追加] を選択します。

分数の利用状況に関するメール通知の取得
組織で今月の Lightning Dialer の使用可能な分数の終わりに近づくと、Salesforce システム管理者にメールが届きま
す。使用可能な分数がなくなり、担当者が電話をかけられなくなると、もう一通メールが送信されます。
対象: この変更は、Lightning Experience での Lightning Dialer に適用されます。Lightning Dialer は、Essentials Edition、
Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で使用できます (有料オプション)。

Salesforce Inbox アプリケーション: 毎日の行動およびインサイトの 1 か所での
表示と更新された Inbox 設定アシスタント
Inbox Now には、その日の活動に関する詳細とインサイトが表示されます。改良された Inbox 設定アシスタント
では、Inbox モバイルの設定がさらにわかりやすくなりました。

メモ: 一部のサービスおよびサブスクリプションでは、この機能が有料オプションで用意されています。
価格設定についての詳細は、Salesforce 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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このセクションの内容:

Salesforce Inbox での商談を成立させるために必要なすべての情報の検索
Inbox Now は、iOS および Android デバイスの Salesforce Inbox アプリケーションの新しいホームベースです。営
業担当は、1 日のミーティング、電話、ToDo についての詳細とインテリジェンスに 1 か所でアクセスできま
す。次に何が起きるかについての情報を見つけるために複数のアプリケーションを行ったり来たりする必
要がなくなるため、営業担当は顧客と成立商談に集中できます。
わかりやすくなった設定アシスタントページを使用した Inbox モバイルアプリケーションの設定
Inbox の設定アシスタントページが、名称変更され、更新されました。さらに、情報は、Inbox モバイルアプ
リケーションと従来の Inbox アドインや拡張機能に適用される設定をより正確に反映しています。
Salesforce Inbox Android アプリケーションからの通知の維持
Google で必要とされる新しいプッシュ通知フレームワークの変更に準拠するように Android 用 Salesforce Inbox

アプリケーションを更新しました。Android デバイスで Salesforce Inbox からのプッシュ通知を引き続き受信す
るためには、営業担当者は最新バージョンの Salesforce Inbox アプリケーションを使用する必要があります。

Salesforce Inbox での商談を成立させるために必要なすべての情報の検索
Inbox Now は、iOS および Android デバイスの Salesforce Inbox アプリケーションの新しいホームベースです。営業
担当は、1 日のミーティング、電話、ToDo についての詳細とインテリジェンスに 1 か所でアクセスできます。
次に何が起きるかについての情報を見つけるために複数のアプリケーションを行ったり来たりする必要がなく
なるため、営業担当は顧客と成立商談に集中できます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、および Developer Edition で有料オプションで使用可能な、iPhone および Android 端末上の Salesforce Inbox ア
プリケーションに適用されます。
理由: Inbox Now では、営業担当のカレンダー、メール、Salesforce データが集約されるため、重要な顧客とのコ
ミュニケーションや行動に向けて準備し、実行し、フォローアップするのが簡単になりました。
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左にスワイプすると、今日スケジュールされている各ミーティングが表示されます (1)。行動のアクション (2)

をタップすると、1 回のタップだけでその行動に関連付けられている Salesforce レコードのスナップショットを
表示したり、地図と道順を表示したり、電話をかけたりすることができます。行動、メール、Salesforce ToDo に
関するインサイトが表示されるため (3)、行動の前に詳細を把握し、重要なミーティングのフォローアップ活
動を忘れずに実行できます。各インサイトには固有のアクションがあり、それを実行してさらに情報を取得し
たり、電話番号や場所などの不足している情報を指定したりします (4)。
営業担当は、自分のカレンダー上の各行動の取引先、取引先責任者、または商談情報のスナップショットにア
クセスできます。新しいレコードの概要画面には、活動と、関連するレコード、Salesforce Classic、新しいメモ
が表示され、Quip 関連のメモを表示するための Quip アプリケーションにもアクセスできます。
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方法: Inbox Now は、Salesforce Inbox の iOS 向けバージョン 8.0.0 と Android 向けバージョン 5.0.0 でデフォルトで使用
できます。メールインサイトを含めるには、組織で Einstein 活動キャプチャを有効にし、メールインサイトが
有効になっていることを確認します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Salesforce Inbox アプリケーションでの Inbox Now を使用した商談の早期成立 (リリースプレ
ビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

わかりやすくなった設定アシスタントページを使用した Inbox モバイルアプリケーションの
設定
Inbox の設定アシスタントページが、名称変更され、更新されました。さらに、情報は、Inbox モバイルアプリ
ケーションと従来の Inbox アドインや拡張機能に適用される設定をより正確に反映しています。
対象: この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、および Developer Edition で有料オプションで使用可能な、iOS および Android デバイス上の Salesforce Inbox

アプリケーションに適用されます。
理由: Inbox 設定アシスタントには、iOS と Android の Salesforce Inbox と従来のバージョンに必要な情報のみが表示
されるようになりました。
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Salesforce Inbox Android アプリケーションからの通知の維持
Google で必要とされる新しいプッシュ通知フレームワークの変更に準拠するように Android 用 Salesforce Inbox ア
プリケーションを更新しました。Android デバイスで Salesforce Inbox からのプッシュ通知を引き続き受信するた
めには、営業担当者は最新バージョンの Salesforce Inbox アプリケーションを使用する必要があります。
対象: この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、および Developer Edition の有料オプションとして使用可能な、Android デバイス上の Salesforce Inbox アプリ
ケーションに適用されます。
方法: バージョン 4.7.4 以降の Android 用 Salesforce Inbox アプリケーションを Google Play Store から入手してインス
トールするように営業担当に伝えます。

カレンダー: クイックアクションで使用できる行動リストビューと一連の行動
営業担当は、行動リストビューでさらに多くの行動を一目で確認できます。また、クリックアクションを使用
して、繰り返される行動をスケジュールすることもできます。
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このセクションの内容:

リストビューでの行動の絞り込みと検索
営業担当が行動を見つけるために延々とカレンダーをスクロールするのは過去のことです。営業担当は検
索条件を使用してリストビューをカスタマイズし、必要な情報を正確に見つけることができます。また、
定義済みのリストビューを使用して、1 日の予定、今後の行動、最近の行動を確認できます。
クイックアクションを使用してあらゆる場所から一連の行動を作成
営業担当は、クイックアクションを使用できる場所ならどこからでも、クイックアクションレイアウトに
[繰り返し] 項目を追加して、一連の繰り返される行動を作成できます。以前は、1 つの行動のレコードしか
作成できませんでした。

リストビューでの行動の絞り込みと検索
営業担当が行動を見つけるために延々とカレンダーをスクロールするのは過去のことです。営業担当は検索条
件を使用してリストビューをカスタマイズし、必要な情報を正確に見つけることができます。また、定義済み
のリストビューを使用して、1 日の予定、今後の行動、最近の行動を確認できます。
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。
理由: 営業担当は、数週間または数か月分をクリックしなくても、行動と詳細を簡単にスキャンし、カレンダー
の内容を把握することができます。

クイックアクションを使用してあらゆる場所から一連の行動を作成
営業担当は、クイックアクションを使用できる場所ならどこからでも、クイックアクションレイアウトに [繰
り返し] 項目を追加して、一連の繰り返される行動を作成できます。以前は、1 つの行動のレコードしか作成
できませんでした。
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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Quip for Sales: Quip を使用したセールスプロセスの標準化
Sales Cloud 内で直接文書の共同作業を行うことで、商談サイクル全体の生産性を高めます。Quip 文書 Lightning

コンポーネントを設定し、カスタマイズ可能な Quip 文書テンプレートを Sales Cloud レコードページのコンテキ
ストにリリースします。Quip テンプレートでは、差し込み印刷構文を使用して、対応する Salesforce 項目のデー
タを新規文書に自動入力することもできます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Editio、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience の Lightning アプリケーションに適用されます。
対象ユーザ: この変更は、Quip エンタープライズプランまたは無料トライアルを使用する組織で使用できます。
方法: Salesforce を Quip に接続します (まだ接続していない場合)。[設定] で、[クイック検索] ボックスに「Quip」
と入力し、手順に従います。Lightning アプリケーションビルダーを起動し、Quip 文書コンポーネントを更新す
るセールスページに追加します。
文書コンポーネントの動作を設定するオプションがいくつかあります。たとえば、各レコードに同じ Quip 文
書を添付できます。または、差し込み印刷構文を使用して、テンプレートから新規文書に自動入力できます。
レコードごとに異なるテンプレートを使用することもできます。また、埋め込み Quip 文書にカスタム表示ラ
ベルを割り当てることができます。
取引先の [取引先計画] タブに埋め込まれた Quip 文書の例を次に示します。カスタム表示ラベルは [Internal Account

Plan (社内向け取引先計画)] となっています。Salesforce 内で直接文書を編集するか、Quip で開くことができます。

関連トピック:

Quip サポート: The Quip Document Component for Salesforce: A Guide for Users (Salesforce 向け Quip ドキュメントコン
ポーネント: ユーザ向けガイド)

Quip サポート: The Quip Document Component for Salesforce: A Guide for Admins (Salesforce 向け Quip ドキュメントコン
ポーネント: システム管理者向けガイド)

Quip サイト: Quip for Sales

Quip ブログ: Introducing Quip for Sales: Drive Sales Productivity in Sales Cloud (Quip for Sales の概要: Sales Cloud での営業の
生産性向上)
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Lightning Data: 対象にするレコードやスキップするレコードの選択
Lightning Data の更新と評価をより詳細に制御できるようになりました。たとえば、古いリードで Lightning Data

ルールが無駄に実行されることを回避できます。つまり、レコードが他のシステムで更新される場合や、会社
のセキュリティまたはコンプライアンスポリシーで特定のレコードとデータサービス間のデータフローを禁止
している場合に、それらのレコードのルールをスキップします。Lightning Data ルールごとに、カスタムチェッ
クボックス項目を作成し、指定されたとおりに名前を付けて、レコードに追加します。チェックボックスが選
択されたレコードでルールが実行され、残りのレコードはスキップされます。
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:

1. チェックボックス項目を作成し、「LD_USE_データソース名」のパターンに従って名前を付けます。データ
ソース名を見つけるには、[設定] で「外部データソース」と入力し、[外部データソース] 列で名前を探しま
す。大文字と小文字を含めて、正確なデータソース名を使用してください。

2. 次のいずれかのパターンを使用して項目に表示ラベルを付けることをお勧めします: 「データサービスプロ
バイダ名を使用した一致」または「データサービスプロバイダ名を使用した強化」。データサービスプロバイ
ダ名はデータソース名とは異なります。

3. ルールが対象とするオブジェクトのレイアウトに項目を追加します。

Data.com Prospector と Data.com Clean の廃止
Data.com Prospector ライセンスと Data.com Clean ライセンスは 2019 年 7 月 31 日を過ぎると更新できなくなります。
これらの商品は 2020 年 7 月 31 日に廃止される予定です。現在のライセンスは引き続き有効なままになります。
対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
対象ユーザ: Data.com Prospector ライセンスは Contact Manager Edition (リードオブジェクトなし)、Group Edition、
Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、およびUnlimited Edition で使用できます。Data.com Clean

ライセンスは Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で使用できま
す。

関連トピック:

ナレッジ記事: Data.com Clean および Prospector の廃止

Gmail インテグレーション: 迅速なメールの記録とメール追跡の改善
営業担当は、メールを移動するときに、メールを Salesforce に記録するオプションを開いたままにできます。
Inbox ライセンスで使用できるメール追跡には、場所情報が含まれます。Gmail から送信されたメールの追跡情
報は、Salesforce の活動タイムラインで使用できます。

178

Lightning Data: 対象にするレコードやスキップするレコー
ドの選択

Salesforce Summer '19 リリースノート

https://help.salesforce.com/articleView?id=000270376&language=ja&type=1


このセクションの内容:

より少ないクリック数での Gmail から Salesforce へのメールの記録
迅速に作業する営業担当は、メールを Gmail から Salesforce にメールを記録する作業も迅速に行う必要があり
ます。営業担当は、メールを移動するときにメールの記録オプションを表示できるようになりました。こ
れにより、メールを記録するのに必要なクリック数が減少します。
Gmail からのメール追跡での場所の表示
メールコミュニケーションを使用して、見込み客がエンゲージするタイミングや場所を把握できます。メー
ル追跡の地理位置情報は、すでに iOS および Android デバイスの Salesforce Inbox アプリケーションにあります
が、Gmail のデスクトップインテグレーションで使用できるようになりました。

関連トピック:

右から左へ記述される言語による適切な表示 (ベータ)

より少ないクリック数での Gmail から Salesforce へのメールの記録
迅速に作業する営業担当は、メールを Gmail から Salesforce にメールを記録する作業も迅速に行う必要がありま
す。営業担当は、メールを移動するときにメールの記録オプションを表示できるようになりました。これによ
り、メールを記録するのに必要なクリック数が減少します。
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。
方法: 営業担当は、参照モードで使用できる [迅速にメールを記録] を有効にします。営業担当は、メールまた
は行動を開いて [メールを記録]または [記録されたメールを編集]をクリックしなくても記録オプションにアク
セスできるようになりました。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Outlook および Gmail から Salesforce へのメールとイベントの記録 (リリースプレビューの時点
で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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Gmail からのメール追跡での場所の表示
メールコミュニケーションを使用して、見込み客がエンゲージするタイミングや場所を把握できます。メール
追跡の地理位置情報は、すでに iOS および Android デバイスの Salesforce Inbox アプリケーションにありますが、
Gmail のデスクトップインテグレーションで使用できるようになりました。
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 で有料オプションとして使用できるデスクトップの Salesforce

Inbox に適用されます。
対象ユーザ: メール追跡へのアクセス権を持つユーザは、受信者がメールを開いた場所を表示できます。

Microsoft とのインテグレーション: 迅速なメールの記録とメール追跡
の改善
より少ないクリック数で Microsoft® Outlook® から Salesforce にメールを記録できます。追跡メールについてより焦
点が絞られた情報を取得できます。さらに、最新の Salesforce for Outlook バージョンの詳細を確認できます。ま
たは、クラウドベースに移行することで、Salesforce for Outlook のアップグレードを完全に不要にすることもで
きます。

このセクションの内容:

Outlook インテグレーション: メールの記録の迅速化とメール追跡の改善
営業担当は、メールを移動するときに、メールを Salesforce に記録するオプションを開いたままにできます。
Inbox ライセンスで使用できるメール追跡には、場所情報が含まれます。個別のメールの追跡情報を表示で
きるようになり、Microsoft® Outlook®から送信されたメールの追跡情報を Salesforce 活動タイムラインで使用で
きるようになりました。
Salesforce for Outlook: Salesforce for Outlook v3.4.6 とメールインテグレーションの代替製品
Salesforce for Outlook を今後も使用していく場合、最新バージョンではインストール中にエラーメッセージが
表示されなくなりました。Summer '19 のリリースが始まったら、リリースノートでその他のパッチの詳細を
参照してください。アップグレードせずに、最新の機能を使用できるようにするには、クラウドベースの
代替製品である Outlook インテグレーション、Lightning Sync、Einstein 活動キャプチャを検討してください。

Outlook インテグレーション: メールの記録の迅速化とメール追跡の改善
営業担当は、メールを移動するときに、メールを Salesforce に記録するオプションを開いたままにできます。
Inbox ライセンスで使用できるメール追跡には、場所情報が含まれます。個別のメールの追跡情報を表示でき
るようになり、Microsoft® Outlook® から送信されたメールの追跡情報を Salesforce 活動タイムラインで使用できる
ようになりました。

このセクションの内容:

より少ないクリック数で Outlook からメールを Salesforce に記録
迅速に作業する営業担当は、Microsoft® Outlook® から Salesforce へのメールの記録も迅速に行う必要がありま
す。営業担当は、メールを移動するときにメールの記録オプションを表示できるようになりました。これ
により、メールを記録するのに必要なクリック数が減少します。
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Outlook での個々のメールの追跡詳細へのアクセス
営業担当は、すべての追跡メールを検索せずに、特定のメールに見込み客や顧客がどのようにエンゲージ
したかを表示できるようになりました。営業担当が送信済みメール間を移動すると、各メールに追跡情報
の概要と、詳細へのリンクが表示されます。
Outlook からのメール追跡での場所の表示
メールコミュニケーションを使用して、見込み客がエンゲージするタイミングや場所を把握できます。メー
ル追跡の地理位置情報は、すでに iOS および Android デバイスの Salesforce Inbox アプリケーションにあります
が、Outlook のデスクトップインテグレーションで使用できるようになりました。
メールを後で送信するようにスケジュールして送信されたら Salesforce に記録
メールを見過ごさないようにしましょう。メールを後で送信するようにスケジュールしたときに、自動的
にメールを Salesforce に記録するように設定できます。営業担当は、送信済みのメールに戻って手動で記録
しなくても、必要な情報を記録できます。

関連トピック:

右から左へ記述される言語による適切な表示 (ベータ)

より少ないクリック数で Outlook からメールを Salesforce に記録
迅速に作業する営業担当は、Microsoft® Outlook® から Salesforce へのメールの記録も迅速に行う必要があります。
営業担当は、メールを移動するときにメールの記録オプションを表示できるようになりました。これにより、
メールを記録するのに必要なクリック数が減少します。
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。
方法: 営業担当は、参照モードで使用できる [迅速にメールを記録] を有効にします。営業担当は、メールまた
は行動を開いて [メールを記録]または [記録されたメールを編集]をクリックしなくても記録オプションにアク
セスできるようになりました。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Outlook および Gmail から Salesforce へのメールとイベントの記録 (リリースプレビューの時点
で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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Outlook での個々のメールの追跡詳細へのアクセス
営業担当は、すべての追跡メールを検索せずに、特定のメールに見込み客や顧客がどのようにエンゲージした
かを表示できるようになりました。営業担当が送信済みメール間を移動すると、各メールに追跡情報の概要
と、詳細へのリンクが表示されます。
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 Salesforce Classic で有料オプションとして使用できるデスクトップの Salesforce

Inbox に適用されます。
方法: 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、新し
い [メール追跡 - 個々の受信者] コンポーネントが [関連] タブに自動的に追加されます。

カスタムメールアプリケーションペインを作成した場合は、Lightning アプリケーションビルダーを使用して、
[メール追跡 - 個々の受信者] コンポーネントを参照モードのタブに追加します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Outlook インテグレーションのメールの追跡に関する考慮事項 (リリースプレビューの時点で
内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

Outlook からのメール追跡での場所の表示
メールコミュニケーションを使用して、見込み客がエンゲージするタイミングや場所を把握できます。メール
追跡の地理位置情報は、すでに iOS および Android デバイスの Salesforce Inbox アプリケーションにありますが、
Outlook のデスクトップインテグレーションで使用できるようになりました。
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 で有料オプションとして使用できるデスクトップの Salesforce

Inbox に適用されます。
対象ユーザ: メール追跡へのアクセス権を持つユーザは、受信者がメールを開いた場所を表示できます。

メールを後で送信するようにスケジュールして送信されたら Salesforce に記録
メールを見過ごさないようにしましょう。メールを後で送信するようにスケジュールしたときに、自動的に
メールを Salesforce に記録するように設定できます。営業担当は、送信済みのメールに戻って手動で記録しなく
ても、必要な情報を記録できます。
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 Salesforce Classic で有料オプションとして使用できるデスクトップの Salesforce

Inbox に適用されます。
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方法: メールインテグレーションペインで、ユーザは [送信時にメールを記録] および [後で送信] を選択できま
す。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Outlook および Gmail から Salesforce へのメールとイベントのログ記録 (リリースプレビューの
時点で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 for Outlook: Salesforce for Outlook v3.4.6 とメールインテグレーション
の代替製品
Salesforce for Outlook を今後も使用していく場合、最新バージョンではインストール中にエラーメッセージが表
示されなくなりました。Summer '19 のリリースが始まったら、リリースノートでその他のパッチの詳細を参照
してください。アップグレードせずに、最新の機能を使用できるようにするには、クラウドベースの代替製品
である Outlook インテグレーション、Lightning Sync、Einstein 活動キャプチャを検討してください。

このセクションの内容:

Salesforce for Outlook v3.4.6 について
Salesforce for Outlook v3.4.6 では、イントールが若干改善されています。以前のバージョンの Salesforce for Outlook

では、インストール時にキーアクセス検証に関する Microsoft® Windows® エラーが表示されることがありまし
た。Salesforce for Outlook v3.4.6 ではエラーメッセージが表示されなくなりました。Summer '19 のリリースが始
まったら、リリースノートでその他のパッチの詳細を参照してください。
Salesforce クラウドベースの代替製品で広がる視野
営業担当をクラウドベースの製品である Outlook インテグレーション、Einstein 活動キャプチャ、Lightning Sync

に移行すれば、最新の製品リリースを自動的に取得できます。アップグレードのインストールを避けられ
るだけでなく、営業担当は最新のメールインテグレーション機能にアクセスできるようになります。

Salesforce for Outlook v3.4.6 について
Salesforce for Outlook v3.4.6 では、イントールが若干改善されています。以前のバージョンの Salesforce for Outlook で
は、インストール時にキーアクセス検証に関する Microsoft® Windows® エラーが表示されることがありました。
Salesforce for Outlook v3.4.6 ではエラーメッセージが表示されなくなりました。Summer '19 のリリースが始まった
ら、リリースノートでその他のパッチの詳細を参照してください。
対象: この変更は、Contact Manager Edition、Group 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。

関連トピック:

Salesforce Trailblazer Community: Salesforce for Outlook リリースノート (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce クラウドベースの代替製品で広がる視野
営業担当をクラウドベースの製品である Outlook インテグレーション、Einstein 活動キャプチャ、Lightning Sync に
移行すれば、最新の製品リリースを自動的に取得できます。アップグレードのインストールを避けられるだけ
でなく、営業担当は最新のメールインテグレーション機能にアクセスできるようになります。
対象: 使用できるクラウドベース機能は、製品とエディションによって異なります。
• Outlook インテグレーションは、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、および Developer Edition (Sales Cloud、Service Cloud、Lightning Platform 付属) の Lightning Experience および
Salesforce Classic で使用できます。
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• Einstein 活動キャプチャは、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition の Lightning Experience で使用できます。
• Lightning Sync は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer

Edition (Sales Cloud、Service Cloud、Lightning Platform 付属) 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。

理由: お気に入りの機能、特定のシステムサポート、または簡素化された設定のいずれを期待している場合で
も、最新の製品がニーズを満たすかどうかを確認してください。
• Outlook インテグレーションでは、Salesforce for Outlook サイドパネルでは使用できない生産性機能が提供され

ます。Lightning Experience を使用している場合は、異なるユーザ用にカスタマイズされたパネルを作成でき
ます。また、営業担当は Microsoft メールを Salesforce にメールとして記録できるため、メールを ToDo として
記録する必要がなくなります。さらに、営業担当を Salesforce Inbox にアップグレードすれば、拡張されたデ
スクトップ機能とモバイル機能を使用できます。

• Einstein 活動キャプチャは、Microsoft アプリケーションと Salesforce の間で取引先責任者と行動を同期します。
もう 1 つの同期オプションである Lightning Sync よりも提供される機能が多く、メールと行動のキャプチャ
などによって生産性を向上させることができます。さらに、システム管理者とユーザのみが設定を管理で
きるため、Exchange システム管理者から技術的な支援を受ける必要がなくなります。

• Lightning Sync は、取引先責任者と行動を同期します。Salesforce システム管理者と Exchange システム管理者が
ロールアウトを最初から最後まで管理するため、ユーザが行う設定は最小限で済みます。Summer '19 では
Lightning Sync の新機能はありませんが、これまでと同じ優れた機能を使用できます。

方法: システム要件に基づいて最適な製品を決定するには、便利な意思決定ツールを使用します。提供される
機能をより深く理解するには、メールインテグレーション比較表を参照してください。

Salesforce CPQ および Billing: 価格設定ガイダンス、強化された請求書
品目のクレジット適用、大規模な契約の信頼できる修正および更新
過去の商談および商品の価格設定のトレンドに基づいて価格設定ガイダンスを提供することで、営業チームが
商談を成立できるようにします。タイムアウトのリスクを抑えて大規模な契約を修正して更新できます。一度
に複数の請求書品目にクレジットを適用し、任意の 1 か所からすべてにクレジットの税金を適用できます。

このセクションの内容:

Salesforce CPQ: 適切な割引に関する価格設定ガイダンス、大規模な契約の信頼できる修正および更新、注文
商品での全体に対する割合のリレーションの強化
過去の商談および商品の価格設定のトレンドに基づいて価格設定ガイダンスを提供することで、営業チー
ムが商談を成立できるようにします。タイムアウトのリスクを抑えて大規模な契約を修正して更新できま
す。注文の詳細ページの注文商品として、修正見積から対象となる納入商品を表示できます。
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Salesforce Billing: クレジットセンターでの請求書品目の一括クレジット適用と支払センターでの CVV の送信
一度に複数の請求書品目にクレジットを適用し、任意の 1 か所からすべてにクレジットの税金を適用でき
ます。支払センターの任意の支払ゲートウェイ用にクレジットカードの CVV を送信できるようにすること
で、エンドユーザの支払プロセスを加速します。

関連トピック:

ナレッジ記事: New Objects and Fields for Salesforce CPQ and Billing Summer '19 (Salesforce CPQ および Billing Summer '19 の
新しいオブジェクトと項目) (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性が
あります)

Salesforce CPQ: 適切な割引に関する価格設定ガイダンス、大規模な契約の信頼
できる修正および更新、注文商品での全体に対する割合のリレーションの強化
過去の商談および商品の価格設定のトレンドに基づいて価格設定ガイダンスを提供することで、営業チームが
商談を成立できるようにします。タイムアウトのリスクを抑えて大規模な契約を修正して更新できます。注文
の詳細ページの注文商品として、修正見積から対象となる納入商品を表示できます。

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:

価格設定ガイダンスでの最適な価格の推奨
過去の商談および商品の価格設定のトレンドに基づいて価格設定ガイダンスを提供することで、営業チー
ムが商談を成立するのを後押しします。営業担当が価格設定ガイダンスを有効にした商品を見積に追加す
ると、推奨の目標、標準、最低の割引金額を確認できます。担当者が目標価格を選択すると、Salesforce CPQ

は適切な割引を見積品目に適用します。評価済みの商品を絞り込んで推奨の割引額を編集することで、ガ
イダンスをカスタマイズできます。
大規模な修正および更新見積を使用した大規模な契約の管理
大規模な契約を担当する営業担当が容易に修正および更新を行うことができるようになりました。新しい
大規模な修正および更新見積サービスでは、エラーやタイムアウトなしでスムーズに最大 2,000 件の関連レ
コードをサポートしています。
注文から契約した場合の更新における全体に対する割合のリレーションの維持
営業担当が注文からの契約を更新するときに、全体に対する割合のサブスクリプションで更新見積で対象
となる納入商品とのリレーションが維持されるようになりました。以前は、全体に対する割合のサブスク
リプションはライフサイクルの残りの期間に固定価格のサブスクリプションになっていました。営業担当
は、サブスクリプションのライフサイクル全体で、更新見積で新しい対象となる商品で全体に対する割合
のサブスクリプションの更新を続行できるようになりました。また、更新見積から対象となる納入商品で
数量 0 の注文商品が表示されるようになったため、担当者が初回の見積に戻る必要がなくなりました。
CPQ Lightning を使用した商談ページおよび取引先ページからの契約の更新と期間調整
Salesforce CPQ ユーザは、Lightning Experience の商談および取引先から複数の契約を更新および期間調整できる
ようになりました。これまで、この機能は Salesforce Classic でしか使用できませんでした。
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価格アクション数式でのパーセント項目のロジックの更新
Salesforce CPQ が価格アクションの数式項目で見積品目のパーセンテージ項目を処理する際の問題が修正され
ました。以前は、価格アクション数式が見積または見積品目パーセント項目を評価する際に、数式内で項
目値を 100 で割っていました。たとえば、パーセンテージ項目値が 50% である場合、数式では 0.5 ではなく
0.005 と評価されていました。そのため、価格アクション数式の結果を使用する項目では、正しくない値と
なっていました。ユーザは、自分の価格アクション数式で見積または見積品目パーセンテージ項目値を 100

倍することで、この問題を回避していました。新しいリリースでは、価格アクション数式項目は、見積ま
たは見積品目パーセンテージ項目値を 100 で割らなくなりました。このエラーを回避するためにパーセン
テージ項目値を 100 倍していた価格アクション数式項目を使用している場合は、項目を更新してください。
ページセキュリティプラグインを使用した見積項目の非表示とロック
開発者は、CPQ 見積で項目の表示と編集可能な状況を、より詳細に制御できるようになりました。Javascript

ページセキュリティプラグインに、見積項目を非表示にして編集から保護するための機能を追加しました。
見積規約リーダー API を使用した見積規約の取得
開発者は、見積規約リーダー API を使用して、CPQ 見積から見積規約情報を取得できるようになりました。
Salesforce CPQ のその他の変更
品目数の多い見積用の環境でバンドルの展開と折りたたみが可能になり、商品レベルで大きな設定を有効
にできるようになりました。大規模なバンドル設定中に新しい状況メッセージが表示され、品目数の多い
見積のしきい値が有効な間、入力規則がサポートされます。

関連トピック:

ナレッジ記事: New Objects and Fields for Salesforce CPQ and Billing Summer '19 (Salesforce CPQ および Billing Summer '19 の
新しいオブジェクトと項目) (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性が
あります)

価格設定ガイダンスでの最適な価格の推奨
過去の商談および商品の価格設定のトレンドに基づいて価格設定ガイダンスを提供することで、営業チームが
商談を成立するのを後押しします。営業担当が価格設定ガイダンスを有効にした商品を見積に追加すると、推
奨の目標、標準、最低の割引金額を確認できます。担当者が目標価格を選択すると、Salesforce CPQ は適切な割
引を見積品目に適用します。評価済みの商品を絞り込んで推奨の割引額を編集することで、ガイダンスをカス
タマイズできます。
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。
対象ユーザ: 価格設定ガイダンスは Salesforce CPQ+ ユーザが使用できます。[価格設定ガイダンスを作成] ページ
は、EinsteinAnalyticsPlus ライセンスを持つ Salesforce CPQ+ ユーザが使用できます。

理由: 営業担当が価格設定ガイダンスを有効にした商品を見積に追加すると、見積品目の アイコンをクリッ
クして価格設定ガイダンスの詳細ページを開くことができます。詳細ページには目標、標準、最低の割引金額
オプションが表示されます。目標割引を適用するには、担当者が[おすすめを受け入れる]をクリックします。
これにより、Salesforce CPQ で目標割引率が見積品目の [追加割引] に追加されます。
方法:  EinsteinAnalyticsPlus を持つユーザは、[価格設定ガイダンスを作成] ページを使用して見積品目を絞り込み、
見積品目の価格設定トレンドに基づいて割引を生成できます。検索条件を定義 (1) すると、Salesforce CPQ では過
去の見積品目の数量に基づいて数量の境界が作成されます。続いて、その範囲のすべての見積品目の中央の
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[割引合計] 項目値に基づいて、各数量範囲の割引額の中央値を計算します。推奨の割引は割引の中央値に対す
る割合としてカスタマイズできます (2)。価格設定グラフ (3) には、推奨の割引に対する割引の中央値が表示さ
れます。

[ガイダンス層] をクリックして、境界および各階層の正確な割引額を確認することもできます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 価格設定ガイダンスの機能(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: 価格設定ガイダンスについて把握すべき事項 (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: Einstein Analytics を使用した価格設定ガイダンスの設定 (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)

大規模な修正および更新見積を使用した大規模な契約の管理
大規模な契約を担当する営業担当が容易に修正および更新を行うことができるようになりました。新しい大規
模な修正および更新見積サービスでは、エラーやタイムアウトなしでスムーズに最大 2,000 件の関連レコード
をサポートしています。
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。
時期: 新規ユーザであれば、デフォルトが新しいサービスになっています。既存のユーザの場合は現在のサー
ビスがそのまま使用され、切り替え可能になった時点で切り替えられるようになります。すべてのユーザが新
しいサービスに移行できるようになったらお知らせします。
理由: 以前は、サブスクリプションや納入商品が多い契約を修正または更新するときに、Salesforce CPQ では読み
込み時間が長くなったりエラーが発生したりしていました。制限は顧客の実装に基づいて変わりますが、ほと
んどのユーザは関連レコードが約 100 件あるとタイムアウトの問題が発生していました。
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方法: 新規ユーザの場合、準備は整っています。
Salesforce CPQ Summer ’19 にアップグレード済みのユーザが新しいサービスに切り替える場合は、Salesforce CPQ の
[サブスクリプションと更新] パッケージ設定で、[従来の修正/更新サービスを使用] をオフにします。

関連トピック:

ナレッジ記事: Salesforce CPQ Large-Scale Amendment and Renewal Service (Salesforce CPQ の大規模な修正および更新
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)

注文から契約した場合の更新における全体に対する割合のリレーションの維持
営業担当が注文からの契約を更新するときに、全体に対する割合のサブスクリプションで更新見積で対象とな
る納入商品とのリレーションが維持されるようになりました。以前は、全体に対する割合のサブスクリプショ
ンはライフサイクルの残りの期間に固定価格のサブスクリプションになっていました。営業担当は、サブスク
リプションのライフサイクル全体で、更新見積で新しい対象となる商品で全体に対する割合のサブスクリプ
ションの更新を続行できるようになりました。また、更新見積から対象となる納入商品で数量 0 の注文商品が
表示されるようになったため、担当者が初回の見積に戻る必要がなくなりました。
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: [注文の設定] で [数量 0 の注文の有効化] を選択します。
Salesforce CPQ の [サブスクリプションと更新] 設定で、[PoT 更新 (注文から契約)] を選択します。この機能は、新
しい Salesforce CPQ Summer ’19 ユーザではデフォルトで有効になっています。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 全体に対する割合の商品の更新 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不
能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: 注文からの契約の作成 (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)

CPQ Lightning を使用した商談ページおよび取引先ページからの契約の更新と期間調整
Salesforce CPQ ユーザは、Lightning Experience の商談および取引先から複数の契約を更新および期間調整できるよ
うになりました。これまで、この機能は Salesforce Classic でしか使用できませんでした。
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: 取引先および商談の契約関連リストから複数の契約を選択し、[契約の更新] をクリックします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 取引先からの契約の更新 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能にな
る可能性があります)
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価格アクション数式でのパーセント項目のロジックの更新
Salesforce CPQ が価格アクションの数式項目で見積品目のパーセンテージ項目を処理する際の問題が修正されま
した。以前は、価格アクション数式が見積または見積品目パーセント項目を評価する際に、数式内で項目値を
100 で割っていました。たとえば、パーセンテージ項目値が 50% である場合、数式では 0.5 ではなく 0.005 と評
価されていました。そのため、価格アクション数式の結果を使用する項目では、正しくない値となっていまし
た。ユーザは、自分の価格アクション数式で見積または見積品目パーセンテージ項目値を 100 倍することで、
この問題を回避していました。新しいリリースでは、価格アクション数式項目は、見積または見積品目パーセ
ンテージ項目値を 100 で割らなくなりました。このエラーを回避するためにパーセンテージ項目値を 100 倍し
ていた価格アクション数式項目を使用している場合は、項目を更新してください。
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。

関連トピック:

ナレッジ記事: Salesforce CPQ Summer '19 パーセント項目の価格アクション数式項目評価 (リリースプレビュー
の時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

ページセキュリティプラグインを使用した見積項目の非表示とロック
開発者は、CPQ 見積で項目の表示と編集可能な状況を、より詳細に制御できるようになりました。Javascript ペー
ジセキュリティプラグインに、見積項目を非表示にして編集から保護するための機能を追加しました。
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、Javascript ページセキュリティプラグインメソッドの isFieldVisible と isFieldEditable

は、見積品目項目のみを評価することで、見積品目項目を非表示にしたり編集から保護したりしていました。
新しいリリースでは、isFieldVisibleForObject 関数と isFieldEditableForObject 関数によって、見
積項目と見積品目項目の両方を評価して、一貫性や編集可能な状況を変更できるようになりました。
Salesforce CPQ Summer '19 では、isFieldVisible と isFieldEditable は引き続きサポートされます。プラグ
インで Summer '19 より前の isFieldEditableForObject 関数と isFieldVisibleForObject 関数を使用し
ている場合、Salesforce CPQ は新しい関数を無視して、古い関数を引き続き使用します。

関連トピック:

CPQ 開発者ガイド: Javascript Page Security Plugin (Javascript ページセキュリティプラグイン) (リリースプレビュー
の時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

見積規約リーダー API を使用した見積規約の取得
開発者は、見積規約リーダー API を使用して、CPQ 見積から見積規約情報を取得できるようになりました。
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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。

関連トピック:

CPQ 開発者ガイド: Quote Term Reader API (見積規約リーダー API) (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce CPQ のその他の変更
品目数の多い見積用の環境でバンドルの展開と折りたたみが可能になり、商品レベルで大きな設定を有効にで
きるようになりました。大規模なバンドル設定中に新しい状況メッセージが表示され、品目数の多い見積のし
きい値が有効な間、入力規則がサポートされます。

このセクションの内容:

品目数の多い見積用の環境でのバンドルの展開と折りたたみ
品目数の多い見積用の環境を使用している営業担当は、バンドルのすべての子商品をスクロールすること
で時間を無駄にする必要がなくなりました。品目数の多い見積用の環境でバンドルが展開/折りたたみ可能
かどうか、そしてデフォルトで展開されて表示されるのか折りたたまれて表示されるのかを制御するため
のパッケージレベルのバンドル設定を追加しました。
失敗した検索結果の新しいメッセージ
商品検索で結果が返されない場合を営業担当が把握するための変更が加えられました。納入商品ルックアッ
プ、サブスクリプションルックアップ、商品ルックアップ、動的検索条件ルックアップの各ページで、検
索失敗に応じて「検索結果がありません」というメッセージが表示されるようになりました。
大規模なバンドルの処理が完了した場合の把握
バンドルの設定状況を監視できるようになりました。以前は、Salesforce CPQ ではバンドルの処理中に状況が
示されませんでした。バンドルの設定に時間がかかったとしても、営業担当には Salesforce CPQ が有効なの
かエラーが原因で処理を停止したのか把握できませんでした。今後は処理メッセージが表示され、バンド
ルが失敗した場合、新しいメッセージで理由が示されるようになります。
商品での大きな設定の有効化
設定中にガバナ制限に達する見込みが高いバンドルの親の商品レコードで大きな設定を有効にできるよう
になりました。以前は、大きな設定は Salesforce CPQ パッケージ設定でのみ有効にでき、この設定によって
すべての組織の設定プロセス中に大きな設定のプロセスが適用されていました。Salesforce ガバナ制限に達
するリスクがなかったとしても、小さいバンドルでは設定にかかる時間が長くなっていました。
品目数の多い見積のしきい値による入力規則のサポート
新しいパッケージ設定により、品目数の多い見積のしきい値が有効になっている間、Salesforce CPQ は入力規
則を評価できます。営業担当は、見積品目エディタで入力規則によって阻止されるアクションを実行する
というリスクを冒す必要がなくなりました。
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品目数の多い見積用の環境でのバンドルの展開と折りたたみ
品目数の多い見積用の環境を使用している営業担当は、バンドルのすべての子商品をスクロールすることで時
間を無駄にする必要がなくなりました。品目数の多い見積用の環境でバンドルが展開/折りたたみ可能かどう
か、そしてデフォルトで展開されて表示されるのか折りたたまれて表示されるのかを制御するためのパッケー
ジレベルのバンドル設定を追加しました。
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: この機能と品目数の多い見積用の環境を有効にするには、Salesforce CPQ サポートにご連絡ください。そし
て、新しい Salesforce CPQ 見積品目パッケージ設定の「デフォルトのバンドル設定」を使用して、営業担当者が
バンドルを見積品目エディタに最初に追加した時点でバンドルが展開されて表示されるのか折りたたまれて表
示されるのかを制御できます。この設定は、見積品目パッケージの [品目数の多い見積用の環境を有効にする]、
[バンドルをまとめる]、および [階層を視覚化] が選択されている場合にのみ表示されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 品目数の多い見積用の環境 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能に
なる可能性があります)

失敗した検索結果の新しいメッセージ
商品検索で結果が返されない場合を営業担当が把握するための変更が加えられました。納入商品ルックアッ
プ、サブスクリプションルックアップ、商品ルックアップ、動的検索条件ルックアップの各ページで、検索失
敗に応じて「検索結果がありません」というメッセージが表示されるようになりました。
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。

大規模なバンドルの処理が完了した場合の把握
バンドルの設定状況を監視できるようになりました。以前は、Salesforce CPQ ではバンドルの処理中に状況が示
されませんでした。バンドルの設定に時間がかかったとしても、営業担当には Salesforce CPQ が有効なのかエ
ラーが原因で処理を停止したのか把握できませんでした。今後は処理メッセージが表示され、バンドルが失敗
した場合、新しいメッセージで理由が示されるようになります。
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: Salesforce CPQ には、有効な [大きな設定を有効化] 項目と共に、バンドルの大きなバンドルの設定状況メッ
セージが表示されます。[大きな設定を有効化] パッケージ設定が有効な場合、ユーザにはすべてのバンドルの
大きなバンドルの設定状況メッセージが表示されます。

商品での大きな設定の有効化
設定中にガバナ制限に達する見込みが高いバンドルの親の商品レコードで大きな設定を有効にできるようにな
りました。以前は、大きな設定は Salesforce CPQ パッケージ設定でのみ有効にでき、この設定によってすべての
組織の設定プロセス中に大きな設定のプロセスが適用されていました。Salesforce ガバナ制限に達するリスクが
なかったとしても、小さいバンドルでは設定にかかる時間が長くなっていました。
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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: バンドルの親の商品レコードで、[大きな設定を有効化] を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 大きな設定の有効化 (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)

品目数の多い見積のしきい値による入力規則のサポート
新しいパッケージ設定により、品目数の多い見積のしきい値が有効になっている間、Salesforce CPQ は入力規則
を評価できます。営業担当は、見積品目エディタで入力規則によって阻止されるアクションを実行するという
リスクを冒す必要がなくなりました。
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: Salesforce CPQ パッケージ設定で、[品目数の多い見積のしきい値の入力規則の有効化] 項目を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 品目数の多い見積のパフォーマンス設定 (リリースプレビューの時点で内容が刷新された
り、使用不能になる可能性があります)

Salesforce Billing: クレジットセンターでの請求書品目の一括クレジット適用と
支払センターでの CVV の送信
一度に複数の請求書品目にクレジットを適用し、任意の 1 か所からすべてにクレジットの税金を適用できま
す。支払センターの任意の支払ゲートウェイ用にクレジットカードの CVV を送信できるようにすることで、エ
ンドユーザの支払プロセスを加速します。

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:

Salesforce Billing Summer '19 のインストール前の手順
Salesforce Billing Summer '19 にアップグレードする前に、組織が主要な互換性要件に従っていることを確認し
ます。
すべての請求書クレジットを 1 か所で管理
請求担当者やカスタマーサービスチームが一度に複数の請求書品目にクレジットを適用しやすくなりまし
た。クレジットセンターでは、取引先の転記された請求書品目へのクレジットの適用、クレジット品目の
税金の適用、貸方票を転記する前の更新された支払額の確認を一元管理できます。請求担当者やカスタマー
サービスチームは、取引先からクレジットセンターにアクセスし、取引先のクレジット適用可能なすべて
の請求書を 1 ページで表示できます。
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支払センターでの CVV の入力
顧客がカード支払いを Authorize.net、PayFlowPro、Cybersource の各ゲートウェイに送信するときに、CVV 番号
を送信できるようになりました。以前は、この項目はカード支払を Payeezy ゲートウェイに送信する場合の
み使用できました。

関連トピック:

ナレッジ記事: New Objects and Fields for Salesforce CPQ and Billing Summer '19 (Salesforce CPQ および Billing Summer '19 の
新しいオブジェクトと項目) (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性が
あります)

Salesforce Billing Summer '19 のインストール前の手順
Salesforce Billing Summer '19 にアップグレードする前に、組織が主要な互換性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: Avalara for Salesforce Billing を使用している場合、Salesforce Billing Summer '19 をインストールしてからバージョ
ン 3.0 にアップグレードしてください。
Cybersource、Payeezy、PayflowPro、または Authorize.net の支払いゲートウェイパッケージを使用している場合は、
Salesforce Billing Summer ’19 のインストール後にバージョン 4.0 にアップグレードしてください。

すべての請求書クレジットを 1 か所で管理
請求担当者やカスタマーサービスチームが一度に複数の請求書品目にクレジットを適用しやすくなりました。
クレジットセンターでは、取引先の転記された請求書品目へのクレジットの適用、クレジット品目の税金の適
用、貸方票を転記する前の更新された支払額の確認を一元管理できます。請求担当者やカスタマーサービス
チームは、取引先からクレジットセンターにアクセスし、取引先のクレジット適用可能なすべての請求書を 1

ページで表示できます。
対象: この変更は、Salesforce CPQ および Billing Plus ライセンスを持つユーザの 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: 以前は、請求担当者は貸方票を作成して貸方票の各品目を請求書品目に割り当てることで、特定の請求
書品目のみにクレジットを適用できました。このプロセスにより、取引先で複数の請求書品目にクレジットを
適用するのに膨大な時間がかかっていました。また、請求書と請求書項目の支払額も個別のページで参照して
いました。取引先からクレジットセンターにアクセスを開くと、取引先のクレジット適用可能なすべての請求
書を 1 ページで表示できるようになりました。そこで請求書を選択してその請求書品目にクレジットを適用で
きます。完了したら、取引先に戻ったり新しい貸方票を表示したりできます。
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方法: 請求担当ユーザが取引先で [クレジットセンター] をクリックすると、Salesforce Billing でクレジットセン
ターが起動され、取引先の未払い金を含めたすべての転記された請求書が表示されます。請求書を選択する
と、クレジットセンターでその請求書の各請求書品目にクレジットを適用できます。また、請求書品目に使用
される税金エンジンを使用して貸方票品目の税金を計算することも、手動で貸方票品目の税金を入力すること
も、特定の品目の税金にクレジットを適用しないことを選択することもできます。完了すると、Salesforce Billing

は転記された貸方票を作成し、クレジットを適用した請求書品目に対してその品目を関連付けます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: クレジットセンター (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)

支払センターでの CVV の入力
顧客がカード支払いを Authorize.net、PayFlowPro、Cybersource の各ゲートウェイに送信するときに、CVV 番号を送
信できるようになりました。以前は、この項目はカード支払を Payeezy ゲートウェイに送信する場合のみ使用
できました。
対象: この変更は、Salesforce Billing 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: Authorize.net、Payeezy、または PayflowPro ゲートウェイの CVV 項目を表示するには、選択した Salesforce Billing

支払ゲートウェイパッケージのバージョン 4.0 以降をインストールします。

195

Salesforce CPQ および Billing: 価格設定ガイダンス、強化
された請求書品目のクレジット適用、大規模な契約の信

頼できる修正および更新

Salesforce Summer '19 リリースノート

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


CVV 項目は、[新しい支払方法 (クレジットカード)] ページおよび force.com の支払ページにも表示されます。

Pardot: 営業ユーザ向けのデータ視覚化、新しい Einstein インサイト、
その他
エンゲージメント履歴機能にキャンペーンレコードのダッシュボードと、マーケティングアセットレコードの
プロスペクトアクティビティ関連リストが含まれるようになりました。Einstein 行動スコアリングの値を使用し
て、自動化プロセスを調整し、マーケティングフォームとランディングページに関する新しいキャンペーンイ
ンサイトを見つけます。さらに、一部の Pardot Lightning アプリケーションオブジェクトに [クイック検索条件]

オプションと [フルビュー] オプションが追加されました。

このセクションの内容:

キャンペーンインサイトを使用したプロスペクトエンゲージメントの監視 (正式リリース)

Pardot Einstein キャンペーンインサイトが正式リリースされ、さらに改良されました。プロスペクトの詳細と
リストメールエンゲージメントに加えて、その他のマーケティングアセットに関するインサイトも得られ
るようになりました。マーケティングフォームとランディングページに関するアクティビティについての
新しい説明によって、全体像を把握できます。
キャンペーンレコードでのマーケティングレポートデータの探索
営業ユーザとマーケティングユーザが、データ探索を利用できます。エンゲージメント履歴ダッシュボー
ドには、マーケティングアセットエンゲージメントのトレンドとパターンを示す有益なデータの視覚化が
表示されます。基礎となるデータセットや設定へのアクセスを必要としないユーザにダッシュボードを共
有すれば、それらのユーザはキャンペーンから直接、プロスペクトエンゲージメントを絞り込んでレポー
トを作成できます。
ワークフローとプロセスビルダーでの行動スコアリングの使用
さまざまな面でプロスペクトの購入意思が読み取れるときには、リードを割り当てたり、Chatter に投稿し
たりといった管理作業で時間を無駄にしている場合ではありません。プロセスビルダーとワークフローの
ルール条件の一部として Einstein 行動スコアリングを使用して日常業務を自動化します。これらのツールを
使用すれば、営業チームは最良のリードを迅速に得ることができます。
関連リストでのエンゲージメントアクティビティの表示
人々がマーケティングアセットを操作したことはわかっているのですが、そのデータはどこに行ったので
しょう? それは Salesforce のアセットレコードにあります! アセットレコードにあるプロスペクトのアクティ
ビティについての関連リストをクリックして、詳細を知ることができます。システム管理者は、取引先、
リード、取引先責任者、個人取引先のレコードにエンゲージメント履歴関連リストを追加することもでき
ます。
Pardot ビューでのクイック検索条件の使用
Pardot でもクイック検索条件を使用できるようになりました。Pardot Lightning アプリケーション全体で、Pardot

の関連リストに [クイック検索条件] メニューが表示されます。
Lightning Experience への適応
一部の Pardot Lightning アプリケーションページでは Salesforce Classic に似た新しいビューが使用できます。
マーケティングフォーム、マーケティングリンク、ランディングページアセットレコードの新しいフル
ビューをお試しください。

196

Pardot: 営業ユーザ向けのデータ視覚化、新しい Einstein
インサイト、その他

Salesforce Summer '19 リリースノート



B2B Marketing Analytics の従来のアプリケーションの廃止
従来の B2B Marketing Analytics アプリケーションは Spring ’20 リリース (2020 年 2 月) をもって廃止され、そのデー
タフローおよびデータセットの更新が停止されます。
Pardot のすべてのリリースノートの 1 か所での表示
Pardot のリリーススケジュールが 1 年に 6 回のリリースになりました。3 回は Salesforce のメジャーリリース、
3 回は中間リリースです。常に最新情報を提供するため、Pardot のリリースノート用のページを作成しまし
た。これは、Pardot の April ’19 のリリースで公開されます。メジャーリリースに関する変更はありませんの
で、引き続きこちらで最新のリリースノートを読むことができます。新しいPardot Release Notes (Pardot リリー
スノート) ページをご確認ください。

キャンペーンインサイトを使用したプロスペクトエンゲージメントの監視 (正
式リリース)
Pardot Einstein キャンペーンインサイトが正式リリースされ、さらに改良されました。プロスペクトの詳細とリ
ストメールエンゲージメントに加えて、その他のマーケティングアセットに関するインサイトも得られるよう
になりました。マーケティングフォームとランディングページに関するアクティビティについての新しい説明
によって、全体像を把握できます。
対象: この変更は、Salesforce Enterprise Edition および Unlimited Edition の Pardot Advanced の Lightning Experience に適用
されます。
理由:キャンペーンインサイトの最初の反復ではリストメールエンゲージメントに重点を置いていました。メー
ルマーケティングは効果的な場合もありますが、全体像を示してくれるわけではありません。カスタマージャー
ニーをより包括的に明らかにするために、新しいアセットタイプがキャンペーンインサイトに追加されまし
た。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Einstein キャンペーンインサイト (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不
能になる可能性があります)

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

キャンペーンレコードでのマーケティングレポートデータの探索
営業ユーザとマーケティングユーザが、データ探索を利用できます。エンゲージメント履歴ダッシュボードに
は、マーケティングアセットエンゲージメントのトレンドとパターンを示す有益なデータの視覚化が表示され
ます。基礎となるデータセットや設定へのアクセスを必要としないユーザにダッシュボードを共有すれば、そ
れらのユーザはキャンペーンから直接、プロスペクトエンゲージメントを絞り込んでレポートを作成できま
す。
対象: この変更は、Salesforce Professional Edition、Enterprise Edition および Unlimited Edition のすべての Pardot エディショ
ンの Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: エンゲージメント履歴機能を使用するには、Salesforce 組織に Pardot ライセンスが必要です。お使い
の Pardot エディションによって、ユーザライセンス数が決まります: Growth: 5、Plus: 10、Advanced: 20。また、
Salesforce-Pardot コネクターが検証済みであり、接続済みキャンペーンが有効になっていて、一部のキャンペー
ンがすでに接続されている必要があります。
方法: Salesforce のシステム管理者が [エンゲージメント履歴ダッシュボード] を有効にすると、Analytics Cloud イン
テグレーションユーザと Analytics Cloud セキュリティユーザが存在しなければ新たに作成されます。システム管
理者は、[エンゲージメント履歴ダッシュボード] を有効にしてから、ダッシュボードを表示できるユーザを選
択します。Lightning アプリケーションビルダーで、[エンゲージメント履歴ダッシュボード] コンポーネントを
キャンペーンレコードのタブにドラッグします。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: エンゲージメント履歴ダッシュボード (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)

ワークフローとプロセスビルダーでの行動スコアリングの使用
さまざまな面でプロスペクトの購入意思が読み取れるときには、リードを割り当てたり、Chatter に投稿したり
といった管理作業で時間を無駄にしている場合ではありません。プロセスビルダーとワークフローのルール条
件の一部として Einstein 行動スコアリングを使用して日常業務を自動化します。これらのツールを使用すれば、
営業チームは最良のリードを迅速に得ることができます。
対象: この変更は、Salesforce Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: プロセスビルダーまたはワークフロールールでルールを作成するときに、リードまたは取引先責任者オ
ブジェクトを追加し、[動作スコア ID] > [行動スコア] 項目を選択します。絞り込む値を入力し、作業内容を保
存します。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測
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関連リストでのエンゲージメントアクティビティの表示
人々がマーケティングアセットを操作したことはわかっているのですが、そのデータはどこに行ったのでしょ
う? それは Salesforce のアセットレコードにあります! アセットレコードにあるプロスペクトのアクティビティに
ついての関連リストをクリックして、詳細を知ることができます。システム管理者は、取引先、リード、取引
先責任者、個人取引先のレコードにエンゲージメント履歴関連リストを追加することもできます。
対象: この変更は、Salesforce Professional Edition、Enterprise Edition および Unlimited Edition のすべての Pardot エディショ
ンの Lightning Experience に適用されます。
方法: エンゲージメントアクティビティ関連リストは、マーケティングリンク、マーケティングフォーム、ラ
ンディングページのレコードにデフォルトで表示されます。[関連] タブをクリックすると表示されます。

その他のオブジェクトにこの関連リストを表示するには、システム管理者がオブジェクトマネージャで追加す
る必要があります。

Pardot ビューでのクイック検索条件の使用
Pardot でもクイック検索条件を使用できるようになりました。Pardot Lightning アプリケーション全体で、Pardot

の関連リストに [クイック検索条件] メニューが表示されます。
対象: この変更は、すべての Pardot エディションの Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

関連リストでのクイック検索条件を使用した絞り込み

Lightning Experience への適応
一部の Pardot Lightning アプリケーションページでは Salesforce Classic に似た新しいビューが使用できます。マー
ケティングフォーム、マーケティングリンク、ランディングページアセットレコードの新しいフルビューをお
試しください。
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対象: この変更は、すべての Pardot エディションの Pardot Lightning アプリケーションに適用されます。

関連トピック:

フルビューを使用したレコードの表示 (ベータ)

B2B Marketing Analytics の従来のアプリケーションの廃止
従来の B2B Marketing Analytics アプリケーションは Spring ’20 リリース (2020 年 2 月) をもって廃止され、そのデータ
フローおよびデータセットの更新が停止されます。
方法: 新しい B2B Marketing Analytics アプリケーションについての詳細は、「B2B Marketing Analytics Implementation

Guide (B2B Marketing Analytics 実装ガイド) (PDF)」を参照してください。

Pardot のすべてのリリースノートの 1 か所での表示
Pardot のリリーススケジュールが 1 年に 6 回のリリースになりました。3 回は Salesforce のメジャーリリース、3

回は中間リリースです。常に最新情報を提供するため、Pardot のリリースノート用のページを作成しました。
これは、Pardot の April ’19 のリリースで公開されます。メジャーリリースに関する変更はありませんので、引き
続きこちらで最新のリリースノートを読むことができます。新しい Pardot Release Notes (Pardot リリースノート)

ページをご確認ください。

サービス: より高度なボットルーティングとダイアログレビュー、
フィールドサービス派遣の改善、スキルベースのルーティングの
簡単な設定

ビジュアルマップで Einstein ボットのダイアログを簡単に確認し、新しいスマートルーティング機能を使用し
てボットの会話を適切なエキスパートにエスカレーションします。ポップアウト地図、長期ガントチャート、
新しいドラッグアンドドロップのスケジュール設定オプションを使用することで、Field Service Lightning ディス
パッチャコンソールでの作業を迅速に行うことができます。洗練された設定画面でスキルベースのルーティン
グをすばやく設定します。最後に、重要なサービスの更新について積極的に顧客に連絡する、条件式を使用し
てよりインテリジェントなマクロを作成する、重複するケースをマージするなど、エージェントの生産性を向
上させるその他のさまざまな機能を探索します。

このセクションの内容:

Einstein for Service より迅速な設定、ボットプロファイル、会話マップ、よりスマートなボットからエージェ
ントへの転送
Einstein ボットは、エージェントをサポートし、顧客のお手伝いをします。インテントモデルを使用せずに、
より少ない発言でボットの設定とテストをより迅速に行います。カスタムプロファイルを使用して、ボッ
トで何を実行でき、ボットで何にアクセスできるかをカスタマイズします。マップの視覚的表現を使用す
る会話型設計について理解します。チャットボタンとチャネル ID のデフォルトキューを上書きすること
で、ボットの会話を適切なエージェントに転送します。
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Field Service: ディープリンク、高度な最適化、サービスクルーウィザード、タイムシートテンプレート
ディープリンクを使用して、Field Service Lightning モバイルアプリケーション画面へのナビゲーションを合理
化します。高度な最適化を使用して、スケジュールの最適化を次のレベルに進めます。この高度な最適化
には、直前のスケジューリングの問題に対処してチームの突然の事態を最小限に抑える機能が含まれます。
新しいウィザードを使用して、サービスクルーをすばやく作成します。ガントチャートが改善されました。
新しいビューとスケジュールオプション、ポップアウト地図、最適化リクエストのリアルタイムの進行状
況インジケータが含まれます。また、タイムシートを自動的に生成するテンプレートを作成します。
チャネル: Snap-In、Live Agent と LiveMessage、Apple Business Chat サポート、Facebook のおすすめの名前の変更
製品の名前をわかりやすくするため、Snap-in は組み込みサービス、Live Agent はチャット、LiveMessage はメッ
セージングに変更されました。ソーシャルカスタマーサービスでは、Facebook の新しいおすすめ情報の形
式がサポートされます。
ナレッジ: インライン編集、拡張されたレポート、Lightning Experience に移行する理由の増加
ナレッジ記事でインライン編集が有効になり、より迅速に記事を作成できるようになりました。オブジェ
クトリレーションが拡張され、レポート作成機能が向上しました。さらに、Lightning Experience のアクショ
ンや機能強化が追加されたため、実行できる操作が増え、自由にカスタマイズできるようになりました。
転送: 属性ベースのルーティング (ベータ)、その他のスキル、Omni-Channel Supervisor の機能強化
属性ベースのルーティングでスキルベースのルーティングを設定する簡単な方法が導入されました。さら
に、スキルベースのルーティングが改善され、指定したタイムアウト後に一部のスキルを削除できるよう
になりました。Omni-Channel Supervisor に、エージェントキューとスキルを変更するボタンが追加されまし
た。新しいブラウザページを開く前にエージェントに警告を表示するオプションが追加されました。また、
フローの呼び出し可能なアクションによってルーティングを使用できるようになりました。
ケース管理: 条件付きマクロ、ガイド付きアクションリストの改善、ケースのマージ
Salesforce は、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。複数のケースを 1 つのマスター
レコードにマージします。アクション & おすすめコンポーネント (旧名称はガイド付きアクションリスト)

の [Next Best Action Recommendations] などで、エージェントに次のステップを示します。また、Lightning Experience

で条件式を含む強力なマクロを作成します。

Einstein for Service より迅速な設定、ボットプロファイル、会話マッ
プ、よりスマートなボットからエージェントへの転送
Einstein ボットは、エージェントをサポートし、顧客のお手伝いをします。インテントモデルを使用せずに、よ
り少ない発言でボットの設定とテストをより迅速に行います。カスタムプロファイルを使用して、ボットで何
を実行でき、ボットで何にアクセスできるかをカスタマイズします。マップの視覚的表現を使用する会話型設
計について理解します。チャットボタンとチャネル ID のデフォルトキューを上書きすることで、ボットの会
話を適切なエージェントに転送します。

このセクションの内容:

会話中のボットセッションのインテリジェントな転送
メッセージングのチャットボタンとチャネル ID のデフォルトキューを上書きすることによって、各ボット
セッションを適切なエージェントやキューに転送します。専用のキューで会話をエージェントに転送する
ルールアクションを作成します。

202

Einstein for Service より迅速な設定、ボットプロファイ
ル、会話マップ、よりスマートなボットからエージェン

トへの転送

Salesforce Summer '19 リリースノート



ダイアログマップを使用した会話設計の理解
使いやすいビジュアル表現によって、各会話のターン、参照、ルール条件を把握します。[ダイアログの詳
細] でダイアログを作成し、[マップ] に切り替えて会話の設定とフレームワークを表示します。ダイアログ
マップは参照のみで、ここからダイアログを作成または更新することはできません。
ボット設定の迅速化と準備の削減
20 個の発言を追加したり、Einstein を有効にしてインテントモデルを作成したりすることなく、ボットを迅
速に実装します。ダイアログインテントで、いくつかのキーワードを入力し、顧客が使用した発言に完全
一致で照合することを選択できます。この完全一致オプションを使用することで、シンプルなボットのテ
ストとリリースの時間を短縮できます。完全一致では大文字と小文字の違いは無視されますが、スペース
や句読点は無視されません。
プロファイルを使用したボットアクションのカスタマイズ
ボットにカスタムプロファイルを割り当てることによって、ボットの機能を拡張し、Field Service Lightning な
どの機能にアクセスできるようにします。各ボットにはボットユーザがあり、これによってライセンス、
権限、オブジェクトに基づいてボットが実行できる内容を指定します。デフォルトでは、各ボットには [基
本チャットボット] ユーザプロファイルがありますが、カスタムプロファイルを作成してボットの動作を拡
張することをお勧めします。
適切なステップと Einstein Next Best Action からの上位の結果をエージェントに提供
Einstein Next Best Action のおすすめを他のガイダンスと組み合わせて 1 か所 (アクション & おすすめコンポーネ
ント) ですべてを表示します。アクションおよび提案をおすすめとして作成します。ビジネスルール、Einstein

予測モデル、その他のデータソースを使用するアクション戦略で、それらを調整およびパーソナライズし
ます。最適なオプションとその他のアクションを表示し、作業者が適切なステップをすぐに見つけること
ができるようにします。
Einstein ケース分類の最適化ボタンが削除された
ケース分類の設定を簡略化するために、一部のオプションを合理化し、[最適化] ボタンを削除しました。

会話中のボットセッションのインテリジェントな転送
メッセージングのチャットボタンとチャネル ID のデフォルトキューを上書きすることによって、各ボットセッ
ションを適切なエージェントやキューに転送します。専用のキューで会話をエージェントに転送するルールア
クションを作成します。
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 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 とチャット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チャットユーザごとに、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: ダイアログでルールを作成し、[ルールアクション] で [ルーティング種別を設定] を選択します。
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[ルート種別] で、キューまたはボットを選択し、[ルートソース] で、キュー、または上書きするデフォルト
キューを持つボットを選択します。

デフォルトのキューを上書きするキューを保存する変数を選択します。(この変数が作成されていない場合は、
作成する必要があります。)[次のステップ] を [エージェントに転送] に設定します。
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すでに設定した [対象変数] に対して [エージェントに転送] を実行するアクションを使用したルールを作成する
ことで、すぐにセッションを転送できます。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: ダイアログルール要素の設定 (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: 変数とは? (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 Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

ダイアログマップを使用した会話設計の理解
使いやすいビジュアル表現によって、各会話のターン、参照、ルール条件を把握します。[ダイアログの詳細]

でダイアログを作成し、[マップ] に切り替えて会話の設定とフレームワークを表示します。ダイアログマップ
は参照のみで、ここからダイアログを作成または更新することはできません。
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。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 とチャット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チャットユーザごとに、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: ダイアログマップで各会話を一目で確認できます。

206

Einstein for Service より迅速な設定、ボットプロファイ
ル、会話マップ、よりスマートなボットからエージェン

トへの転送

Salesforce Summer '19 リリースノート

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


関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Einstein ボットのダイアログについて (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)

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

ボット設定の迅速化と準備の削減
20 個の発言を追加したり、Einstein を有効にしてインテントモデルを作成したりすることなく、ボットを迅速
に実装します。ダイアログインテントで、いくつかのキーワードを入力し、顧客が使用した発言に完全一致で
照合することを選択できます。この完全一致オプションを使用することで、シンプルなボットのテストとリ
リースの時間を短縮できます。完全一致では大文字と小文字の違いは無視されますが、スペースや句読点は無
視されません。
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。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 とチャット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チャットユーザごとに、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: ビジネス目標または期間によっては、Einstein を使用して顧客を理解するためにボットをトレーニングす
る必要がない場合があります。各ダイアログインテントには最初に 20 個以上の発言を追加する必要がありま
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す。150 個の発言を追加すると、Einstein を有効にして自然言語処理を使用できます。Einstein が無効の場合は、
ボットは顧客の入力とダイアログインテントの発言を完全一致によって照合します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 顧客を理解するためのボットのトレーニング (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)

Salesforce ヘルプ: Einstein ボットのダイアログについて (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)

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

プロファイルを使用したボットアクションのカスタマイズ
ボットにカスタムプロファイルを割り当てることによって、ボットの機能を拡張し、Field Service Lightning など
の機能にアクセスできるようにします。各ボットにはボットユーザがあり、これによってライセンス、権限、
オブジェクトに基づいてボットが実行できる内容を指定します。デフォルトでは、各ボットには [基本チャッ
トボット] ユーザプロファイルがありますが、カスタムプロファイルを作成してボットの動作を拡張すること
をお勧めします。
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。Einstein ボットの設定は Lightning Experience でのみ使用できます。
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対象ユーザ: Einstein ボットは Service Cloud とチャット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チャットユーザごとに、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: ボットにプロファイルを割り当てます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ:プロファイル (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性が
あります)

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

適切なステップと Einstein Next Best Action からの上位の結果をエージェントに
提供
Einstein Next Best Action のおすすめを他のガイダンスと組み合わせて 1 か所 (アクション & おすすめコンポーネン
ト) ですべてを表示します。アクションおよび提案をおすすめとして作成します。ビジネスルール、Einstein 予
測モデル、その他のデータソースを使用するアクション戦略で、それらを調整およびパーソナライズします。
最適なオプションとその他のアクションを表示し、作業者が適切なステップをすぐに見つけることができるよ
うにします。
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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:

サービスの Lightning フロー: 適切なすべてのガイダンスを 1 か所ですべて提供
Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

Einstein ケース分類の最適化ボタンが削除された
ケース分類の設定を簡略化するために、一部のオプションを合理化し、[最適化] ボタンを削除しました。
対象:この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。Einstein エージェントは、Enterprise Edition

および Unlimited Edition の有料オプションで Lightning Experience で使用できます。Einstein ケース分類の設定は
Lightning Experience でのみ使用できます。

メモ:  Einstein ケース分類は、Salesforce Government Cloud では使用できません。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

Field Service: ディープリンク、高度な最適化、サービスクルーウィ
ザード、タイムシートテンプレート
ディープリンクを使用して、Field Service Lightning モバイルアプリケーション画面へのナビゲーションを合理化
します。高度な最適化を使用して、スケジュールの最適化を次のレベルに進めます。この高度な最適化には、
直前のスケジューリングの問題に対処してチームの突然の事態を最小限に抑える機能が含まれます。新しい
ウィザードを使用して、サービスクルーをすばやく作成します。ガントチャートが改善されました。新しい
ビューとスケジュールオプション、ポップアウト地図、最適化リクエストのリアルタイムの進行状況インジ
ケータが含まれます。また、タイムシートを自動的に生成するテンプレートを作成します。

このセクションの内容:

Field Service Lightning モバイルアプリケーション: ディープリンク、派遣時の予定通知、画像アップロードの
改善
ディープリンクを使用して、モバイルユーザを 1 回のタップで特定のページまたはレコードに移動します。
新しい予定をサービスリソースに通知するタイミングを選択します。アプリケーションに複数の画像をアッ
プロードして整理します。Android デバイスで [ファイル] 関連リストから画像や他のファイルを参照します。
さらに、Touch ID と Face ID を使用してアプリケーションをすばやくロック解除します。
高度な最適化によるスマートなスケジュール設定 (ベータ)

直前のスケジューリングの問題に対処し、より多くの情報に基づいてスケジュールを決定し、チームの突
然の事態を最小限に抑えることができる新しい最適化機能を用意しました。
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クルー管理を使用したサービスクルーの作成および管理 (正式リリース)

これまでベータバージョンで提供されていたクルー管理ツールを使用して、サービスクルーの作成と管理
をすばやく行います。新しいサービスクルーウィザードを使用してクルーを作成し、よりスマートになっ
た検索結果を使用してジョブに適したクルーメンバーを見つけます。検索では、リソースのスキルに加え
て業務時間と対応可能状況が考慮されるようになりました。
ガントチャートでの表示期間の拡大
ガントチャートの新しい長期的視点で、最長 6 か月間のチームのスケジュールを参照します。表示する月
数を選択します。週末を強調表示してスケジュールの確認を容易にします。複数日の予定検索条件を適用
します。特定の期間の予定と不在のみを表示することで整理します。中期的計画用の 2 週間ビューも導入
されました。
ディスパッチャコンソールの地図での作業の迅速化
地図をポップアウトし、ディスパッチャコンソールの任意の場所に地図をドラッグして、画面スペースを
最大限活用します。サービス予定を地図からガントチャート内のサービスリソースのスケジュールにドラッ
グして、サービス予定をスケジュールします。地図上にカスタムのガントチャートアイコンとカラーパレッ
トを表示し、地図マーカーをクラスタ化して簡単にスキャンできるようにします。
各作業種別のスケジュール制限の設定
各作業種別でチームが費やす時間を制御するには、作業種別に応じて、スケジュールする業務量の制限を
設定します。たとえば、修理作業をチームの 1 週間のスケジュール済み時間の半分以下に抑えるようにし
ます。また、作成した制限ごとに日付範囲やサービステリトリーを指定することもできます。
ディスパッチャコンソールからの最適化リクエストの監視
ディスパッチャコンソールから離れることなく、進行中の最適化リクエストをリアルタイムで監視します。
最適化リクエストパネルに各リクエストの状況に加えてパーセントベースの進行状況バーが表示されるよ
うになり、リクエストをキャンセルするためのオプションが含まれるようになりました。リクエストの詳
細は、[最適化リクエスト] カスタムオブジェクトタブで引き続き参照できます。
予定を予約するときのスケジュールポリシーの選択
[予定を予約] および [候補者] Chatter アクションからスケジュールポリシーを直接選択することで、スケジュー
ル設定の柔軟性が高まります。
サービスリソースのタイムシートの自動作成 (ベータ)

テンプレートを使用してタイムシートの作成プロセスを自動化します。対象とする頻度、開始日、時間範
囲を設定します。テンプレートをユーザプロファイルに割り当てたら、そのサービスリソースのタイムシー
トが自動的に作成されます。ユーザは Salesforce アプリケーション、デスクトップ、またはフローで自分の
タイムシートを参照および編集できます。
サービスレポートの関連リストの並び替え
サービスレポートの関連リストのレコードを任意の数値または日付項目で並び替えます。たとえば、[作業
指示品目] 関連リストのレコードを完了日の古いものから新しいものへの順番で並び替えます。
シフトの使用開始
シフトを使用するサービスリソースを管理する必要がある顧客のために、新しい Shift 標準オブジェクトに
よりシフト管理の基礎を築きました。
生産性の高いユーザを祝福
ユーザが作業指示、作業指示品目、またはサービス予定上の指定されたパスフェーズに達したときに、仮
想の紙吹雪でユーザの進行状況を祝福します。
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新しいコミュニティユーザへの Field Service Lightning オブジェクトアクセス権の付与
ご要望に応えて、コミュニティユーザがデフォルトで特定の Field Service Lightning オブジェクトについて作
成、参照、編集、削除できないようにしました。システム管理者は、新規コミュニティユーザにこうした
オブジェクトへのアクセス権を手動で付与する必要があります。
サービスリソース作成時の納入商品リソース種別の無視
サービスリソースを作成すると、Field Service Lightning ユーザは [リソース種別] 項目のオプションとして [ア
セット] を表示できます。ただし、[リソース種別] が [アセット] のレコードを保存できるのは、組織が Lightning

Scheduler にアクセスできる場合のみです。

Field Service Lightning モバイルアプリケーション: ディープリンク、派遣時の予
定通知、画像アップロードの改善
ディープリンクを使用して、モバイルユーザを 1 回のタップで特定のページまたはレコードに移動します。新
しい予定をサービスリソースに通知するタイミングを選択します。アプリケーションに複数の画像をアップ
ロードして整理します。Android デバイスで [ファイル] 関連リストから画像や他のファイルを参照します。さら
に、Touch ID と Face ID を使用してアプリケーションをすばやくロック解除します。

このセクションの内容:

ディープリンクを使用したモバイルナビゲーションの合理化
派遣作業員はモバイルデバイスを使用して複雑な作業を実行します。作業によっては、派遣従業員は複数
のアプリケーション間を移動する必要があります。ディープリンクを使用すると、アプリケーションの特
定の画面に移動できます。ユーザに表示する画面またはタブへのリンクを作成し、そのリンクをアプリケー
ション、メール、または Web サイトに追加します。ユーザがモバイルデバイスでリンクをタップすると、
リンク先が Field Service Lightning モバイルアプリケーション内で開始されます。
サービス予定の通知を送信するタイミングの選択
特に、多くの予定を事前にスケジュールしている場合は、サービスリソースに新しい予定についてすぐに
知らせる必要がないことがあります。代わりに、最も有効なタイミングでユーザに通知します。つまり、
サービス予定が割り当てられた時点、または予定で派遣される時点です。
複数の画像をアップロードして全体像を把握
画像のアップロードフローを使用して、一度に複数の画像の取得と選択を行います。画像をスワイプして
画像間を移動するか、ギャラリービューですべての画像を同時に表示します。各画像の詳細ビューで、説
明を追加したり、画像を削除したりできます。
Android でのファイルの表示
[ファイル] 関連リストを Android デバイスで使用できるようになりました。以前は、[ファイル] 関連リスト
をページレイアウトに追加した場合、[ファイル] 関連リストは iOS デバイスにのみ表示されていました。レ
コードに添付された画像や他のファイルを表示するには、レコードに移動し、[関連] をタップして、[ファ
イル] までスクロールします。
Field Service Lightning モバイルアプリケーションのその他の変更
アプリケーションの次の改善点を確認してください。
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ディープリンクを使用したモバイルナビゲーションの合理化
派遣作業員はモバイルデバイスを使用して複雑な作業を実行します。作業によっては、派遣従業員は複数のア
プリケーション間を移動する必要があります。ディープリンクを使用すると、アプリケーションの特定の画面
に移動できます。ユーザに表示する画面またはタブへのリンクを作成し、そのリンクをアプリケーション、
メール、または Web サイトに追加します。ユーザがモバイルデバイスでリンクをタップすると、リンク先が
Field Service Lightning モバイルアプリケーション内で開始されます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Field Service

Lightning for Android/iOS に適用されます。
理由: たとえば、派遣作業員は請求用の別のアプリケーションを使用している可能性があります。作業員を Field

Service アプリケーションのサービスクローズフローに戻すリンクを請求フォームの最後に配置します。

関連トピック:

Field Service Lightning 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)

サービス予定の通知を送信するタイミングの選択
特に、多くの予定を事前にスケジュールしている場合は、サービスリソースに新しい予定についてすぐに知ら
せる必要がないことがあります。代わりに、最も有効なタイミングでユーザに通知します。つまり、サービス
予定が割り当てられた時点、または予定で派遣される時点です。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Field Service

Lightning for Android/iOS に適用されます。
方法: [Field Service Mobile 設定] 設定の [カスタマイズ] で、[割り当て時に予定通知を送信] または [派遣時に予定通
知を送信] を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Field Service Lightning モバイルアプリケーションのプッシュ通知 (リリースプレビューの時点
で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

複数の画像をアップロードして全体像を把握
画像のアップロードフローを使用して、一度に複数の画像の取得と選択を行います。画像をスワイプして画像
間を移動するか、ギャラリービューですべての画像を同時に表示します。各画像の詳細ビューで、説明を追加
したり、画像を削除したりできます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Field Service

Lightning for Android/iOS に適用されます。
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理由: ギャラリービューで全体像を把握するか、詳細ビューでドリルダウンします。

Android でのファイルの表示
[ファイル] 関連リストを Android デバイスで使用できるようになりました。以前は、[ファイル] 関連リストを
ページレイアウトに追加した場合、[ファイル] 関連リストは iOS デバイスにのみ表示されていました。レコー
ドに添付された画像や他のファイルを表示するには、レコードに移動し、[関連] をタップして、[ファイル] ま
でスクロールします。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Field Service

Lightning for Android に適用されます。
方法: iOS で [ファイル] 関連リストをすでに使用している場合、準備は整っています。[ファイル] 関連リストを
オブジェクトのレイアウトに追加するには、オブジェクトマネージャでオブジェクトを見つけます。オブジェ
クトのページレイアウトを編集し、[ファイル] 関連リストをレイアウトの [関連リスト] セクションにドラッグ
します。
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Field Service Lightning モバイルアプリケーションのその他の変更
アプリケーションの次の改善点を確認してください。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Field Service

Lightning for Android/iOS に適用されます。
Touch ID または Face ID を使用したアプリケーションのロック解除

最新の Mobile SDK への更新により、ユーザは Touch ID または Face ID を使用して Field Service Lightning モバイル
アプリケーションをロック解除できます。

[設定] で [Salesforce モバイルアクションの使用] 設定を非表示
ユーザはこの設定を使用する必要がないため、この設定は [Field Service Mobile 設定] ページから削除されまし
た。

関連トピック:

Mobile SDK 開発ガイド (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)

高度な最適化によるスマートなスケジュール設定 (ベータ)
直前のスケジューリングの問題に対処し、より多くの情報に基づいてスケジュールを決定し、チームの突然の
事態を最小限に抑えることができる新しい最適化機能を用意しました。
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。

メモ: 高度な最適化はベータ機能としてのプレビュー版であり、Salesforce とのマスターサブスクリプショ
ン契約における「サービス」には含まれません。この機能はお客様各自の裁量で使用し、購入するとき
は、現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて判断してください。Salesforce はこの機能の
特定期間内の正式リリースまたはリリースの有無を保証せず、いつでも中止できます。この機能は評価
のみを目的とし、本番環境での使用はできません。この機能は現状のまま提供され、サポートの対象外
です。この機能に起因あるいは関連して生じた危害または損害に対して Salesforce は一切の責任を負わな
いものとします。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関するお客様の義務、関連する Salesforce 以外
のアプリケーションおよびコンテンツの使用規約はすべて、お客様によるこの機能の使用にも同様に適
用されます。高度な最適化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: 高度な最適化には次の機能が含まれています。
• スケジュールの一般的な問題に対する最適化レシピ: 予定のキャンセルや、時間の変更、重複の後のスケ

ジュールへの影響に対処する最適化「レシピ」を使用して、スケジュールの一般的な問題に対処します。
カテゴリごとに複数のレシピを作成し、すべてのシナリオに対応します。開始するには、提供されている
4 つのレシピを確認してください。

• よりスマートな移動時間の推定:時間帯ルートデータを移動時間の推定に組み込むことで、Field Service Lightning

の番地レベルのルーティングサービスに基づいて移動を予測できます。
• 迅速な全日最適化: 直前の予定の要求、従業員の病気、道路をふさぐ鶏の群れなど、フィールドサービス

チームのスケジュールを狂わせる可能性がある要因はさまざまです。サービス当日のサービスリソースの
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スケジュールを最適化するスケジュールポリシーを作成します。これにより、チームをすばやく軌道修正
することができます。

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、[Field Service 設定]タブをク
リックします。高度な最適化を有効化するには、[最適化] > [有効化]を選択し、[高度な最適化] 切り替えボタン
をクリックします。

メモ: 高度な最適化はベータ版のため、これを有効化すると、リソース優先度やスキルレベルのサービス
内容など、いくつかの既存のスケジュール機能を利用できなくなります。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 拡張最適化の有効化 (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)

Salesforce ヘルプ: 共通の行動のスケジュールレシピの作成 (ベータ) (リリースプレビューの時点で内容が刷新
されたり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ:移動時間の計算の設定 (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: 今日のスケジュールの最適化 (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)

クルー管理を使用したサービスクルーの作成および管理 (正式リリース)
これまでベータバージョンで提供されていたクルー管理ツールを使用して、サービスクルーの作成と管理をす
ばやく行います。新しいサービスクルーウィザードを使用してクルーを作成し、よりスマートになった検索結
果を使用してジョブに適したクルーメンバーを見つけます。検索では、リソースのスキルに加えて業務時間と
対応可能状況が考慮されるようになりました。
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: ユーザがクルー管理にアクセスするには、「FSL 管理権限」または「FSL 派遣担当者権限」権限セッ
トが必要です。クルー管理の Visualforce ページと Apex クラスへのアクセス権も必要です。詳細は、「クルー管
理の設定」 (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)を参照して
ください。
理由: 以前は、クルー管理ツールでは、既存の有効なクルーのメンバーシップの管理のみを行うことができま
した。サービスクルーの作成、有効化、更新が 1 か所でできるようになりました。
クルー管理ツール内の予定で[候補者を設定]をクリックすると、有資格のサービスリソースが表示されます。
候補者のリストには、クルーに必要とされるスキルを持つ対応可能な人員と、そのスキルを持たない対応可能
な人員 (追加のサポート要員が必要な場合) が表示されます。
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ユーザがクルー管理にアクセスできるようにするには、Lightning ページにクルー管理カスタム Lightning コン
ポーネントを埋め込むか、クルー管理 Visualforce タブを作成します。クルーをすばやく作成するには、クルー
管理ツールの左上にある [新規サービスクルー] をクリックします。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: サービスクルーメンバーシップの管理 (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)

ガントチャートでの表示期間の拡大
ガントチャートの新しい長期的視点で、最長 6 か月間のチームのスケジュールを参照します。表示する月数を
選択します。週末を強調表示してスケジュールの確認を容易にします。複数日の予定検索条件を適用します。
特定の期間の予定と不在のみを表示することで整理します。中期的計画用の 2 週間ビューも導入されました。
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: ユーザがガントチャートの分割法メニューに [長期] オプションを表示するには、「長期ビュー」
カスタム権限が必要です。このビューは、カスタマイズオプションが少ない 5 週間の [複数日] ビューを置き換
えるものです。週末の強調表示や [2 週間] ビューの表示に権限は必要ありません。
理由: 長期ビューを使用すると、表示する予定を詳細に制御できます。
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ガントチャートの分割法メニューで [長期]または [2 週間]を選択できるようになりました (1)。ガントチャート
検索条件の [時間] タブから、長期ビューをカスタマイズします (2)。
[時間] タブで[週末を強調表示]を選択すると、ビューに関係なく週末がオレンジ色で強調表示されます (3)。[週
末を表示] も選択されていることを確認します。

ディスパッチャコンソールの地図での作業の迅速化
地図をポップアウトし、ディスパッチャコンソールの任意の場所に地図をドラッグして、画面スペースを最大
限活用します。サービス予定を地図からガントチャート内のサービスリソースのスケジュールにドラッグし
て、サービス予定をスケジュールします。地図上にカスタムのガントチャートアイコンとカラーパレットを表
示し、地図マーカーをクラスタ化して簡単にスキャンできるようにします。
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。
方法: 地図をポップアウトするには、ディスパッチャコンソールの [地図] タブの上にマウスポインタを置いて

をクリックします。地図を目的の場所に移動し、スライダを使用して透明度を調整します。
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ポップアウト地図上で予定アイコン (1) をクリックします。予定をスケジュールするには、[スケジュール] (2)

をクリックするか、詳細ウィンドウで網掛け表示されているアイコン (3) をガントチャートの目的の場所にド
ラッグします。予定をスケジュールした後、予定の再スケジュールやキャンセルを地図から行うこともできま
す。

ガントチャート検索条件の [パレット] タブで選択したガントチャートパレットが地図上の各サービス予定アイ
コンの上の水平バーに表示されます。予定にカスタムガントチャートアイコン ([ガントチャートアイコン] 項
目を使用して追加) が含まれる場合、そのアイコンで標準のバンアイコンが置き換えられます。

220

Field Service: ディープリンク、高度な最適化、サービス
クルーウィザード、タイムシートテンプレート

Salesforce Summer '19 リリースノート



煩雑な地図を整理し、マーカーが見落とされないようにするには、[Map Layers (地図レイヤ)] をクリックして
[Cluster nearby markers (近隣のマーカーをクラスタ化)]を選択します。地図上の項目は、各クラスタ内の項目数
を示す青いマーカーに整理されます。クラスタ化の前後の地図を次に示します。番号付きマーカーをクリック
するとズームインします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ:ディスパッチャコンソールの地図での操作 (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)

各作業種別のスケジュール制限の設定
各作業種別でチームが費やす時間を制御するには、作業種別に応じて、スケジュールする業務量の制限を設定
します。たとえば、修理作業をチームの 1 週間のスケジュール済み時間の半分以下に抑えるようにします。ま
た、作成した制限ごとに日付範囲やサービステリトリーを指定することもできます。
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。
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方法: [作業種別グループ] タブから、制限する作業の種別を表す作業種別グループを作成し、[作業種別グルー
プのメンバー] 関連リストで、関連する作業種別を追加します。次に、関連する業務量制限を作成し、該当の
作業種別の予定に割り当てる、日、週、または月あたりの時間数を指定します。1 つの作業種別グループに複
数の制限を作成し、異なるサービステリトリー、日付範囲、スケジュール設定を対象とすることができます。

重要:  Summer '19 リリースでは、業務量制限はルールではなく提案としてのみ機能します。派遣担当者は、
スケジュールをどのように構成するかに関するガイダンスとしてこの制限を参照できます。ただし、ユー
ザが作成した制限が Field Service Lightning のスケジュール設定および最適化の機能によって適用されること
はありません。また、スケジュール済みの作業を反映するように業務量の使用量レコードが更新される
こともなく、ユーザは各制限の対象となる予定を確認することはできません。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 作業種別のスケジュール制限の作成 (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)

ディスパッチャコンソールからの最適化リクエストの監視
ディスパッチャコンソールから離れることなく、進行中の最適化リクエストをリアルタイムで監視します。最
適化リクエストパネルに各リクエストの状況に加えてパーセントベースの進行状況バーが表示されるようにな
り、リクエストをキャンセルするためのオプションが含まれるようになりました。リクエストの詳細は、[最
適化リクエスト] カスタムオブジェクトタブで引き続き参照できます。
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。
時期: ユーザが最適化リクエストをキャンセルするには、「最適化リクエストの中止」カスタム権限が必要で
す。
対象ユーザ: グローバル最適化リクエストの進行状況を表示するには、ガントチャートの上部にある電球アイ
コンをクリックします。パネルには最近の最適化リクエストの状況も表示されます。リクエストをキャンセル
するには、[中止] をクリックします。
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ガントチャートの時間軸の下に全日最適化の進行状況が表示されます。

パーセントベースの進行状況バーは、リソーススケジュールの最適化リクエストでは使用できません。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 最適化リクエストの監視 (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)

予定を予約するときのスケジュールポリシーの選択
[予定を予約] および [候補者] Chatter アクションからスケジュールポリシーを直接選択することで、スケジュー
ル設定の柔軟性が高まります。
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: ユーザが新しい [スケジュールポリシーを変更] 項目を表示するには、次のカスタム権限が必要で
す。
• [予定の予約] のポリシーピッカー
• [候補者を設定] のポリシーピッカー
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理由: [予定を予約] および [候補者] Chatter アクションでは、[Field Service 設定] > [グローバルアクション] > [予定
を予約] で定義されたデフォルトのスケジュールポリシーが使用されます。ただし、場合によって、制限の緩
いスケジュールポリシーの適用が必要になることがあります。この場合、新しい [スケジュールポリシーを変
更] 項目を使用して別のポリシーを試行します。この項目を使用すると、新しいスケジュールポリシーのテス
トも容易になります。

メモ:  [スケジュールポリシーを変更] 項目には、ユーザがアクセスできるすべてのスケジュールポリシー
が表示されます。スケジュールポリシーへのアクセスは共有ルールに基づきます。

方法: [予定を予約] または [候補者] Chatter アクションからスケジュールポリシーを選択するには、アクションで
[予定を取得] または [候補者を設定] をクリックします。結果が読み込まれたら、[スケジュールポリシーを変
更] 項目で別のポリシーを選択し、検索を再実行します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: レコードフィードからの予定のスケジュール (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

サービスリソースのタイムシートの自動作成 (ベータ)
テンプレートを使用してタイムシートの作成プロセスを自動化します。対象とする頻度、開始日、時間範囲を
設定します。テンプレートをユーザプロファイルに割り当てたら、そのサービスリソースのタイムシートが自
動的に作成されます。ユーザは Salesforce アプリケーション、デスクトップ、またはフローで自分のタイムシー
トを参照および編集できます。
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: タイムシートテンプレー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。この機能はお客様各自の裁量で使用し、
購入するときは、現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて判断してください。Salesforce

はこの機能の特定期間内の正式リリースまたはリリースの有無を保証せず、いつでも中止できます。こ
の機能は評価のみを目的とし、本番環境での使用はできません。この機能は現状のまま提供され、サポー
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トの対象外です。この機能に起因あるいは関連して生じた危害または損害に対して Salesforce は一切の責
任を負わないものとします。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関するお客様の義務、関連する
Salesforce 以外のアプリケーションおよびコンテンツの使用規約はすべて、お客様によるこの機能の使用に
も同様に適用されます。タイムシートテンプレートに関するフィードバックや提案は、Trailblazer Community

の「Field Service Lightning」グループに投稿してください。組織でこの機能を有効化することについては、
Salesforce にお問い合わせください。

対象ユーザ: タイムシートテンプレートはベータ機能です。タイムシートテンプレートの使用を開始するには、
Salesforce にお問い合わせください。
方法: タイムシートテンプレートを作成するには、[設定] で [タイムシート設定] に移動します。[新規]をクリッ
クしてテンプレートを定義し、有効化します。

テンプレートを 1 つ以上のユーザプロファイルに割り当てます。
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テンプレートをユーザプロファイルに割り当てると、選択した頻度に基づいて、選択したユーザプロファイル
のタイムシートが自動的に作成されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ:タイムシート設定のカスタマイズ (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)

サービスレポートの関連リストの並び替え
サービスレポートの関連リストのレコードを任意の数値または日付項目で並び替えます。たとえば、[作業指
示品目] 関連リストのレコードを完了日の古いものから新しいものへの順番で並び替えます。
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: サービスレポートテンプレートを開き、並び替える関連リストのレンチアイコンをクリックします。[並
び替え] タブで、並び替えの基準となる数値または日付項目を選択し、昇順または降順を選択します。

シフトの使用開始
シフトを使用するサービスリソースを管理する必要がある顧客のために、新しい Shift 標準オブジェクトにより
シフト管理の基礎を築きました。
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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。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: フィールドサービスのシフト項目 (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)

生産性の高いユーザを祝福
ユーザが作業指示、作業指示品目、またはサービス予定上の指定されたパスフェーズに達したときに、仮想の
紙吹雪でユーザの進行状況を祝福します。
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。

関連トピック:

パス: 販売マイルストンの祝福

新しいコミュニティユーザ への Field Service Lightning オブジェクトアクセス権
の付与
ご要望に応えて、コミュニティユーザがデフォルトで特定の Field Service Lightning オブジェクトについて作成、
参照、編集、削除できないようにしました。システム管理者は、新規コミュニティユーザにこうしたオブジェ
クトへのアクセス権を手動で付与する必要があります。
対象:これらの変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。
対象ユーザ:これらの変更は、Summer '19 後にプロビジョニングされたライセンスで作成されたコミュニティに
適用されます。それよりも前に作成されたライセンスでプロビジョニングされたコミュニティには影響ありま
せん。
理由: セキュリティを強化するために、システム管理者は次のオブジェクトの権限を付与する必要があります。
• 納入商品
• Entitlements

• エンティティマイルストン
• リンク済み記事
• 場所
• メンテナンス計画
• 業務時間
• 商品項目
• 商品リクエスト
• 商品移送
• 返品注文
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• サービス予定
• サービス契約
• サービスクルー
• サービステリトリー
• 出荷
• 作業業務量制限
• 作業種別

サービスリソース作成時の納入商品リソース種別の無視
サービスリソースを作成すると、Field Service Lightning ユーザは [リソース種別] 項目のオプションとして [アセッ
ト] を表示できます。ただし、[リソース種別] が [アセット] のレコードを保存できるのは、組織が Lightning

Scheduler にアクセスできる場合のみです。
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。

関連トピック:

アセットのスケジュールを使用した部屋と機器の予約の管理

チャネル: Snap-In、Live Agent と LiveMessage、Apple Business Chat サ
ポート、Facebook のおすすめの名前の変更
製品の名前をわかりやすくするため、Snap-in は組み込みサービス、Live Agent はチャット、LiveMessage はメッ
セージングに変更されました。ソーシャルカスタマーサービスでは、Facebook の新しいおすすめ情報の形式が
サポートされます。

このセクションの内容:

Messaging: LiveMessage の名称変更、アウトバウンドメッセージ、機密データのスクリーニング、および Apple

Business Chat のサポート
製品をより正確に表すため、LiveMessage は Messaging に名称が変更されました。アウトバウンドメッセージ
を送信することで顧客をフォローアップします。顧客の機密データをエージェントには公開せず、Apple

Business Chat でエンゲージします。
チャット: Live Agent の新しい名前、対話形式の会議の改善、タイムスタンプの秒、アラートサウンド
製品をわかりやすくするため、Live Agent はチャットと呼ばれるようになりました。対話形式の会議のナビ
ゲーションが容易になりました。秒がチャットのタイムスタンプに含まれるようになり、アラートサウン
ドがより心地よいサウンドになりました。
ソーシャルカスタマーサービス: Facebook のおすすめ情報の形式と投稿での一括アクション
ソーシャルカスタマーサービスでは、Facebook の新しいおすすめ情報の形式がサポートされます。また、
[ソーシャル投稿] リストビューの一括アクションによって時間を節約できます。
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電話: Essentials 向け Dialer および音声サポートの設定フローの更新
会社の通話を 1 つの電話番号に集約し、サードパーティの電話を Salesforce に統合します。
モバイルアプリケーション用組み込みサービス: 顧客への優れたモバイルチャット環境の提供
チャットでのナレッジ記事のプレビュー、ユーザエクスペリエンスの向上、およびバグ修正のサポートが
追加されました。
Web 用組み込みサービス: Snap-in の新しい名前、予定管理、カスタマイズされたチャット環境
製品をわかりやすくするため、Snap-in は組み込みサービスと呼ばれるようになりました。顧客が独自の予
定を作成できるようにし、チャット環境を会社のニーズに合わせて調整します。

Messaging: LiveMessage の名称変更、アウトバウンドメッセージ、機密データ
のスクリーニング、および Apple Business Chat のサポート
製品をより正確に表すため、LiveMessage は Messaging に名称が変更されました。アウトバウンドメッセージを
送信することで顧客をフォローアップします。顧客の機密データをエージェントには公開せず、Apple Business

Chat でエンゲージします。

このセクションの内容:

Messaging は新しい LiveMessage

Salesforce の LiveMessaging 製品はメッセージング製品です。よりわかりやすくするため、その名前が変更され
ました。[設定] インターフェースでは、クイック検索ボックスで「Messaging」でも「LiveMessage」でも正し
い結果が返されるように、両方の名前を残してあります。
Apple Business Chat での顧客との繋がり
顧客が Apple Business Chat を使用してサポートエージェントとコミュニケーションできるようにします。顧
客は、Apple Business Chat メッセージアプリケーションまたは iMessage を使用してメッセージを送信し、エー
ジェントはサービスコンソールから返信します。
顧客の機密データの保護
サポートとの会話では、機密データの文字列 (納税者番号やクレジットカード番号、個人情報、あるいは不
適切な表現) を非表示にします。
Messaging のトランスクリプトの改善
Messaging のトランスクリプトのナビゲーションが簡単になりました。レコードにアクセスする権限を持っ
ていない場合、他の参加者が返信した場合、以前のメッセージが読み込まれた場合には、エージェントに
通知が送信されます。
クイックテキストを使用した Lightning 応答の高速化
Messaging 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
キストのボタンがメッセージの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
を挿入できます。
会話の暗号化
顧客は、あらゆるトピックについてエージェントと会話し、その中には機密情報も含まれています。エー
ジェントと顧客との間のテキスト会話は、Shield Platform Encryption で暗号化できるようになりました。
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フローで呼び出し可能な Messaging アクション
Summer ‘19 では、フローを構築するための呼び出し可能アクションとクイックアクションがカテゴリに分類
され、見つけやすくなりました。Messaging 用の呼び出し可能アクションには
InvocableLiveMessageNotification.java が含まれます。
言語の正しい読み取り方向
Messaging では、ヘブライ語やアラビア語などの右から左へ読む (RTL) 言語がサポートされます。
メッセージングの機能強化
エージェントは、「設定を参照」、「メッセージングの設定」、または「メッセージングエージェント」
権限を使用して、メッセージセッションおよびメッセージユーザを表示できます。

Messaging は新しい LiveMessage

Salesforce の LiveMessaging 製品はメッセージング製品です。よりわかりやすくするため、その名前が変更されま
した。[設定] インターフェースでは、クイック検索ボックスで「Messaging」でも「LiveMessage」でも正しい結
果が返されるように、両方の名前を残してあります。

Apple Business Chat での顧客との繋がり
顧客が Apple Business Chat を使用してサポートエージェントとコミュニケーションできるようにします。顧客
は、Apple Business Chat メッセージアプリケーションまたは iMessage を使用してメッセージを送信し、エージェ
ントはサービスコンソールから返信します。
対象:この変更は、デジタルエンゲージメントアドオンを介して Messaging にアクセスできる組織に適用されま
す。Lightning Experience の Messaging は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition (Service

Cloud 付属) で使用できます。
方法: ガイド付き設定フローを使用して Apple Business Chat チャネルを設定します。会社名と対応する Apple Business

Chat ID が必要です。

顧客の機密データの保護
サポートとの会話では、機密データの文字列 (納税者番号やクレジットカード番号、個人情報、あるいは不適
切な表現) を非表示にします。
対象:この変更は、デジタルエンゲージメントアドオンを介して Messaging にアクセスできる組織に適用されま
す。Lightning Experience の Messaging は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition (Service

Cloud 付属) で使用できます。
方法: Messaging で機密データのルールを設定します。
1. [クイック検索] ボックスに「機密データルール」と入力し、[Messaging (旧 LiveMessage)] の下にある

[機密データルール] を選択します。

メモ: 機密データルールは、チャットと Messaging で共有できます。ルールはチャットか Messaging で編
集できますが、片方で編集したルールは他方にも適用されます。

2. [新規] または [新規機密データルール] をクリックします。
3. [情報] の下に、ルールの名前と説明を入力します。
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4. ルールを保存後に実行する場合は [有効] を選択します。
5. [パターン] では、各行に 1 つのパターンを JavaScript 正規表現 (regex) として記述します。
6. アクション (データの削除または置換) を選択します。
7. 必要に応じて、正規表現をテストできます。
8. ルールを適用するロールを選択します。

メモ: ルールは著者に適用されています。したがって、「電話番号を表示しない」ルールを訪問者に
適用すると、訪問者が入力した電話番号はエージェントやスーパーバイザには表示されません。

9. ルールの優先度を入力します。数値が小さいほど先に実行されます。
10. [保存] をクリックします。

Messaging のトランスクリプトの改善
Messaging のトランスクリプトのナビゲーションが簡単になりました。レコードにアクセスする権限を持って
いない場合、他の参加者が返信した場合、以前のメッセージが読み込まれた場合には、エージェントに通知が
送信されます。
対象:この変更は、デジタルエンゲージメントアドオンを介して Messaging にアクセスできる組織に適用されま
す。Lightning Experience の Messaging は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition (Service

Cloud 付属) で使用できます。
方法: エージェントに対してメッセージのトランスクリプトで表示される情報が増えました。
• 権限:エージェントが顧客との他の会話にアクセスできない場合、権限が原因で一部の会話を表示できない

ことを示す警告メッセージが表示されます。
• 新しいメッセージに移動:エージェントが上にスクロールして以前のメッセージを読んでいるときに別の参

加者が応答すると、新しいメッセージの数を示すリンクが表示されます。エージェントがリンクをクリッ
クすると、新しいメッセージの開始場所が線で示されます。

• 以前のチャットを読み込む:エージェントが会議に参加すると、古いコメントが読み込まれます。読み込み
中は灰色の線が表示されます。

• 選択した会話に戻る: 会議の参加者が選択した会話からスクロールして離れたときに、[選択した会話に移
動] をクリックして元の場所に戻ることができます。

クイックテキストを使用した Lightning 応答の高速化
Messaging 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
ストのボタンがメッセージの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挿入
できます。
対象:この変更は、デジタルエンゲージメントアドオンを介して Messaging にアクセスできる組織に適用されま
す。Lightning Experience の Messaging は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition (Service

Cloud 付属) で使用できます。
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。
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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 [Messaging] に設定します。次に、メッセー
ジを送信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。

会話の暗号化
顧客は、あらゆるトピックについてエージェントと会話し、その中には機密情報も含まれています。エージェ
ントと顧客との間のテキスト会話は、Shield Platform Encryption で暗号化できるようになりました。
対象:この変更は、デジタルエンゲージメントアドオンを介して Messaging にアクセスできる組織に適用されま
す。Lightning Experience の Messaging は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition (Service

Cloud 付属) で使用できます。
方法: チャットトランスクリプト用の Shield Platform Encryption へのアクセス方法については、Salesforce カスタマー
サポートまでお問い合わせください。
Shield Platform Encryption が有効になったら、[暗号化ポリシー] ページで項目を選択します。

項目オブジェクト

ConversationEntry • 会話本文
• 会話スーパーバイザトランスクリプト本文
• メッセージ
• アクター名

MessagingEndUser • プロファイル写真 URL

関連トピック:

チャットトランスクリプトの暗号化
チャットトランスクリプトの暗号化

フローで呼び出し可能な Messaging アクション
Summer ‘19 では、フローを構築するための呼び出し可能アクションとクイックアクションがカテゴリに分類さ
れ、見つけやすくなりました。Messaging 用の呼び出し可能アクションには
InvocableLiveMessageNotification.java が含まれます。
対象:この変更は、デジタルエンゲージメントアドオンを介して Messaging にアクセスできる組織に適用されま
す。Lightning Experience の Messaging は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition (Service

Cloud 付属) で使用できます。
対象ユーザ: 呼び出し可能アクションは、組織の権限によって決まります。
理由: 呼び出し可能アクションとクイックアクションは、フローの宣言型ビルディングブロックです。カテゴ
リに分類することで、利用可能な呼び出し可能アクションとクイックアクションをすばやく簡単に見つけられ
るようになります。
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方法: フローの作成時に、[アクション] フロー要素を Flow Builder キャンバスにドラッグします。[絞り込み条件]

でカテゴリを選択します。フローに追加する呼び出し可能アクションまたはクイックアクションを検索する
か、すべての利用可能なアクションのリストを表示します。

関連トピック:

フロー用のセッションベースの権限セットの標準呼び出し可能アクションを分類
標準呼び出し可能アクション(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)

言語の正しい読み取り方向
Messaging では、ヘブライ語やアラビア語などの右から左へ読む (RTL) 言語がサポートされます。

メッセージングの機能強化
エージェントは、「設定を参照」、「メッセージングの設定」、または「メッセージングエージェント」権限
を使用して、メッセージセッションおよびメッセージユーザを表示できます。
対象:この変更は、デジタルエンゲージメントアドオンを介して Messaging にアクセスできる組織に適用されま
す。Lightning Experience の Messaging は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition (Service

Cloud 付属) で使用できます。

チャット: Live Agent の新しい名前、対話形式の会議の改善、タイムスタンプの
秒、アラートサウンド
製品をわかりやすくするため、Live Agent はチャットと呼ばれるようになりました。対話形式の会議のナビゲー
ションが容易になりました。秒がチャットのタイムスタンプに含まれるようになり、アラートサウンドがより
心地よいサウンドになりました。

このセクションの内容:

チャットは新しい Live Agent

Live Agent 製品はチャット製品です。よりわかりやすくするため、その名前が変更されました。[設定] イン
ターフェースでは両方の名前が残されているため、[クイック検索] ボックスで「チャット」または「Live

Agent」を検索すると正しい結果が得られます。
会議の開始
他のエージェントをチャットに招待します。
対話形式の会議の改善
チャット会議がいっそう簡単になりました。チャット会議は Salesforce Lightning 用のオムニチャネル (ベータ)

で使用できます。エージェントは、レコードにアクセスできない場合、他の参加者が応答した場合、およ
び以前のチャットが読み込まれている場合に通知されます。

233

チャネル: Snap-In、Live Agent と LiveMessage、Apple
Business Chat サポート、Facebook のおすすめの名前の

変更

Salesforce Summer '19 リリースノート

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.220.0.api_rest.meta/api_rest/resources_actions_invocable_standard.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.220.0.api_rest.meta/api_rest/resources_actions_invocable_standard.htm


チャットの機能強化
受信チャット、チャットからの参加者の退席、その他のオーディオアラートのサウンドがより心地よいサ
ウンドになりました。Lightning では、チャットをボタンに転送するには、エージェントに「設定・定義を
参照する」権限が必要です。秒がチャットのタイムスタンプに含まれるようになったため、秒単位の説明
責任があります。

チャットは新しい Live Agent

Live Agent 製品はチャット製品です。よりわかりやすくするため、その名前が変更されました。[設定] インター
フェースでは両方の名前が残されているため、[クイック検索] ボックスで「チャット」または「Live Agent」を
検索すると正しい結果が得られます。

会議の開始
他のエージェントをチャットに招待します。
対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。チャットは、2012 年 6 月 14 日以降に
作成された Performance および Developer Edition 組織と、Service Cloud が付属する Unlimited および Enterprise Edition 組
織で使用できます。
方法:エージェントは、エージェントアイコンをダブルクリックし、チャット会議表示を開始します。エージェ
ントドロップダウンから目的のエージェントを選択し、必要に応じて簡単なメッセージを入力し、[会議を開
始] をクリックします。

対話形式の会議の改善
チャット会議がいっそう簡単になりました。チャット会議は Salesforce Lightning 用のオムニチャネル (ベータ) で
使用できます。エージェントは、レコードにアクセスできない場合、他の参加者が応答した場合、および以前
のチャットが読み込まれている場合に通知されます。
対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。チャットは、2012 年 6 月 14 日以降に
作成された Performance および Developer Edition 組織と、Service Cloud が付属する Unlimited および Enterprise Edition 組
織で使用できます。
方法:

• オムニチャネル: チャット会議は Salesforce Lightning 用のオムニチャネル (ベータ) で使用できます。
• 権限:エージェントが顧客との他の会話にアクセスできない場合、権限が原因で一部の会話を表示できない

ことを示す警告メッセージが表示されます。
• 新しいメッセージに移動:エージェントが上にスクロールして以前のメッセージを読んでいるときに別の参

加者が応答すると、新しいメッセージの数を示すリンクが表示されます。エージェントがリンクをクリッ
クすると、新しいメッセージの開始場所が線で示されます。

• 以前のチャットを読み込む:エージェントが会議に参加すると、古いコメントが読み込まれます。読み込み
中は灰色の線が表示されます。

• 選択した会話に戻る: 会議の参加者が選択した会話からスクロールして離れたときに、[選択した会話に移
動] をクリックして元の場所に戻ることができます。

• 会議から退席する:エージェントが会議から退席するには、会議フッターで [会話から退席]をクリックしま
す。会話内のエージェントが 1 人のみの場合、ボタンは [会話を終了] になります。
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チャットの機能強化
受信チャット、チャットからの参加者の退席、その他のオーディオアラートのサウンドがより心地よいサウン
ドになりました。Lightning では、チャットをボタンに転送するには、エージェントに「設定・定義を参照す
る」権限が必要です。秒がチャットのタイムスタンプに含まれるようになったため、秒単位の説明責任があり
ます。
対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。チャットは、2012 年 6 月 14 日以降に
作成された Performance および Developer Edition 組織と、Service Cloud が付属する Unlimited および Enterprise Edition 組
織で使用できます。

ソーシャルカスタマーサービス: Facebook のおすすめ情報の形式と投稿での一
括アクション
ソーシャルカスタマーサービスでは、Facebook の新しいおすすめ情報の形式がサポートされます。また、[ソー
シャル投稿] リストビューの一括アクションによって時間を節約できます。

このセクションの内容:

おすすめ情報の形式を使用した Facebook レビューの表示
Facebook では、レビュー形式がおすすめ情報に変更されました。エージェントは、Facebook ユーザが Lightning

サービスコンソールを推奨したかどうかを確認できます。項目レベルのセキュリティで、エージェントが
ReviewScore 項目と ReviewScale 項目の表示または編集を行うことが許可されていることを確認します。
ソーシャルフィード投稿の一括承認および却下
[ソーシャル投稿] リストビューで複数の投稿を同時に承認または却下して時間を節約します。
最新の API を使用する Instagram ビジネスアカウントへの移行
Instagram ビジネスアカウントでは、Instagram の最新バージョンの API を使用しており、Instagram の最新かつ
優れたサポート機能にアクセスできます。

おすすめ情報の形式を使用した Facebook レビューの表示
Facebook では、レビュー形式がおすすめ情報に変更されました。エージェントは、Facebook ユーザが Lightning

サービスコンソールを推奨したかどうかを確認できます。項目レベルのセキュリティで、エージェントが
ReviewScore 項目と ReviewScale 項目の表示または編集を行うことが許可されてい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、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。

ソーシャルフィード投稿の一括承認および却下
[ソーシャル投稿] リストビューで複数の投稿を同時に承認または却下して時間を節約します。
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。
方法: リストで任意の数の投稿を選択し、アクションを選択します。
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Chatter REST API および Chatter in Apex では、ソーシャルフィード投稿の一括承認および却下がサポートされてい
ます。

最新の API を使用する Instagram ビジネスアカウントへの移行
Instagram ビジネスアカウントでは、Instagram の最新バージョンの API を使用しており、Instagram の最新かつ優
れたサポート機能にアクセスできます。
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: Instagram の既存の個人アカウントを変換するか、Instagram ビジネスアカウントを作成し、ソーシャルカ
スタマーサービスまたは Social Studio 内で承認します。

電話: Essentials 向け Dialer および音声サポートの設定フローの更新
会社の通話を 1 つの電話番号に集約し、サードパーティの電話を Salesforce に統合します。

このセクションの内容:

Dialer によるサービスコンソールでの電話の発着信
着信電話がチームの誰かにつながる可能性が高くなるように、Lightning Dialer for Essentials を使用して会社の
電話を 1 つの電話番号に統合します。
更新された音声サポートの設定フローを使用したコールセンターの作成
音声サポートの設定フローが新しくなり、各ステップを実行するときに表示されるコンテキストが増えま
した。音声サポートの設定フローでは、サードパーティの電話を Salesforce に統合することができ、チーム
は他の作業と並行して、より多くの電話を受発信できるようになります。

Dialer によるサービスコンソールでの電話の発着信
着信電話がチームの誰かにつながる可能性が高くなるように、Lightning Dialer for Essentials を使用して会社の電話
を 1 つの電話番号に統合します。
対象: この変更は、Essentials Edition の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

Dialer を使用したチームの電話の統合
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更新された音声サポートの設定フローを使用したコールセンターの作成
音声サポートの設定フローが新しくなり、各ステップを実行するときに表示されるコンテキストが増えまし
た。音声サポートの設定フローでは、サードパーティの電話を Salesforce に統合することができ、チームは他の
作業と並行して、より多くの電話を受発信できるようになります。

モバイルアプリケーション用組み込みサービス: 顧客への優れたモバイルチャッ
ト環境の提供
チャットでのナレッジ記事のプレビュー、ユーザエクスペリエンスの向上、およびバグ修正のサポートが追加
されました。
対象: この変更は、Mobile Apps for iOS (バージョン 218.0.1) および Android (バージョン 218.0.0) 用 Service SDK 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。その他のリソース
については、「Embedded Service SDK (組み込みサービス SDK)」開発者センターにアクセスしてください。

Web 用組み込みサービス: Snap-in の新しい名前、予定管理、カスタマイズされ
たチャット環境
製品をわかりやすくするため、Snap-in は組み込みサービスと呼ばれるようになりました。顧客が独自の予定を
作成できるようにし、チャット環境を会社のニーズに合わせて調整します。

このセクションの内容:

組み込みサービスは新しい Snap-in

Snap-in 製品は組み込みサービスです。よりわかりやすくするため、その名前が変更されました。[設定] イ
ンターフェースでは両方の名前が残されているため、[クイック検索] ボックスで「組み込みサービス」ま
たは「Snap-in」を検索すると正しい結果が得られます。
顧客による予定の管理
組み込み予定管理では、顧客が予定を容易にスケジュール、変更、キャンセルできます。環境が Lightning

フローで強化されているため、完璧なインタラクションを作成できるほか、作業指示などの関連レコード
をいつどのように作成するかを決定できます。
顧客が組み込みサービスチャットダイアログを離れてから戻ることを許可
Summer '19 より前は、顧客が組み込みサービスチャット (Snap-in チャット) 内にいる場合、ダイアログを離れ
て重要な情報やファイルを検索することはできませんでした。フォーカストラップを無効にして、顧客が
自由に移動できるようにします。
Lightning Web コンポーネントを使用したチャットメッセージのカスタマイズ
Lightning Web コンポーネントは、チャットを会社にニーズに合わせて調整するために役立ちます。顧客に
は、Lightning Web コンポーネントと Aura コンポーネントは同じに見えます。
ファイルベースのフローのサポート
Tooling API でファイルおよびデータベースフロー内のレコードを変更します。
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組み込みサービスフローの機能強化
フローウィンドウのデフォルトサイズが大きくなり、ニーズに合わせてサイズを設定できるようになりま
した。フッターメニューのデザインが変更され、ナビゲーションが容易になりました。

組み込みサービスは新しい Snap-in

Snap-in 製品は組み込みサービスです。よりわかりやすくするため、その名前が変更されました。[設定] イン
ターフェースでは両方の名前が残されているため、[クイック検索] ボックスで「組み込みサービス」または
「Snap-in」を検索すると正しい結果が得られます。

顧客による予定の管理
組み込み予定管理では、顧客が予定を容易にスケジュール、変更、キャンセルできます。環境が Lightning フ
ローで強化されているため、完璧なインタラクションを作成できるほか、作業指示などの関連レコードをいつ
どのように作成するかを決定できます。
対象: この変更は、組み込みサービスコードスニペットバージョン 5.0 以降を使用する Professional Edition、Enterprise

Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Salesforce Classic と Lightning Experience に適用されます。
方法: Field Service Lightning および Field Service Lightning 管理アプリケーションを使用する組織は、顧客の予定管理
用の埋め込みフローを設定できます。

顧客が組み込みサービスチャットダイアログを離れてから戻ることを許可
Summer '19 より前は、顧客が組み込みサービスチャット (Snap-in チャット) 内にいる場合、ダイアログを離れて
重要な情報やファイルを検索することはできませんでした。フォーカストラップを無効にして、顧客が自由に
移動できるようにします。
対象: この変更は、組み込みサービスコードスニペットバージョン 5.0 以降を使用する Professional Edition、Enterprise

Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Salesforce Classic と Lightning Experience に適用されます。
方法: システム管理者と開発者は、組み込みサービスのコードスニペッで disableKeyTrapping を設定する
ことで、フォーカストラップを無効にできます。
embedded_svc.settings.disableKeyTrapping = true;

ユーザはタッチパッドやマウスではなく、キーストロークを使用してチャットを終了できます。

Lightning Web コンポーネントを使用したチャットメッセージのカスタマイズ
Lightning Web コンポーネントは、チャットを会社にニーズに合わせて調整するために役立ちます。顧客には、
Lightning Web コンポーネントと Aura コンポーネントは同じに見えます。
対象:この変更は、デジタルエンゲージメントアドオンを介して Messaging にアクセスできる組織に適用されま
す。Lightning Experience の Messaging は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition (Service

Cloud 付属) で使用できます。
方法: Lightning Web コンポーネントを使用してチャットメッセージ環境をカスタマイズします。
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ファイルベースのフローのサポート
Tooling API でファイルおよびデータベースフロー内のレコードを変更します。
対象: この変更は、組み込みサービスコードスニペットバージョン 5.0 以降を使用する Professional Edition、Enterprise

Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Salesforce Classic と Lightning Experience に適用されます。
方法: Tooling API オブジェクト EmbeddedServiceFlow で、FOREIGNKEY 型項目フローを ENUMORID 型項目に
変更します。

組み込みサービスフローの機能強化
フローウィンドウのデフォルトサイズが大きくなり、ニーズに合わせてサイズを設定できるようになりまし
た。フッターメニューのデザインが変更され、ナビゲーションが容易になりました。

ナレッジ: インライン編集、拡張されたレポート、Lightning Experience
に移行する理由の増加
ナレッジ記事でインライン編集が有効になり、より迅速に記事を作成できるようになりました。オブジェクト
リレーションが拡張され、レポート作成機能が向上しました。さらに、Lightning Experience のアクションや機能
強化が追加されたため、実行できる操作が増え、自由にカスタマイズできるようになりました。

このセクションの内容:

インライン編集による作成操作の改善
ドラフト記事のインライン編集は非常に便利です。すばやく更新し、記事の作成時にすべての記事項目を
参照できます。マスタ言語バージョンと翻訳を並べて編集するときにもインライン編集を使用できます。
拡張レポートリレーションでのインサイトの取得
レポートの Knowledge オブジェクト間の画期的な新しいリレーションが導入されました。ケース記事オブ
ジェクトを使用してカスタムレポートタイプを作成し、関連するケースのすべての項目を見つけます。デー
タカテゴリをナレッジレポートタイプに追加して、コンテンツの整理方法を確認したり、コンテンツの
ギャップを見つけたりします。
任意のオブジェクトからのナレッジ記事の検索
より多くの場所で Knowledge を使用および検索できます。標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトの
Lightning ページに Knowledge コンポーネントを追加します。アクションドロップダウンで基本的な作成アク
ションを使用できますが、推奨記事や一部のアクション (メールへの記事コンテンツの挿入など) は、ケー
スでのみ使用できます。
Lightning Experience での復元、削除、および翻訳申請アクションの使用
アーカイブされた記事の復元や削除、そして公開された記事やドラフト記事の翻訳用の送信をリストビュー
から簡単に行えるようになりました。レコードページの [復元] アクションにより、公開済み記事の以前の
バージョンやアーカイブ済み記事の最新バージョンを元に戻すことができます。以前の [削除] アクション
の名前が [ドラフトを削除] に変更されました。新しい [記事を削除].アクションを使用して、アーカイブ済
み記事とそれに関連付けられたバージョンおよび翻訳を知識ベースから削除します。以前は、Salesforce Classic

でしかこれらのアクションを使用できませんでした。Salesforce API でこれらのアクションを見つけてフロー
で使用します。
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記事のリッチテキストエリア項目への画像の貼り付け
ナレッジ記事への画像コンテンツの追加が簡単になりました。コピーと貼り付けを使用して、クリップボー
ドやほとんどのブラウザから画像を挿入します。著者とエージェントは、スクリーンショットを撮ってそ
のまま記事に追加することで、機能をハイライトしたり、問題を示すことができます。
Lightning Experience でのコミュニティとサイト記事 URL を使用したケースメールの送信
コミュニティとサイトのナレッジ記事リンクを挿入して、迅速にケースをクローズします。Lightning Experience

では、エージェントはナレッジコンポーネントの [URL をメールに挿入] アクションを使用して、記事へのリ
ンクを投稿できます。これまで、この機能は Salesforce Classic でしか使用できませんでした。
Lightning Experience での昇格済み検索語の管理
Lightning Knowledge の検索語句を追加および変更して、Knowledge 検索で記事を昇格します。[昇格済み検索
語] 関連リストを Knowledge ページレイアウトに追加します。以前は、Lightning Knowledge で昇格済み検索語
を表示できましたが、管理は Salesforce Classic でしかできませんでした。
Lightning Experience でのナレッジワークフローアクションの管理
作成するワークフローでプロセスをモデル化および自動化し、ナレッジアクションを使用します。以前は、
ナレッジワークフローアクションの管理は Salesforce Classic でのみ行うことができました。
右から左へ記述される言語の記事によるグローバル顧客のエンゲージ
Knowledge の右から左へ記述される言語のサポートにより、世界中の顧客に記事を提供します。
アップグレードされたリッチテキストエディタの使用
Knowledge のリッチテキスト項目は CKEditor バージョン 4.11.2 を使用するようになりました。
ナレッジアクションとグローバルクイックアクションの作成
記事はどこからでも作成できます。レコードを作成するグローバルクイックアクションを構築するには、
[ナレッジ] を選択します。新しい [ナレッジ間] 参照項目により、オブジェクトマネージャの [ボタン、リン
ク、およびアクション] 画面でアクションを作成できます。
Lightning Knowledge のルックアップ機能の追加
ナレッジを親とした主従関係など、意味のある参照関係を使用してください。他のレコードを作成してい
る間に、参照から記事を作成します。そして、記事間の参照項目を追加することで、関連する記事のリス
トを使用して、さらに多くの種類の記事アクションを構築できます。

インライン編集による作成操作の改善
ドラフト記事のインライン編集は非常に便利です。すばやく更新し、記事の作成時にすべての記事項目を参照
できます。マスタ言語バージョンと翻訳を並べて編集するときにもインライン編集を使用できます。
対象:この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。Salesforce ナレッジを使用可能なエディションは Essentials

Edition、Developer Edition、および Unlimited Edition で、有料オプションで使用可能なエディションは Professional

Edition、Performance Edition、および Enterprise Edition です。
方法: [公開状況] 項目をページレイアウトに追加します。ページレイアウトに編集アクションも含まれている
必要があります。

240

ナレッジ: インライン編集、拡張されたレポート、
Lightning Experience に移行する理由の増加

Salesforce Summer '19 リリースノート



関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Knowledge のページレイアウトに関する考慮事項 (リリースプレビューの時点で内容
が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: レコードの更新 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性
があります)

拡張レポートリレーションでのインサイトの取得
レポートの Knowledge オブジェクト間の画期的な新しいリレーションが導入されました。ケース記事オブジェ
クトを使用してカスタムレポートタイプを作成し、関連するケースのすべての項目を見つけます。データカテ
ゴリをナレッジレポートタイプに追加して、コンテンツの整理方法を確認したり、コンテンツのギャップを見
つけたりします。
対象:この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。Salesforce ナレッジを使用可能なエディションは Essentials

Edition、Developer Edition、および Unlimited Edition で、有料オプションで使用可能なエディションは Professional

Edition、Performance Edition、および Enterprise Edition です。
方法: 次のオブジェクト間のリレーションを使用するカスタムレポートタイプを作成できます。
• Knowledge オブジェクト — Knowledge バージョンをセカンダリオブジェクトとして使用して、データカテゴ

リにリンクします。
• ナレッジ記事オブジェクト — ナレッジ記事バージョンまたはケース記事に接続します。
• ナレッジ記事バージョンオブジェクト — ケース記事オブジェクトにリンクします。
• ケースオブジェクト — 記事にリンクし、次にナレッジ記事バージョンオブジェクトにリンクします。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Salesforce ナレッジ記事に関するレポート (リリースプレビューの時点で内容が刷新された
り、使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ:記事レポート (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)

任意のオブジェクトからのナレッジ記事の検索
より多くの場所で Knowledge を使用および検索できます。標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトの
Lightning ページに Knowledge コンポーネントを追加します。アクションドロップダウンで基本的な作成アクショ
ンを使用できますが、推奨記事や一部のアクション (メールへの記事コンテンツの挿入など) は、ケースでのみ
使用できます。
対象:この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。Salesforce ナレッジを使用可能なエディションは Essentials

Edition、Developer Edition、および Unlimited Edition で、有料オプションで使用可能なエディションは Professional

Edition、Performance Edition、および Enterprise Edition です。

関連トピック:

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)

Lightning Experience での復元、削除、および翻訳申請アクションの使用
アーカイブされた記事の復元や削除、そして公開された記事やドラフト記事の翻訳用の送信をリストビューか
ら簡単に行えるようになりました。レコードページの [復元] アクションにより、公開済み記事の以前のバー
ジョンやアーカイブ済み記事の最新バージョンを元に戻すことができます。以前の [削除] アクションの名前が
[ドラフトを削除] に変更されました。新しい [記事を削除].アクションを使用して、アーカイブ済み記事とそれ
に関連付けられたバージョンおよび翻訳を知識ベースから削除します。以前は、Salesforce Classic でしかこれら
のアクションを使用できませんでした。Salesforce API でこれらのアクションを見つけてフローで使用します。
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対象:この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。Salesforce ナレッジを使用可能なエディションは Essentials

Edition、Developer Edition、および Unlimited Edition で、有料オプションで使用可能なエディションは Professional

Edition、Performance Edition、および Enterprise Edition です。
対象ユーザ: ナレッジに対する「削除」権限のあるユーザは、ドラフトを削除できます。ユーザがアーカイブ
済み記事を削除するには、「記事の管理」と「記事のアーカイブ」権限、およびナレッジに対する「すべて変
更」権限が必要です。
方法: アクションをページレイアウトに追加します。一括アクションは、適切な権限を持つユーザのリスト
ビューに表示されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Knowledge ユーザのアクセス権 (リリースプレビューの時点で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 のアクションの作成 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、
使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: Lightning の作成アクションはいつ使用可能なのか? (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)

記事のリッチテキストエリア項目への画像の貼り付け
ナレッジ記事への画像コンテンツの追加が簡単になりました。コピーと貼り付けを使用して、クリップボード
やほとんどのブラウザから画像を挿入します。著者とエージェントは、スクリーンショットを撮ってそのまま
記事に追加することで、機能をハイライトしたり、問題を示すことができます。
対象:この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。Salesforce ナレッジを使用可能なエディションは Essentials

Edition、Developer Edition、および Unlimited Edition で、有料オプションで使用可能なエディションは Professional

Edition、Performance Edition、および Enterprise Edition です。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: リッチテキストエディタ (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能にな
る可能性があります)

Salesforce ヘルプ: レコードのリッチテキストエリア項目の編集 (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

Lightning Experience でのコミュニティとサイト記事 URL を使用したケースメー
ルの送信
コミュニティとサイトのナレッジ記事リンクを挿入して、迅速にケースをクローズします。Lightning Experience

では、エージェントはナレッジコンポーネントの [URL をメールに挿入] アクションを使用して、記事へのリン
クを投稿できます。これまで、この機能は Salesforce Classic でしか使用できませんでした。
対象: この変更は、ナレッジを使用できる、Professional Edition 以外のすべてのエディションの Lightning Experience

に適用されます。Salesforce ナレッジを使用可能なエディションは Essentials Edition、Developer Edition、および
Unlimited Edition で、有料オプションで使用可能なエディションは Professional Edition、Performance Edition、および
Enterprise Edition です。
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対象ユーザ: ユーザがこのアクションを使用するには、ナレッジ記事を参照する権限とケースを編集する権限
が必要です。「設定・定義を参照する」権限も必要です。
方法: [ナレッジの設定] で、[公開 URL を使用して記事の共有をユーザに許可する]を選択します。これによって
エージェントは、ケースにおいてナレッジコンポーネント (1) を使用してリンクをケースフィードメール (2) に
挿入できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 記事のサイトおよびコミュニティ URL の投稿 (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

Lightning Experience での昇格済み検索語の管理
Lightning Knowledge の検索語句を追加および変更して、Knowledge 検索で記事を昇格します。[昇格済み検索語]

関連リストを Knowledge ページレイアウトに追加します。以前は、Lightning Knowledge で昇格済み検索語を表示
できましたが、管理は Salesforce Classic でしかできませんでした。
対象:この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。Salesforce ナレッジを使用可能なエディションは Essentials

Edition、Developer Edition、および Unlimited Edition で、有料オプションで使用可能なエディションは Professional

Edition、Performance Edition、および Enterprise Edition です。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ:検索結果の記事の昇格 (リリースプレビューの時点で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: 昇格済み検索語の管理 (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)
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Lightning Experience でのナレッジワークフローアクションの管理
作成するワークフローでプロセスをモデル化および自動化し、ナレッジアクションを使用します。以前は、ナ
レッジワークフローアクションの管理は Salesforce Classic でのみ行うことができました。
対象:この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。ワークフローを使用可能なエディションは、Enterprise

Edition、Performance Edition、Developer Edition、および Unlimited Edition です。Salesforce ナレッジを使用可能なエディ
ションは Essentials Edition、Developer Edition、および Unlimited Edition で、有料オプションで使用可能なエディショ
ンは Professional Edition、Performance Edition、および Enterprise Edition です。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: ナレッジのワークフローアクションの作成 (リリースプレビューの時点で内容が刷新された
り、使用不能になる可能性があります)

右から左へ記述される言語の記事によるグローバル顧客のエンゲージ
Knowledge の右から左へ記述される言語のサポートにより、世界中の顧客に記事を提供します。
対象:この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。Salesforce ナレッジを使用可能なエディションは Essentials

Edition、Developer Edition、および Unlimited Edition で、有料オプションで使用可能なエディションは Professional

Edition、Performance Edition、および Enterprise Edition です。

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)

アップグレードされたリッチテキストエディタの使用
Knowledge のリッチテキスト項目は CKEditor バージョン 4.11.2 を使用するようになりました。
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対象:この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。Salesforce ナレッジを使用可能なエディ
ションは Essentials Edition、Developer Edition、および Unlimited Edition で、有料オプションで使用可能なエディショ
ンは Professional Edition、Performance Edition、および Enterprise Edition です。

関連トピック:

リッチテキストエディタのアップグレード

ナレッジアクションとグローバルクイックアクションの作成
記事はどこからでも作成できます。レコードを作成するグローバルクイックアクションを構築するには、[ナ
レッジ] を選択します。新しい [ナレッジ間] 参照項目により、オブジェクトマネージャの [ボタン、リンク、お
よびアクション] 画面でアクションを作成できます。
対象:この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。Salesforce ナレッジを使用可能なエディションは Essentials

Edition、Developer Edition、および Unlimited Edition で、有料オプションで使用可能なエディションは Professional

Edition、Performance Edition、および Enterprise Edition です。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ:グローバル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)

Lightning Knowledge のルックアップ機能の追加
カテゴリ別に呼び出し可能なアクションをすばやく見つける

Lightning Knowledge のルックアップ機能の追加
ナレッジを親とした主従関係など、意味のある参照関係を使用してください。他のレコードを作成している間
に、参照から記事を作成します。そして、記事間の参照項目を追加することで、関連する記事のリストを使用
して、さらに多くの種類の記事アクションを構築できます。
対象:この変更は Lightning Experience にのみ適用されます。Salesforce ナレッジを使用可能なエディションは Essentials

Edition、Developer Edition、および Unlimited Edition で、有料オプションで使用可能なエディションは Professional

Edition、Performance Edition、および Enterprise Edition です。
主従関係の作成

主従参照関係ではナレッジを親として使用します。たとえば、記事レビューカスタムオブジェクトで記事
とレコードの間に主従関係を作成できます。その後、カスタムオブジェクトの項目から積み上げ集計を作
成できます。

ナレッジでのカスケード削除の使用
カスケード削除は、記事が削除されたときに、参照内の関連レコードを削除します。カスケード削除は、
参照内でカスタムオブジェクトからナレッジに対して使用します。たとえば、記事レビューカスタムオブ
ジェクトにおいて、記事バージョンが削除されたときにレコードを削除することができます。ナレッジへ
のルックアップは、特定の記事バージョンにリンクされています。記事を公開するときに[新しいバージョ
ンとして公開] オプションを使用しないと、以前のバージョンは削除されます。したがって、カスケード削
除が有効な主従関係の子レコードも削除されてしまいます。
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ナレッジ間ルックアップの構築
ナレッジオブジェクトの参照項目で、対象としてナレッジを選択します。ページレイアウトに [ナレッジ]

関連リストを追加します。この変更により、オブジェクトマネージャの [ボタン、リンク、およびアクショ
ン] 画面で新しい [ナレッジ] レコードアクションや、ナレッジを使用するグローバルクイックアクションを
作成できます。

関連レコードの作成中におけるルックアップからの記事の作成
ナレッジへのルックアップでレコードを作成する場合には、参照ドロップダウンから記事を作成できるよ
うになりました。記事を保存すると、新しいレコードにリンクされます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: オブジェクトリレーションの概要 (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)

ナレッジアクションとグローバルクイックアクションの作成

転送: 属性ベースのルーティング (ベータ)、その他のスキル、
Omni-Channel Supervisor の機能強化
属性ベースのルーティングでスキルベースのルーティングを設定する簡単な方法が導入されました。さらに、
スキルベースのルーティングが改善され、指定したタイムアウト後に一部のスキルを削除できるようになりま
した。Omni-Channel Supervisor に、エージェントキューとスキルを変更するボタンが追加されました。新しいブ
ラウザページを開く前にエージェントに警告を表示するオプションが追加されました。また、フローの呼び出
し可能なアクションによってルーティングを使用できるようになりました。
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このセクションの内容:

コードではなく属性ベースのルーティングを使用したスキルベースのルーティングの設定 (ベータ)

スキルベースのルーティングを使用したいけれど、複雑な設定に尻込みしていませんか? 属性ベースのルー
ティングは、コードではなくクリックを使用してスキルベースのルーティングを簡単に設定できる新しい
方法です。API を使用せず、設定フローを使用して、作業項目を適切なエージェントに転送するのに必要な
スキルにオブジェクトの項目値を関連付けます。API ほど柔軟ではありませんが、簡単に設定でき非常に強
力です。
その他としてマークするルーティングスキルの指定
顧客は優れたサービス (できるだけ早く最適なエージェントにケースが届くこと) を期待しています。スキ
ルベースのルーティングでは、一部のスキルをその他として設定できます。指定されたタイムアウト期間
が経過すると、その他としてマークされたスキルは、オムニチャネルルーティングから削除されます。そ
の場合、すべてのスキルがなくても、最も適したエージェントにケースが転送されます。
Omni-Channel Supervisor でのエージェントのキューとスキルの割り当ての管理
必要に応じてキューを変更して、受信サポート要求に応答します。顧客をサポートするためのエージェン
トスキルを更新します。[エージェント] タブの 2 つのボタンを使用すれば、キューの割り当てとスキルをす
ばやく簡単に管理できます。
エージェントが他のブラウザタブからログアウトされる前の応答画面
エージェントが進行中の会話を誤って終了しないように、新しいタブまたはウィンドウでオムニチャネル
にログインする前に応答画面を表示できます。エージェントが他のタブまたはウィンドウで別のオムニチャ
ネルコンソールを開いたり、現在のタブを更新したりすると、他のコンソールのオムニチャネルからログ
アウトされ、進行中の会話は終了します。応答画面を追加すれば、このような意図しないログアウトを防
ぐことができます。
フローからのスキルに基づく作業項目の転送
Apex を使用して PendingServiceRouting レコードやそれに関連する SkillRequirement レコードを作成するのが面倒
だと感じていますか? コードを使用せずに、ルーティングカテゴリを選択してフローに
SkillsBasedRoutingInvocableAction を追加できます。この手法では、フロー内で強力なスキルベースのルーティ
ング機能にアクセスできます。たとえば、受信した作業に一致するエージェントの言語やその他のスキル
に基づいて作業をエージェントに割り当てるフローを作成します。

コードではなく属性ベースのルーティングを使用したスキルベースのルーティ
ングの設定 (ベータ)
スキルベースのルーティングを使用したいけれど、複雑な設定に尻込みしていませんか? 属性ベースのルーティ
ングは、コードではなくクリックを使用してスキルベースのルーティングを簡単に設定できる新しい方法で
す。API を使用せず、設定フローを使用して、作業項目を適切なエージェントに転送するのに必要なスキルに
オブジェクトの項目値を関連付けます。API ほど柔軟ではありませんが、簡単に設定でき非常に強力です。
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。

メモ: ベータ機能である属性ベースのルーティング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
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この機能の特定期間内の正式リリースまたはリリースの有無を保証せず、いつでも中止できます。この
機能は評価のみを目的とし、本番環境での使用はできません。この機能は現状のまま提供され、サポー
トの対象外です。この機能に起因あるいは関連して生じた危害または損害に対して Salesforce は一切の責
任を負わないものとします。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関するお客様の義務、関連する
Salesforce 以外のアプリケーションおよびコンテンツの使用規約はすべて、お客様によるこの機能の使用に
も同様に適用されます。

方法: スキルで作業を転送するには、作業項目の項目値とスキルの対応付けを定義します。オブジェクトごと
に 1 つの属性の対応付けセットを作成します。たとえば、ケースオブジェクトの場合、[原因]、[ケース種別]、
[エスカレーション済み] 項目が含まれる対応付けセットを作成できます。次に、項目値をスキルに対応付け
て、ケースの処理に適したスキルを持つエージェントに作業項目が転送されるようにします。スキルレベルを
指定したり、スキルをその他としてマークして、作業項目をより迅速に転送するために必要に応じて削除でき
るようにするかどうかを指定することもできます。

転送された作業は、Omni-Channel Supervisor の [キューのバックログ] と [スキルのバックログ] の両方に表示され
ます。
属性ベースのルーティングは、ケース、連絡要求、リード、注文、ソーシャル投稿、カスタムオブジェクトを
サポートしています。チャットやメッセージングでは使用できません。

関連トピック:

その他としてマークするルーティングスキルの指定

その他としてマークするルーティングスキルの指定
顧客は優れたサービス (できるだけ早く最適なエージェントにケースが届くこと) を期待しています。スキル
ベースのルーティングでは、一部のスキルをその他として設定できます。指定されたタイムアウト期間が経過
すると、その他としてマークされたスキルは、オムニチャネルルーティングから削除されます。その場合、す
べてのスキルがなくても、最も適したエージェントにケースが転送されます。
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。
方法: 属性ベースのルーティングの設定フローを使用してスキルを設定する場合、[その他のスキル] を選択し
ます。API を使用してスキルベースのルーティングを設定する場合、SkillRequirement オブジェクトの IsAdditional

項目を使用します。
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関連トピック:

コードではなく属性ベースのルーティングを使用したスキルベースのルーティングの設定 (ベータ)

Omni-Channel Supervisor でのエージェントのキューとスキルの割り当ての管理
必要に応じてキューを変更して、受信サポート要求に応答します。顧客をサポートするためのエージェントス
キルを更新します。[エージェント] タブの 2 つのボタンを使用すれば、キューの割り当てとスキルをすばやく
簡単に管理できます。
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: スーパーバイザがキューとスキルの割り当てを変更できるようにするには、[Omni-Channel Supervisor の設
定] で [キューとスキル] を選択します。

キューの割り当てを調整するには、1 人以上のエージェントを選択して [キューを変更] をクリックします。た
だし、ロールまたは公開グループを介してキューに割り当てられているエージェントは移動できません。
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方法: スキルの割り当てを調整するには、1 人以上のエージェントを選択し、[スキルを変更] をクリックしま
す。

エージェントがキューやスキルへの変更を表示するには、オフライン状態に変更してからオンライン状態に戻
す必要があります。

エージェントが他のブラウザタブからログアウトされる前の応答画面
エージェントが進行中の会話を誤って終了しないように、新しいタブまたはウィンドウでオムニチャネルにロ
グインする前に応答画面を表示できます。エージェントが他のタブまたはウィンドウで別のオムニチャネルコ
ンソールを開いたり、現在のタブを更新したりすると、他のコンソールのオムニチャネルからログアウトさ
れ、進行中の会話は終了します。応答画面を追加すれば、このような意図しないログアウトを防ぐことができ
ます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
方法: [設定] の [オムニチャネル設定] で、[オムニチャネルを含むコンソールの読み込み時にログイン確認を表
示] を選択します。
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フローからのスキルに基づく作業項目の転送
Apex を使用して PendingServiceRouting レコードやそれに関連する SkillRequirement レコードを作成するのが面倒だ
と感じていますか? コードを使用せずに、ルーティングカテゴリを選択してフローに SkillsBasedRoutingInvocableAction

を追加できます。この手法では、フロー内で強力なスキルベースのルーティング機能にアクセスできます。た
とえば、受信した作業に一致するエージェントの言語やその他のスキルに基づいて作業をエージェントに割り
当てるフローを作成します。
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。

関連トピック:

カテゴリ別に呼び出し可能なアクションをすばやく見つける

ケース管理: 条件付きマクロ、ガイド付きアクションリストの改善、
ケースのマージ
Salesforce は、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。複数のケースを 1 つのマスターレ
コードにマージします。アクション & おすすめコンポーネント (旧名称はガイド付きアクションリスト) の [Next

Best Action Recommendations] などで、エージェントに次のステップを示します。また、Lightning Experience で条件
式を含む強力なマクロを作成します。
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このセクションの内容:

サービスの Lightning フロー: 適切なすべてのガイダンスを 1 か所ですべて提供
作業者に論理的な次のステップを、見つけやすい 1 つの場所 (アクション & おすすめコンポーネント) で示
します。これまでガイド付きアクションリストと呼ばれていたこのコンポーネントに、新機能に合わせた
新しい名前を付けました。画面フロー、クイックアクション、および Next Best Action のおすすめを含む ToDo

リストがエージェントに表示されます。また、さまざまな Lightning ページにリストを表示して、ユーザが
必要とする場所でユーザに必要なガイダンスを提供することができます。
ケース: ケースのマージ、ファイルの改善、テンプレートの機能強化
最大 3 個のケースをマージして重複を管理します。[ファイル] 関連リストでファイルの検索と使用がより簡
単になります。テンプレートライブラリをより詳細に制御します。
エージェントの生産性: Lightning Experience での条件付きマクロと改善されたクイックテキスト検索
エージェントがよりスマートに効率よく作業できるようにします。特定の条件を満たしたときに命令が実
行されるようにロジックをマクロに追加します。検索でタイトルだけでなくメッセージコンテンツも参照
されるため、エージェントは必要なクイックテキストをすばやく見つけることができます。

サービスの Lightning フロー: 適切なすべてのガイダンスを 1 か所ですべて提供
作業者に論理的な次のステップを、見つけやすい 1 つの場所 (アクション & おすすめコンポーネント) で示しま
す。これまでガイド付きアクションリストと呼ばれていたこのコンポーネントに、新機能に合わせた新しい名
前を付けました。画面フロー、クイックアクション、および Next Best Action のおすすめを含む ToDo リストが
エージェントに表示されます。また、さまざまな Lightning ページにリストを表示して、ユーザが必要とする場
所でユーザに必要なガイダンスを提供することができます。

このセクションの内容:

Einstein Next Best Action のおすすめをエージェントの手元に置く
Einstein Next Best Action 戦略からの上位のおすすめを、エージェントが実行できる他の次のステップと組み合
わせます。戦略で作成されたおすすめは、アクション & おすすめコンポーネントのタブに表示されます。
エージェントにそれらを表示するための個別の Next Best Action コンポーネントは必要でなくなりました。
アクション & おすすめコンポーネントでクイックアクションを使用して業務を順調に進行
エージェントがコンポーネントからクイックアクションを選択し、他の場所に移動することなくケースを
すばやくクローズできるようにします。エージェントはメールの送信、活動の記録、他のクイックアクショ
ンを、設定されたアクションのリストから直接実行できます。
より多くのガイダンスをより多くのページに表示
さらに多くのページでユーザに次のアクションを知らせます。商品、注文、さらにはカスタムオブジェク
トなどを含めるように Lightning Experience のアクション & おすすめコンポーネントのサポートを拡張しまし
た。
必要に応じたリストの並び替え
アクション & おすすめコンポーネント内のステップを入れ替えて、ワークフローに一致する順番にします。
固定または固定解除された各領域内でドロップダウンメニューを使用して項目を上下に移動できます。
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Einstein Next Best Action のおすすめをエージェントの手元に置く
Einstein Next Best Action 戦略からの上位のおすすめを、エージェントが実行できる他の次のステップと組み合わ
せます。戦略で作成されたおすすめは、アクション & おすすめコンポーネントのタブに表示されます。エー
ジェントにそれらを表示するための個別の Next Best Action コンポーネントは必要でなくなりました。
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。
方法: Einstein Next Best Action 戦略でビジネスロジックを取得し、ユーザの戦略で提案やアクションに絞り込むこ
とができるおすすめを定義します。アクション & おすすめリリースを作成し、戦略を選択して、おすすめの表
示方法を設定します。おすすめのみを表示したり、クイックアクション、画面フロー、および Field Service Mobile

フローを含めたりするようにリリースを設定することもできます。Lightning アプリケーションビルダーで、ア
クション & おすすめコンポーネントをレコードページに配置し、リリースを選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: サービスの Lightning フローおよびアクションと推奨コンポーネント(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)

Salesforce ヘルプ: Einstein Next Best Action (リリースプレビューの時点で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 Flow for Service Developer Guide (サービスの Lightning フロー開発者ガイド)(英語のみ)

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

アクション & おすすめコンポーネントでクイックアクションを使用して業務を順調に進行
エージェントがコンポーネントからクイックアクションを選択し、他の場所に移動することなくケースをすば
やくクローズできるようにします。エージェントはメールの送信、活動の記録、他のクイックアクションを、
設定されたアクションのリストから直接実行できます。
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。
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方法: リストにクイックアクションを追加するには、アクション & おすすめリリースを作成するか、プロセス
ビルダーを使用します。リリースで、オブジェクト固有のクイックアクションのコンテキストを提供するオブ
ジェクトを選択します。リストにグローバルクイックアクションをステップとして含めることもできます。
Lightning アプリケーションビルダーを使用してコンポーネントをレコードページにドラッグし、コンポーネン
トのプロパティでリリースを選択します。

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)(英語のみ)

より多くのガイダンスをより多くのページに表示
さらに多くのページでユーザに次のアクションを知らせます。商品、注文、さらにはカスタムオブジェクトな
どを含めるように Lightning Experience のアクション & おすすめコンポーネントのサポートを拡張しました。
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:

Lightning Flow for Service Developer Guide (サービスの Lightning フロー開発者ガイド): Supported Apps, Channels, and Objects

(サポート対象のアプリケーション、チャネル、オブジェクト)(英語のみ)

必要に応じたリストの並び替え
アクション & おすすめコンポーネント内のステップを入れ替えて、ワークフローに一致する順番にします。固
定または固定解除された各領域内でドロップダウンメニューを使用して項目を上下に移動できます。
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。
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ケース: ケースのマージ、ファイルの改善、テンプレートの機能強化
最大 3 個のケースをマージして重複を管理します。[ファイル] 関連リストでファイルの検索と使用がより簡単
になります。テンプレートライブラリをより詳細に制御します。

このセクションの内容:

単一レコードへのケースのマージ (ベータ)

重複したケースや、1 つのケースにマージしたい複数のケースがある場合、2 ～ 3 個のケースを 1 つのマス
タレコードにマージできるようになりました。ケースをマージすると、選択した項目値でマスタレコード
が更新されます。ほとんどの関連リスト、フィード項目、子レコードがマスタレコードにマージされます。
マスタレコードでは、Chatter フィード、参照のみの値と非表示の値 (作成日と作成者を除く)、関連項目、セ
キュリティが保持されます。
ケースの [ファイル] 関連リストでのメールメッセージの添付ファイルの表示
[ファイル] 関連リストが含まれるケースページで、エージェントがメールに添付されたファイルを表示で
きるようになりました。以前は、ファイルは [添付ファイル] 関連リストに他のコンテンツと一緒に表示さ
れていたため、識別がしづらくなっていました。今後は、[添付ファイル] 関連リストではなく、よりすっ
きりした [ファイル] 関連リストを使用してケースに関連付けられたファイルを表示できます。
ケース関連メール作成時のファイルの簡単な挿入
エージェントはより簡単にファイルをメールに添付できます。ケースに関連するファイルまたはメールに
添付されたファイルは、ファイルセレクタの [関連リスト] にまとめられます。複数のファイルを一度に追
加できます。また、セレクタによって重複の追加が防止されます。
メールテンプレートライブラリのより詳細な制御
顧客とのすべてのコミュニケーションは、一流でブランドと連携する必要があります。そのため、エージェ
ントが顧客とやりとりするときに使用するメールテンプレートが作成されてきました。ただし、エージェ
ントが独自のテンプレートを作成している場合、テンプレートの管理は難しくなります。テンプレートの
追跡はできなくなり、エージェントはどのテンプレートが承認されているかわかりません。その問題が解
決されました。ケース処理時に [メール] クイックアクションを使用するエージェントは、[新規テンプレー
トとして保存] および [テンプレートの保存] メニュー項目を利用できなくなりました。エージェントは引き
続き、Lightning Experience の[メールテンプレート] ホームからテンプレートの作成と編集ができます。
Lightning Experience でのケースマイルストンの表示
新しい [ケースマイルストン] 関連リストを使用して、サービスレベル契約をすべて満たしていることを確
認します。ケースの経過時間や完了など、あらゆる情報を Lightning Experience のケースレイアウトから追跡
します。

単一レコードへのケースのマージ (ベータ)

重複したケースや、1 つのケースにマージしたい複数のケースがある場合、2 ～ 3 個のケースを 1 つのマスタレ
コードにマージできるようになりました。ケースをマージすると、選択した項目値でマスタレコードが更新さ
れます。ほとんどの関連リスト、フィード項目、子レコードがマスタレコードにマージされます。マスタレ
コードでは、Chatter フィード、参照のみの値と非表示の値 (作成日と作成者を除く)、関連項目、セキュリティ
が保持されます。
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。
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メモ: ケースのマージはベータ機能としてのプレビュー版であり、Salesforce とのマスターサブスクリプ
ション契約における「サービス」には含まれません。この機能はお客様各自の裁量で使用し、購入する
ときは、現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて判断してください。Salesforce はこの機
能の特定期間内の正式リリースまたはリリースの有無を保証せず、いつでも中止できます。この機能は
評価のみを目的とし、本番環境での使用はできません。この機能は現状のまま提供され、サポートの対
象外です。この機能に起因あるいは関連して生じた危害または損害に対して Salesforce は一切の責任を負
わないものとします。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関するお客様の義務、関連する Salesforce

以外のアプリケーションおよびコンテンツの使用規約はすべて、お客様によるこの機能の使用にも同様
に適用されます。

方法: ケースのマージを有効にするには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「サポート設定」と入力し、
[サポート設定] を選択します。[ケースのマージを有効化 (ベータ)] を選択します。
ケースリストビューで、2 ～ 3 個のケースを選択し、[ケースをマージ] をクリックします。カスタムリスト
ビューからもケースをマージできます。[最近参照したデータ] リストからはマージできませんが、[最近参照し
たケース] リストからはマージできます。

ケース内からマージを開始して、他のマージするケースを追加することもできます。

マスタにマージする項目値を選択します。
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関連トピック:

IdeaExchange: ケース差し込みボタン

ケースの [ファイル] 関連リストでのメールメッセージの添付ファイルの表示
[ファイル] 関連リストが含まれるケースページで、エージェントがメールに添付されたファイルを表示できる
ようになりました。以前は、ファイルは [添付ファイル] 関連リストに他のコンテンツと一緒に表示されていた
ため、識別がしづらくなっていました。今後は、[添付ファイル] 関連リストではなく、よりすっきりした [ファ
イル] 関連リストを使用してケースに関連付けられたファイルを表示できます。
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: [メール] 関連リストをケースページレイアウトに追加します。[ソース] 列がファイルのソースを示しま
す。複数のソースから同じファイルを表示できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Salesforce Files の使用

ケース関連メール作成時のファイルの簡単な挿入
エージェントはより簡単にファイルをメールに添付できます。ケースに関連するファイルまたはメールに添付
されたファイルは、ファイルセレクタの [関連リスト] にまとめられます。複数のファイルを一度に追加できま
す。また、セレクタによって重複の追加が防止されます。

258

ケース管理: 条件付きマクロ、ガイド付きアクションリ
ストの改善、ケースのマージ

Salesforce Summer '19 リリースノート

https://success.salesforce.com/ideaView?id=08730000000IG6hAAG
https://help.salesforce.com/articleView?id=collab_files_overview.htm&type=5&language=ja


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: [メール] 関連リストをケースページレイアウトに追加します。

メールテンプレートライブラリのより詳細な制御
顧客とのすべてのコミュニケーションは、一流でブランドと連携する必要があります。そのため、エージェン
トが顧客とやりとりするときに使用するメールテンプレートが作成されてきました。ただし、エージェントが
独自のテンプレートを作成している場合、テンプレートの管理は難しくなります。テンプレートの追跡はでき
なくなり、エージェントはどのテンプレートが承認されているかわかりません。その問題が解決されました。
ケース処理時に [メール] クイックアクションを使用するエージェントは、[新規テンプレートとして保存] およ
び [テンプレートの保存] メニュー項目を利用できなくなりました。エージェントは引き続き、Lightning Experience

の[メールテンプレート] ホームからテンプレートの作成と編集ができます。
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。
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Lightning Experience でのケースマイルストンの表示
新しい [ケースマイルストン] 関連リストを使用して、サービスレベル契約をすべて満たしていることを確認し
ます。ケースの経過時間や完了など、あらゆる情報を Lightning Experience のケースレイアウトから追跡します。
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。
方法: オブジェクトマネージャで、ケースオブジェクトを見つけます。ケースレイアウトを編集し、[ケースマ
イルストン] 関連リストをレイアウトの [関連リスト] セクションにドラッグします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: ケースのマイルストン関連リストの使用 (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)

エージェントの生産性: Lightning Experience での条件付きマクロと改善された
クイックテキスト検索
エージェントがよりスマートに効率よく作業できるようにします。特定の条件を満たしたときに命令が実行さ
れるようにロジックをマクロに追加します。検索でタイトルだけでなくメッセージコンテンツも参照されるた
め、エージェントは必要なクイックテキストをすばやく見つけることができます。

このセクションの内容:

条件付き命令によるマクロの強化
Lightning Experience で条件付き命令が含まれるスマートマクロを使用すると、エージェントの生産性が向上
します。実行する命令を制御する式を追加します。
クイックテキストの迅速な検索
Lightning Experience で、すべてのクイックテキストの本文を検索し、適切なクイックテキストをすばやく見
つけます。以前は、クイックテキスト検索でタイトルのみが参照されていました。
カテゴリ別に呼び出し可能なアクションをすばやく見つける
呼び出し可能なアクションとクイックアクションは、フローの宣言型ビルディングブロックです。見つけ
やすいように、カテゴリに分類されました。Service Cloud の呼び出し可能なアクションには、
GenerateWorkOrderInvocableAction.java、InvocableArchiveKnowledgeArticles.java、SkillsBasedRoutingInvocableAction が含ま
れます。
ライブ Quip 文書とチャットルームを Service Cloud に直接埋め込む
ケースデータ、エスカレーション、チームコミュニケーションを Service Cloud の統合されたコラボレーショ
ン環境に一元化して、ケースを迅速に解決します。ユーザをより適切にサポートするために、Service Cloud

固有の Quip 文書テンプレートを使用して、全員で同じ情報を共有し、混乱した作業をプロセス化します。

条件付き命令によるマクロの強化
Lightning Experience で条件付き命令が含まれるスマートマクロを使用すると、エージェントの生産性が向上しま
す。実行する命令を制御する式を追加します。
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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。
理由: マクロビルダーで、IF、ELSEIF、ELSE 式を使用して条件ロジックを作成します。式のいずれかまたはすべ
ての条件を満たしたときに実行される命令を追加します。より複雑なロジックを作成するには、条件をグルー
プ化して、複数の ELSEIF ステートメントを追加します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でのマクロへのロジックの追加(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)

クイックテキストの迅速な検索
Lightning Experience で、すべてのクイックテキストの本文を検索し、適切なクイックテキストをすばやく見つけ
ます。以前は、クイックテキスト検索でタイトルのみが参照されていました。
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。
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カテゴリ別に呼び出し可能なアクションをすばやく見つける
呼び出し可能なアクションとクイックアクションは、フローの宣言型ビルディングブロックです。見つけやす
いように、カテゴリに分類されました。Service Cloud の呼び出し可能なアクションには、
GenerateWorkOrderInvocableAction.java、InvocableArchiveKnowledgeArticles.java、SkillsBasedRoutingInvocableAction が含まれ
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。
方法: フローの作成時に、[アクション] フロー要素を Flow Builder キャンバスにドラッグします。[絞り込み条件]

でカテゴリを選択します。フローに追加する呼び出し可能アクションまたはクイックアクションを検索する
か、すべての利用可能なアクションのリストを表示します。

関連トピック:

フロー作成時の種別またはカテゴリによるアクションの検索
フローからのスキルに基づく作業項目の転送

ライブ Quip 文書とチャットルームを Service Cloud に直接埋め込む
ケースデータ、エスカレーション、チームコミュニケーションを Service Cloud の統合されたコラボレーション
環境に一元化して、ケースを迅速に解決します。ユーザをより適切にサポートするために、Service Cloud 固有
の Quip 文書テンプレートを使用して、全員で同じ情報を共有し、混乱した作業をプロセス化します。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Editio、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience の Lightning アプリケーションに適用されます。
対象ユーザ: この変更は、Quip エンタープライズプランまたは無料トライアルを使用する組織で使用できます。
方法: Salesforce を Quip に接続します (まだ接続していない場合)。[設定] で、[クイック検索] ボックスに「Quip」
と入力し、手順に従います。Lightning アプリケーションビルダーを起動し、Quip 文書コンポーネントを更新す
るサービスページに追加します。
文書コンポーネントの動作を設定するオプションがいくつかあります。たとえば、各レコードに同じ Quip 文
書を添付できます。または、差し込み印刷構文を使用して、テンプレートから新規文書に自動入力できます。
レコードごとに異なるテンプレートを使用することもできます。また、埋め込み Quip 文書にカスタム表示ラ
ベルを割り当てることができます。
サービスケースの [Case Swarming (ケースのスワーミング)] タブに埋め込まれた Quip 文書の例を次に示します。
カスタム表示ラベルは [Swarm Room Document (スワームルーム文書)] となっています。Salesforce 内で直接文書を
編集するか、Quip で開くことができます。
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関連トピック:

Quip サポート: The Quip Document Component for Salesforce: A Guide for Users (Salesforce 向け Quip ドキュメントコン
ポーネント: ユーザ向けガイド)

Quip サポート: The Quip Document Component for Salesforce: A Guide for Admins (Salesforce 向け Quip ドキュメントコン
ポーネント: システム管理者向けガイド)

Quip テンプレート
Quip for Service の Web セミナー

Analytics: 行レベルの数式 (ベータ)、レポート通知、予測分析を使
用したテンプレート、Einstein 予測サービス

行レベルの数式の機能がレポートのすべてのレコードで使用できるようになります。レポートに条件を設定
し、条件が満たされたらメールで通知されます。テンプレートで予測分析をアプリケーションに追加できま
す。Einstein Discovery 予測をどこにでも埋め込めます。他にも多くの機能があります。

このセクションの内容:

レポートとダッシュボード: 行レベルの数式 (ベータ)、レポート結果検索、登録条件
レポートとダッシュボードで、新しい方法を使用してデータを分析します。行レベルの数式 (ベータ) を使
用すると、レポートのすべてのレコードで数式の評価機能を利用できます。レポート内の特定のデータを
検索し、条件付き書式によって強調表示します。完了した商談の合計が $1,000,000 に達したことや新しい
ケース数が 100 件を超えたことを知る必要がある場合は、レポートを登録し、条件を設定すると、それら
の条件が満たされたときにメールを受け取ることができます。
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Einstein Analytics: 予測分析が含まれるアプリケーションテンプレート、Einstein 予測サービス、カスタマイズ
可能な動画オンボーディング
アプリケーションテンプレートに組み込まれている Einstein Discovery 予測機能を使用してアプリケーション
の IQ を高めます。Einstein Discovery 予測をどこにでも埋め込めます。独自のダッシュボード内動画を使用し
て、ユーザのオンボーディングジャーニーをカスタマイズします。

レポートとダッシュボード: 行レベルの数式 (ベータ)、レポート結果
検索、登録条件
レポートとダッシュボードで、新しい方法を使用してデータを分析します。行レベルの数式 (ベータ) を使用す
ると、レポートのすべてのレコードで数式の評価機能を利用できます。レポート内の特定のデータを検索し、
条件付き書式によって強調表示します。完了した商談の合計が $1,000,000 に達したことや新しいケース数が 100

件を超えたことを知る必要がある場合は、レポートを登録し、条件を設定すると、それらの条件が満たされた
ときにメールを受け取ることができます。

このセクションの内容:

レポート: 行レベルの数式 (ベータ)、検索、Lightning 履歴追跡
行レベルの数式 (ベータ) は、レポートのすべてのレコードの新しい値を計算する強力な方法です。レポー
ト結果検索を使用すると、レポートの実行後に特定のデータを簡単に見つけることができます。Lightning

Experience で履歴追跡レポートを作成および編集すると、データの経時的な変化を追跡できます。
ダッシュボード: 並び替えの刷新、テーブル小計、テーブル列のサイズ変更
ダッシュボードデータの表示と使用を改善するために、新しく整理と集計のためのツールが導入されまし
た。2 レベルの並び替えでは、各ダッシュボードコンポーネントの並び替えオプションが展開され、ダッ
シュボード作成者はデータを選定しやすくなります。Lightning テーブルコンポーネントの小計には、表示
されているデータの集計が表示されます。また、データに対して Lightning テーブル列が狭すぎる場合は、
サイズを変更して広げることができます。
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登録: ダッシュボード登録メールのグラフの改善とレポート通知の条件
レポートを登録し、指定した条件が満たされたときにのみメールを受け取ることができます。さらにダッ
シュボード登録メールのグラフ機能が充実し、外観が改善されました。

レポート: 行レベルの数式 (ベータ)、検索、Lightning 履歴追跡
行レベルの数式 (ベータ) は、レポートのすべてのレコードの新しい値を計算する強力な方法です。レポート結
果検索を使用すると、レポートの実行後に特定のデータを簡単に見つけることができます。Lightning Experience

で履歴追跡レポートを作成および編集すると、データの経時的な変化を追跡できます。

このセクションの内容:

行レベルの数式によるレポート内の各レコードの評価 (ベータ)

ビジネス上の疑問に答えるために、レポートの各行で計算を行う必要がある場合があります。行レベルの
数式を使用すれば、レポートデータをスプレッドシートにエクスポートしたり、システム管理者に 1 回限
りのカスタム数式項目の作成を依頼したりする必要がありません。その代わりに、Lightning レポートビル
ダーで直接、行レベルの数式を記述します。
条件付き書式を使用したデータの強調表示 (正式リリース)

特に重要な商談や取引先に注目します。瞬時にインサイトを得るために、Lightning Experience のサマリーレ
ポートやマトリックスレポートに条件付き書式を追加して、特定の条件に一致する項目を強調表示します。
正式リリースされたこの機能では、管理パッケージを使用してリリースまたは取得されたレポートでの条
件付き書式がサポートされます。
検索によるレコードの迅速な発見
関心があるレコードだけを見つけるためにレポート全体を探し回るのは、時間がかかることがあります。
レポートテーブル検索が強化されたため、必要な情報を探すための時間を短縮できます。
[項目] ペインでの数式の操作
[項目] ペインの上部から直接、集計項目を作成、編集、削除できるようになりました。集計項目列を削除
すると、列は [項目] ペインに保存されるため、後ですばやく追加し直すことができます。行レベルの数式
がベータの間は、表示のみが可能です。
Lightning での履歴追跡レポートの作成
Salesforce Classic に切り替えなくても、ビジネスがどのように変化しているかについて有意義なレポートを作
成できるようになりました。Lightning Experience ですべての履歴追跡レポートを作成、編集、および表示で
きます。履歴追跡レポート (履歴トレンドレポートとも呼ばれる) を使用すると、主要なビジネス総計値の
経時的な変化を捉えることができます。
書式設定された結合レポートのエクスポート
書式設定された結合レポートをエクスポートできるようになりました。書式設定された結合レポートをエ
クスポートすると、読みやすいレイアウトをスプレッドシート編集ソフトウェアで保持できます。結合レ
ポートは、常に .xlsx 形式の [フォーマット済みレポート] としてエクスポートされます。[詳細のみ]、そ
の他のファイル形式、その他のエンコードはサポートされていません。
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レポートテーブルの内容の表示の改善
一部の項目ですべての内容を表示するのが困難なことはありませんか? レポート行のサイズ設定が改善さ
れ、内容が収まるようになりました。ロングテキストエリア項目 (メモなど) で、改行が正しく表示され、
画像が完全に表示されます。
小さな数式エディタの廃止
小さな数式エディタは廃止されました。レポート数式を作成または編集するときに使用できるのは、大き
く、機能が充実したエディタのみになりました。小さなエディタでは、数式をすばやく追加または編集で
きましたが、多くの優れた数式記述機能は使用できませんでした。大きなエディタでは、項目や関数を参
照できるため、強力な数式をすばやく記述できます。

行レベルの数式によるレポート内の各レコードの評価 (ベータ)

ビジネス上の疑問に答えるために、レポートの各行で計算を行う必要がある場合があります。行レベルの数式
を使用すれば、レポートデータをスプレッドシートにエクスポートしたり、システム管理者に 1 回限りのカス
タム数式項目の作成を依頼したりする必要がありません。その代わりに、Lightning レポートビルダーで直接、
行レベルの数式を記述します。
対象: この変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

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

メモ: 行レベルの数式はベータ機能としてのプレビュー版であり、Salesforce とのマスターサブスクリプ
ション契約における「サービス」には含まれません。この機能はお客様各自の裁量で使用し、購入する
ときは、現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて判断してください。Salesforce はこの機
能の特定期間内の正式リリースまたはリリースの有無を保証せず、いつでも中止できます。この機能は
評価のみを目的とし、本番環境での使用はできません。加えて、無保証で提供され、サポート対象外で
あるため、この機能に起因あるいは関連して生じた危害または損害に対して Salesforce は一切の責任を負
わないものとします。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関するお客様の義務、関連する Salesforce

以外のアプリケーションおよびコンテンツの使用規約はすべて、お客様によるこの機能の使用にも同様
に適用されます。Lightning Experience の行レベルの数式に関するフィードバックや提案は、Trailblazer Community

に投稿してください。
理由: たとえば、商談レポートで行レベルの数式を記述して、各商談の作成日と完了予定日の間の日数を計算
します。これを実行するには、完了予定日から作成日を減算します。
行レベルの数式を追加するには、[概要] ペインの [列] セクションで、  > [行レベルの数式を追加 (ベータ)] を
クリックします (1)。
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行レベルの数式列に「Time to Close」(完了までの期間) という名前を付けます (2)。[数式出力種別] として
[数値] を選択します (3)。そして、次のように数式を記述します (4)。
CLOSE_DATE - DATEVALUE(CREATED_DATE)

メモ:

• CLOSE_DATE と CREATED_DATE は、[完了予定日] 項目と [作成日] 項目の API 参照名です。数式では、
項目の表示名ではなく API 参照名を使用します。項目の API 参照名を最も簡単に入力するには、項目メ
ニューから API 参照名を検索し、選択し、[挿入 >] をクリックします。

• この 2 つの項目値は、一方からもう一方を減算できるように、データ型が一致している必要がありま
す。CLOSE_DATE のデータ型は date であり、CREATED_DATE のデータ型は datetime であるため、
DATEVALUE() 関数を使用して CREATED_DATE を date に変換します。

[適用] をクリックします (5)。
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行レベルの数式は、レポートの列として表示されます (6)。
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方法: [設定] から、行レベルの数式 (ベータ) 機能を有効にします。[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]をクリックします。[行レベルの数式を有効化 (Lightning Experience

のみ)] を選択し、[保存] をクリックします。

関連トピック:

IdeaExchange: Custom calculations on reports - at the row level (not summary) (レポートでのカスタム計算 - 行レベル (概
要以外))

条件付き書式を使用したデータの強調表示 (正式リリース)

特に重要な商談や取引先に注目します。瞬時にインサイトを得るために、Lightning Experience のサマリーレポー
トやマトリックスレポートに条件付き書式を追加して、特定の条件に一致する項目を強調表示します。正式リ
リースされたこの機能では、管理パッケージを使用してリリースまたは取得されたレポートでの条件付き書式
がサポートされます。
対象: この変更は、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: $100,000 ～ $500,000 の金額の商談を持つ取引先を一目で確認したい場合や、サポートエージェントあたり
のオープンケースの合計数を監視したい場合に、Lightning Experience でレポートに 5 つの書式設定ルールを適用
できるようになりました。また、適用するルールごとに最大 3 つのビンを定義できます。各ビンには標準パ
レットまたはカスタム色を使用できます。
方法: 1 つ以上の基準または集計を含むサマリーレポートまたはマトリックスレポートを編集モードで開きま
す。[条件付き書式]をクリックします。[条件付き書式ルールを追加] で、自社のビジネスの KPI として機能する
集計項目またはカスタム集計項目を選択します。マトリックスレポートの総計に条件付き書式を適用すること
もできます。ブレークポイントの値と、各ビンの範囲の色を設定します。条件付き書式ルールを適用する準備
ができたら、[完了] をクリックします。
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検索によるレコードの迅速な発見
関心があるレコードだけを見つけるためにレポート全体を探し回るのは、時間がかかることがあります。レ
ポートテーブル検索が強化されたため、必要な情報を探すための時間を短縮できます。
対象: この変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: 表形式レポート、サマリーレポート、マトリックスレポートで、レポートの実行ページにある検索アイ
コンをクリックします。検索項目に検索文字列を入力します。検索文字列には、英数字と特殊文字を含めるこ
とができます。見やすいように、検索文字列を含むレポートヘッダーと項目が黄色で強調表示されます。検索
項目には、検索結果の数も表示されます。結果間を移動するには、[前へ] ボタンと [次へ] ボタンを使用しま
す。

メモ:

• レポートテーブル検索は、表示されているレコード (最大 2,000 レコード、100 列) の結果のみを返しま
す。

• マトリックスレポートでは、レポートテーブル検索をサマリーテーブルには使用できますが、詳細行
には使用できません。
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[項目] ペインでの数式の操作
[項目] ペインの上部から直接、集計項目を作成、編集、削除できるようになりました。集計項目列を削除する
と、列は [項目] ペインに保存されるため、後ですばやく追加し直すことができます。行レベルの数式がベータ
の間は、表示のみが可能です。
対象: この変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: [項目] ペインの上部には、[集計項目] と [行レベルの数式 (ベータ)] の 2 つの数式フォルダがあり、そのそ
れぞれにはその名前が示す数式が含まれています。レポートに行レベルの数式がない場合は、[行レベルの数
式 (ベータ)] フォルダは表示されません。

[集計項目] フォルダからは、集計項目を作成 (+ [数式を作成])、編集 (  > [編集])、削除 (  > [削除])、追加 (  >

[追加]) できます。
すべての数式 (集計項目と行レベルの数式) は、[すべての項目を検索...] から検索できます。

Lightning での履歴追跡レポートの作成
Salesforce Classic に切り替えなくても、ビジネスがどのように変化しているかについて有意義なレポートを作成
できるようになりました。Lightning Experience ですべての履歴追跡レポートを作成、編集、および表示できま
す。履歴追跡レポート (履歴トレンドレポートとも呼ばれる) を使用すると、主要なビジネス総計値の経時的な
変化を捉えることができます。
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。
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書式設定された結合レポートのエクスポート
書式設定された結合レポートをエクスポートできるようになりました。書式設定された結合レポートをエクス
ポートすると、読みやすいレイアウトをスプレッドシート編集ソフトウェアで保持できます。結合レポート
は、常に .xlsx形式の [フォーマット済みレポート] としてエクスポートされます。[詳細のみ]、その他のファ
イル形式、その他のエンコードはサポートされていません。
対象: この変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: 結合レポートを参照しているときに、または [レポート] タブから直接、  > [エクスポート] > [エクスポー
ト] をクリックしてレポートのダウンロードを開始します。

レポートテーブルの内容の表示の改善
一部の項目ですべての内容を表示するのが困難なことはありませんか? レポート行のサイズ設定が改善され、
内容が収まるようになりました。ロングテキストエリア項目 (メモなど) で、改行が正しく表示され、画像が完
全に表示されます。
対象: この変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

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

小さな数式エディタの廃止
小さな数式エディタは廃止されました。レポート数式を作成または編集するときに使用できるのは、大きく、
機能が充実したエディタのみになりました。小さなエディタでは、数式をすばやく追加または編集できました
が、多くの優れた数式記述機能は使用できませんでした。大きなエディタでは、項目や関数を参照できるた
め、強力な数式をすばやく記述できます。
対象: この変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

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

ダッシュボード: 並び替えの刷新、テーブル小計、テーブル列のサイズ変更
ダッシュボードデータの表示と使用を改善するために、新しく整理と集計のためのツールが導入されました。
2 レベルの並び替えでは、各ダッシュボードコンポーネントの並び替えオプションが展開され、ダッシュボー
ド作成者はデータを選定しやすくなります。Lightning テーブルコンポーネントの小計には、表示されている
データの集計が表示されます。また、データに対して Lightning テーブル列が狭すぎる場合は、サイズを変更し
て広げることができます。

このセクションの内容:

グループと基準によるダッシュボードコンポーネントの並び替え
ダッシュボードコンポーネントの並び替えが刷新され、コンポーネントでのデータの並び替え方法が改善
されました。表示ラベルまたは値による並び替えを選択する代わりに、指定したグループまたは基準で並
び替えることができます。さらに、ダッシュボードコンポーネントでの 2 レベルの並び替えもサポートさ
れるようになりました。そのため、コンポーネントをフェーズで並び替えてから、合計金額で並び替える
ことや、平均年齢で並び替えてからレコード数で並び替えることができます。
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Lightning テーブルの第 1 レベルのグループでの小計の表示
Lightning テーブルの 2 レベルグルーピングは、ダッシュボードのデータを集計する強力な方法です。たとえ
ば、商談金額の合計を、種別ごとにグループ化してから、フェーズごとにグループ化して表示できます。
以前は 2 つ目のグループを追加すると、2 つ目のグループ (フェーズ) ごとの商談金額合計は表示されました
が、1 つ目のグループ (種別) ごとの商談金額合計は表示されませんでした。現在は、両方の金額合計が表示
されるようになりました。小計を表示することで、第 1 レベルのグループのデータを集計できます。
Lightning テーブルでの列のサイズ変更
Lightning テーブル列が狭すぎる場合は、サイズを変更して広げることができます。列はサイズ変更できま
すが、行はできません。サイズ変更は、現在のセッションでのみ保持されます。つまり、次回ダッシュボー
ドを開いたときには、デフォルトの列幅が使用されます。

グループと基準によるダッシュボードコンポーネントの並び替え
ダッシュボードコンポーネントの並び替えが刷新され、コンポーネントでのデータの並び替え方法が改善され
ました。表示ラベルまたは値による並び替えを選択する代わりに、指定したグループまたは基準で並び替える
ことができます。さらに、ダッシュボードコンポーネントでの 2 レベルの並び替えもサポートされるようにな
りました。そのため、コンポーネントをフェーズで並び替えてから、合計金額で並び替えることや、平均年齢
で並び替えてからレコード数で並び替えることができます。
対象: この変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: ダッシュボードコンポーネントのデータを並び替えるには、ダッシュボードコンポーネントを編集しま
す。

第 1 レベルの並び替え動作を設定するには、[並び替え] ドロップダウンから対象のグループまたは基準を選択
します (1)。並び替え基準にしたいグループや基準が表示されない場合は、それがコンポーネント内に存在す
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ることを確認します。矢印アイコンをクリックすると並び替えの方向を昇順 ( ) または降順( ) に切り替え
ることができます (2)。第 2 レベルの並び替え動作を設定するには、[次の並び替え基準] ドロップダウンから対
象のグループまたは基準を選択します。

メモ:

過去と現在の並び替え動作についての留意事項
Summer '19 より前に作成されたダッシュボードコンポーネントには、もう 1 つの並び替えオプション、
[レポートのグループ化] があります。[レポートのグループ化] オプションの主な目的は、既存のダッ
シュボードで各コンポーネントの並び替え方法を妨げずに前方互換性を確保することでした。[レポー
トのグループ化] の昇順 ( ) での並び替えを選択することは、「ソースレポートの並び替え順と一致
させる」という意味です。[レポートのグループ化]の降順 ( ) での並び替えを選択することは、「ソー
スレポートの並び替え順と逆にする」という意味です。
[レポートのグループ化]は、Summer '19 以降に作成されたダッシュボードコンポーネントでは使用でき
ません。並び替え順を [レポートのグループ化] から指定したグループまたは基準に変更してダッシュ
ボードを保存すると、[レポートのグループ化] 並び替えオプションは表示されなくなります。ソース
レポートに行制限の検索条件 (Salesforce Classic のみで使用可能) がある場合は、[レポートのグループ化]

オプションが常に使用可能です。

Lightning テーブルの第 1 レベルのグループでの小計の表示
Lightning テーブルの 2 レベルグルーピングは、ダッシュボードのデータを集計する強力な方法です。たとえば、
商談金額の合計を、種別ごとにグループ化してから、フェーズごとにグループ化して表示できます。以前は 2

つ目のグループを追加すると、2 つ目のグループ (フェーズ) ごとの商談金額合計は表示されましたが、1 つ目
のグループ (種別) ごとの商談金額合計は表示されませんでした。現在は、両方の金額合計が表示されるように
なりました。小計を表示することで、第 1 レベルのグループのデータを集計できます。
対象: この変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: Lightning テーブルで小計を表示するには、コンポーネントを編集します。
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必要に応じて、データをグループ化し、基準列を追加します。[小計を表示] (1) を選択し、[更新]をクリックし
ます。
小計は常に、関連付けられた総計値列の集計種別と一致します。総計値列が金額合計であれば、小計は合計で
す (2)。たとえば、総計値列が平均年齢であれば、小計は平均です。

Lightning テーブルでの列のサイズ変更
Lightning テーブル列が狭すぎる場合は、サイズを変更して広げることができます。列はサイズ変更できます
が、行はできません。サイズ変更は、現在のセッションでのみ保持されます。つまり、次回ダッシュボードを
開いたときには、デフォルトの列幅が使用されます。
対象: この変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: Lightning テーブル列のサイズ変更は、[コンポーネントを編集] のプレビューまたはダッシュボードを表示
しているときに行います。サイズを変更する列の端をクリックしてドラッグします。
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登録: ダッシュボード登録メールのグラフの改善とレポート通知の条件
レポートを登録し、指定した条件が満たされたときにのみメールを受け取ることができます。さらにダッシュ
ボード登録メールのグラフ機能が充実し、外観が改善されました。

このセクションの内容:

レポート条件が満たされたときに通知を受信
Salesforce レポートの重要な集計が意味のあるしきい値に達したときに、待っていなくてもそれを知ること
ができるようになりました。レポートの実行直後に変更をレポート登録者に通知できるようになりました。
たとえば、ケースの対応期間の平均が 1 日より長くなった場合や、商談数が 100 件を超えた場合にメールを
送信するように条件を設定できます。レポートを実行するたびに、レポート条件が確認されます。しきい
値に達すると、指定された受信者に一致した条件のサマリーと共にメールが送信されます。[サマリー + レ
ポート] を選択すると、一致した条件のサマリーと共にフルレポートのコピーが送信されます。
登録メールのダッシュボードグラフとテーブルの改善
登録メールの正確性を高め、その情報を意味のあるものにするために、グラフとテーブルが改善されまし
た。たとえば、折れ線グラフには値、表示単位、小数部の桁数が表示され、可視化の背後にある数値を推
測する必要がなくなりました。

レポート条件が満たされたときに通知を受信
Salesforce レポートの重要な集計が意味のあるしきい値に達したときに、待っていなくてもそれを知ることがで
きるようになりました。レポートの実行直後に変更をレポート登録者に通知できるようになりました。たとえ
ば、ケースの対応期間の平均が 1 日より長くなった場合や、商談数が 100 件を超えた場合にメールを送信する
ように条件を設定できます。レポートを実行するたびに、レポート条件が確認されます。しきい値に達する
と、指定された受信者に一致した条件のサマリーと共にメールが送信されます。[サマリー + レポート]を選択
すると、一致した条件のサマリーと共にフルレポートのコピーが送信されます。
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対象: この変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: レポート登録に条件を追加すると、登録者は選択した集計が指定したしきい値に達したときにメールを
受信します。

登録メールのダッシュボードグラフとテーブルの改善
登録メールの正確性を高め、その情報を意味のあるものにするために、グラフとテーブルが改善されました。
たとえば、折れ線グラフには値、表示単位、小数部の桁数が表示され、可視化の背後にある数値を推測する必
要がなくなりました。
対象: この変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
内容: 次の設定が、登録メールのダッシュボードグラフとテーブルに反映されるようになりました。
ダッシュボードグラフ
• 表示単位
• 小数部の桁数
• 折れ線グラフに値を表示
• 小グループを「その他」グループと組み合わせる
• パレット
• テーマ
ダッシュボードテーブル
• グルーピング (以前はグルーピングが存在すると [データ無し] と表示されていました)

• テーマ
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Einstein Analytics: 予測分析が含まれるアプリケーションテンプレー
ト、Einstein 予測サービス、カスタマイズ可能な動画オンボーディン
グ
アプリケーションテンプレートに組み込まれている Einstein Discovery 予測機能を使用してアプリケーションの IQ

を高めます。Einstein Discovery 予測をどこにでも埋め込めます。独自のダッシュボード内動画を使用して、ユー
ザのオンボーディングジャーニーをカスタマイズします。

このセクションの内容:

Analytics 設定およびデータインテグレーション: データソースの増加、より多くの同期、同期の競合の減少
新しいデータソース (Netsuite および Oracle Eloqua) に接続したり、より多くの Redshift データを同期したり、
増分同期の競合のクリーンアップを Analytics に許可したりできるようになりました。
Analytics 事前作成済みアプリケーション: 新しいテンプレート、タグによるテンプレートピッカーの絞り込
み、予測分析
環境維持、資金調達の効果、公共セクタのサービス提供を管理するための新しいテンプレートからアプリ
ケーションを作成します。テンプレートピッカーの [検索条件] 項目でタグを選択すれば、より簡単にテン
プレートを見つけることができます。また、組み込みの Einstein Discovery 予測機能を使用して、分析 IQ を高
めます。
Analytics アプリケーションの構築: 検索条件の改善、アセットの共有、グローバル検索条件の機能強化
エクスプローラで検索条件ロジックを使用したり、一度アセットを構築して各アプリケーションで共有す
ることで時間を節約したり、グローバルダッシュボード検索条件をさらにカスタマイズしたりできます。
Einstein Discovery: バイアス保護、Einstein 予測 Lightning コンポーネント
倫理的で説明可能な予測が提供される可能性の高い AI モデルを作成します。任意のレコード詳細ページで
Einstein Discovery 予測を標準 Lightning コンポーネントとして追加します。
Analytics の拡張: Einstein 予測サービス、埋め込みダッシュボードの検索条件ビルダー
Einstein Discovery 予測をアプリケーションまたは Web ページに埋め込みます。新しい名称の Einstein Analytics

ダッシュボードコンポーネントを使用すると、レコードページに埋め込まれたダッシュボードで動的なコ
ンテキスト検索条件を簡単に指定できます。
エンドユーザ向け Analytics: [詳細] タブ、ダッシュボード内のカスタマイズされたオンボーディング、モバイ
ルアプリケーション
[詳細] タブのリソースやアドベンチャーを使用して、Analytics ジャーニーを最初から開始または続行しま
す。また、ウィジェット固有の [詳細] オプションでユーザのオンボーディングジャーニーをカスタマイズ
したり、Summer '19 リリースと一致する新しいバージョンの Analytics for iOS/Android を検索したりできます。

Analytics 設定およびデータインテグレーション: データソースの増加、より多
くの同期、同期の競合の減少
新しいデータソース (Netsuite および Oracle Eloqua) に接続したり、より多くの Redshift データを同期したり、増分
同期の競合のクリーンアップを Analytics に許可したりできるようになりました。
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このセクションの内容:

Oracle Eloqua および NetSuite でのデータへの接続 (正式リリース)

Oracle Eloqua および NetSuite コネクタを使用して、より多くの Enterprise Application データに接続できます。こ
れらの機能が正式リリースされました。
Amazon Redshift 接続で同期できるデータの増加
Amazon Redshift オブジェクトごとに、最大 1 億行または 50 GB のいずれかの制限に達するまで読み込むこと
ができるようになりました。以前の制限はオブジェクトあたり 2,000 万行または 10 GB でした。
大量の Google BigQuery データを抽出する場合のパフォーマンスの向上
1,000 万レコードなどの大量のデータを抽出する場合のパフォーマンスを向上するには、「Staging (ステージ
ング)」抽出モードを使用します。このモードを使用してデータを抽出する場合、コネクタはまず指定され
た Google Cloud ストレージパスでデータをステージングし、次にそのストレージパスからデータを抽出しま
す。
接続済み Salesforce オブジェクトの接続モードの 1 か所での設定
潜在的な競合を排除するために、各接続済み Salesforce オブジェクトの接続モードを 1 か所で指定するよう
になりました。この機能は、Salesforce ローカルコネクタを使用するオブジェクトにのみ適用されます。以
前は、同じオブジェクトのこのプロパティを複数の場所で設定できたため、競合が発生することがありま
した。1 つ以上のデータフローの sfdcDigest ノードで「incremental」プロパティを設定できます。また、[接続]

ページで接続モードを設定することもできます。接続モードオプションとして [完全同期] も追加されまし
た。
レシピでの新しく追加された項目のキャプチャ
レシピを編集するときに、レシピの作成後にデータ同期に追加される項目を見落とすことはもうありませ
ん。[列] タブに新しい項目が表示され、レシピに含めることができます。以前は、項目が表示されません
でした。
レシピのプレビューでの Null と空の文字列の識別
データに null 値と空の文字列の両方が含まれる場合があります。通常、空の文字列は意図的なもので、値
が存在しないことを意味します。null 値はよりあいまいなもので、データが収集されていない可能性もあれ
ば、値が実際に存在しない場合もあります。null と空の文字列を区別しやすくするために、これらは異なる
形式でレシピのプレビューに表示されます。
Google アナリティクスおよび BigQuery 接続の一貫性のある表示ラベル
Google Spanner 接続の表示ラベルに合わせて Google アナリティクスおよび BigQuery コネクタの接続プロパティ
の表示ラベルが更新されました。これらの表示ラベルは、Google で表示される表示ラベルとも一致します。
シンプルなモニター
ジョブ種別をすばやく区別できるように、モニターに [種別] 列が追加されました。レシピのモニターはシ
ンプルなままで、実行された処理数と該当する場合はエラー数が表示されます。[所要時間] 列の進行状況
バーは、処理済みのデータの量を確認するのに役立ちます。データフローとレシピの名前がハイパーリン
クになりました。これをクリックし、定義を編集できます。
レシピの項目プレビューの高速起動
レシピを作成するときのプレビューを高速化するために、デフォルトで複数値項目が含まれなくなりまし
た。これらの項目は、レシピで予期しない結果が生成される原因になる可能性があるため、レシピエディ
タに表示されません。たとえば、レシピに複数値項目が含まれていると、クエリがタイムアウトしたり、
読み込みや実行に失敗したりする可能性があります。
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データフローの同時実行によるデータ読み込みの高速化
Einstein Analytics Plus プラットフォームライセンスを持つ本番組織では、複数のデータフロージョブが重複し
ている場合、Analytics は最大 2 個のデータフローを同時に実行します。3 個以上のジョブが重複している場
合、Analytics は残りのジョブをキューに入れます。以前は、一度に 1 つのデータフローのみが実行されまし
た。

Oracle Eloqua および NetSuite でのデータへの接続 (正式リリース)

Oracle Eloqua および NetSuite コネクタを使用して、より多くの Enterprise Application データに接続できます。これ
らの機能が正式リリースされました。
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: データマネージャの [接続] タブで、Oracle Eloqua および NetSuite コネクタとの接続を作成します。

Amazon Redshift 接続で同期できるデータの増加
Amazon Redshift オブジェクトごとに、最大 1 億行または 50 GB のいずれかの制限に達するまで読み込むことがで
きるようになりました。以前の制限はオブジェクトあたり 2,000 万行または 10 GB でした。
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。
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大量の Google BigQuery データを抽出する場合のパフォーマンスの向上
1,000 万レコードなどの大量のデータを抽出する場合のパフォーマンスを向上するには、「Staging (ステージン
グ)」抽出モードを使用します。このモードを使用してデータを抽出する場合、コネクタはまず指定された
Google Cloud ストレージパスでデータをステージングし、次にそのストレージパスからデータを抽出します。
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。
方法: ステージングモードを使用するには、[Extract Mode (抽出モード)] 接続プロパティに「Staging」(ステージン
グ) と入力します。また、[Storage Path (ストレージパス)] プロパティにバケット名、またはバケット名とフォル
ダ名を入力します。例: <bucket_name> または <bucket_name>/<folder_name>

メモ: このステージング領域にファイルを書き込むには、[Client Email (クライアントメール)] で指定したユー
ザに、バケットに対するリスト、参照、および更新権限が必要です。

元のモードを使用するには、[Extract Mode (抽出モード)] プロパティを空白のままにするか、「Direct」(直接) と
入力します。
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接続済み Salesforce オブジェクトの接続モードの 1 か所での設定
潜在的な競合を排除するために、各接続済み Salesforce オブジェクトの接続モードを 1 か所で指定するようにな
りました。この機能は、Salesforce ローカルコネクタを使用するオブジェクトにのみ適用されます。以前は、同
じオブジェクトのこのプロパティを複数の場所で設定できたため、競合が発生することがありました。1 つ以
上のデータフローの sfdcDigest ノードで「incremental」プロパティを設定できます。また、[接続] ページで接続
モードを設定することもできます。接続モードオプションとして [完全同期] も追加されました。
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: データマネージャの [接続] タブで接続モードを設定するには、接続済みオブジェクトのドロップダウン
から[接続モードを編集]を選択します。完全同期のみをサポートするオブジェクトの場合、このオプションは
表示されません。

次に、接続モードを選択します。新しい [完全同期] オプションが表示されます。
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接続済みオブジェクトの増分設定を変更したり、sfdcDigest 変換への変更を保存したりすると、接続モードの競
合がクリーンアップされます。競合を排除するために、接続済みオブジェクトごとに 1 つの設定が保持され、
データフロー JSON から増分設定が削除されます。データフロー JSON の増分設定を変更して JSON をアップロー
ドすると、接続モードが更新されて、JSON からその設定が削除されます。

レシピでの新しく追加された項目のキャプチャ
レシピを編集するときに、レシピの作成後にデータ同期に追加される項目を見落とすことはもうありません。
[列] タブに新しい項目が表示され、レシピに含めることができます。以前は、項目が表示されませんでした。
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。

レシピのプレビューでの Null と空の文字列の識別
データに null 値と空の文字列の両方が含まれる場合があります。通常、空の文字列は意図的なもので、値が存
在しないことを意味します。null 値はよりあいまいなもので、データが収集されていない可能性もあれば、値
が実際に存在しない場合もあります。null と空の文字列を区別しやすくするために、これらは異なる形式でレ
シピのプレビューに表示されます。
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。
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方法: レシピを開いたときのプレビューで、null 値は灰色のイタリックで「null」と表示され、空の文字列は空
白値として表示されるようになりました。以前は、null と空の文字列が空白値としてレシピのプレビューに表
示されていました。

Google アナリティクスおよび BigQuery 接続の一貫性のある表示ラベル
Google Spanner 接続の表示ラベルに合わせて Google アナリティクスおよび BigQuery コネクタの接続プロパティの
表示ラベルが更新されました。これらの表示ラベルは、Google で表示される表示ラベルとも一致します。
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。
方法: 新しい表示ラベルは、Google アナリティクスまたは BigQuery 接続の作成時や編集時に表示されます。

新しい表示ラベル古い表示ラベル

Private Key (非公開鍵)Service Account Key (サービスアカウントキー)

Client Email (クライアントメール)Service Account ID (サービスアカウント ID)
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シンプルなモニター
ジョブ種別をすばやく区別できるように、モニターに [種別] 列が追加されました。レシピのモニターはシンプ
ルなままで、実行された処理数と該当する場合はエラー数が表示されます。[所要時間] 列の進行状況バーは、
処理済みのデータの量を確認するのに役立ちます。データフローとレシピの名前がハイパーリンクになりまし
た。これをクリックし、定義を編集できます。
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:モニターを開いて、データフロー、CSV アップロード、レシピ、データ同期ジョブの状況を表示します。
ジョブの横にある矢印をクリックし、ジョブの詳細を表示します。
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レシピの項目プレビューの高速起動
レシピを作成するときのプレビューを高速化するために、デフォルトで複数値項目が含まれなくなりました。
これらの項目は、レシピで予期しない結果が生成される原因になる可能性があるため、レシピエディタに表示
されません。たとえば、レシピに複数値項目が含まれていると、クエリがタイムアウトしたり、読み込みや実
行に失敗したりする可能性があります。
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: 必要に応じて、レシピエディタの [列] タブから手動でこれらの項目をレシピに追加できます。
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データフローの同時実行によるデータ読み込みの高速化
Einstein Analytics Plus プラットフォームライセンスを持つ本番組織では、複数のデータフロージョブが重複して
いる場合、Analytics は最大 2 個のデータフローを同時に実行します。3 個以上のジョブが重複している場合、
Analytics は残りのジョブをキューに入れます。以前は、一度に 1 つのデータフローのみが実行されました。
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。
対象ユーザ: 同時データフロージョブは、Einstein Analytics Plus プラットフォームライセンスを持つユーザが使用
できます。Einstein Analytics Growth ライセンスを持つ本番組織、または Sandbox 組織では、Analytics は引き続き一
度に 1 つのジョブを実行します。

Analytics 事前作成済みアプリケーション: 新しいテンプレート、タグによるテ
ンプレートピッカーの絞り込み、予測分析
環境維持、資金調達の効果、公共セクタのサービス提供を管理するための新しいテンプレートからアプリケー
ションを作成します。テンプレートピッカーの [検索条件] 項目でタグを選択すれば、より簡単にテンプレート
を見つけることができます。また、組み込みの Einstein Discovery 予測機能を使用して、分析 IQ を高めます。

このセクションの内容:

Sales Analytics および Service Analytics アプリケーションを使用するための Einstein Analytics Platform または Einstein

Analytics Plus 権限セットの割り当て
Sales Analytics および Service Analytics アプリケーションの権限セットは、Einstein Analytics Growth および Einstein

Analytics Plus ユーザの Salesforce の [設定] から削除されました。組織のシステム管理者およびユーザにアプリ
ケーションへのアクセス権が必要な場合、それらのユーザに Einstein Analytics Platform または Einstein Analytics

Plus 権限セットを割り当てます。
Analytics for Sustainability を使用した環境データに関するアクション可能なインサイトの取得
組織のエネルギー利用に関する重要業績評価指標を使用して、環境会計を財務会計に合わせます。ダッシュ
ボードの視覚化では、環境データキャプチャ、影響評価、組織の監査のプロセスを合理化する Salesforce

Sustainability 管理パッケージのデータを使用します。
新しい Analytics アプリケーションで活動資金集めを最大化
Fundraising Performance アプリケーションを使用すると、年間の支援者の維持/減少、支援者の増減、および支
援金額の増減に関するアクション可能なインサイトを得ることができます。
Public Sector Case Analytics を使用した公共セクタのサービス提供の測定および改善
Public Sector Case Analytics アプリケーションでは、ケースの状況に関するインサイトをすばやく取得し、即座
に対応する必要があるケースを明らかにできます。ダッシュボードの視覚化を使用すると、期日が経過し
ているか期日が近いケース関連の活動をすばやく明らかにし、クライアントサービスの提供を改善できま
す。
Financial Services Analytics テンプレートの新しい名称とライセンス
Financial Advisor Analytics テンプレートの名前が Wealth Starter Analytics に、Retail Banking Analytics の名前が Consumer

Banking Starter Analytics に変更されました。テンプレートを使用して、Financial Services Cloud データに基づいて
Einstein Analytics ソリューションの構築を開始します。
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作成する Analytics アプリケーションをすばやく見つけるためのタグによるテンプレートピッカーの絞り込み
増え続ける一連のアプリケーションをスクロールする代わりに、タグや業種でテンプレートピッカーを絞
り込み、必要なアプリケーションに直接アクセスします。テンプレートピッカーの [検索] 項目の横に [検索
条件] 項目が追加されました。
その他の機能強化: テンプレートの予測分析、簡単なダッシュボードの埋め込み
組み込みの Einstein Discovery 機能と自動化された検索条件の構築により、ダッシュボードを埋め込むときに
いつでもよりインテリジェントなテンプレートを利用できます。

関連トピック:

Einstein Analytics for Financial Services の機能強化によるリテールバンカーのための予測力の強化

Sales Analytics および Service Analytics アプリケーションを使用するための Einstein Analytics
Platform または Einstein Analytics Plus 権限セットの割り当て
Sales Analytics および Service Analytics アプリケーションの権限セットは、Einstein Analytics Growth および Einstein Analytics

Plus ユーザの Salesforce の [設定] から削除されました。組織のシステム管理者およびユーザにアプリケーション
へのアクセス権が必要な場合、それらのユーザに Einstein Analytics Platform または Einstein Analytics Plus 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 の Einstein Analytics Growth および Einstein Analytics Plus ユー
ザに適用されます。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: Einstein Analytics Growth または Einstein Analytics Plus ライセンスのいずれかを持つユーザは、アプリケー
ションへのアクセスに個別の Sales Analytics App ライセンスと Service Analytics App ライセンスを持つ必要がなくな
りました。
方法: Salesforce の [設定] で、ユーザに次の 1 つ以上の権限セットを割り当てます。
• Einstein Analytics Platform ユーザ。Sales Analytics と Service Analytics を参照するためのユーザ権限が含まれます。
• Einstein Analytics Platform 管理者。Sales Analytics と Service Analytics を作成および管理するためのユーザ権限が含

まれます。
• Einstein Analytics Plus ユーザ。Sales Analytics と Service Analytics を参照するためのユーザ権限が含まれます。
• Einstein Analytics Plus システム管理者。Sales Analytics と Service Analytics を作成および管理するためのユーザ権限

が含まれます。

Analytics for Sustainability を使用した環境データに関するアクション可能なインサイトの取
得
組織のエネルギー利用に関する重要業績評価指標を使用して、環境会計を財務会計に合わせます。ダッシュ
ボードの視覚化では、環境データキャプチャ、影響評価、組織の監査のプロセスを合理化する Salesforce Sustainability

管理パッケージのデータを使用します。
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。
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理由: Salesforce Sustainability 管理パッケージに含まれる Analytics Sustainability により、環境フットプリントの管理が
容易になります。アプリケーションのダッシュボードを使用して、エネルギー消費や炭素排出量の総計値を含
む、投資家レベルの環境影響データを測定し、レポートを作成して開示します。

方法: Analytics Studio で、[作成]をクリックして [アプリケーション]を選択します。次に [テンプレートから開始]

をクリックします。テンプレートピッカーをスクロールするか [検索] を使用して、[Analytics for Sustainability]

を選択します。設定ウィザードに従ってプロセスの残りの手順を進めます。

新しい Analytics アプリケーションで活動資金集めを最大化
Fundraising Performance アプリケーションを使用すると、年間の支援者の維持/減少、支援者の増減、および支援
金額の増減に関するアクション可能なインサイトを得ることができます。
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 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: Fundraising Performance アプリケーションからアプリケーションを作成し、資金集めを簡潔かつ一律に把握
することで、将来の促進のための改善を行うことができます。
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方法: Analytics Studio で、[作成]をクリックして [アプリケーション]を選択します。次に [テンプレートから開始]

をクリックします。テンプレートピッカーをスクロールするか [検索] を使用して、[Fundraising Performance]テ
ンプレートを選択します。Analytics に従ってプロセスの残りの手順を進めます。

Public Sector Case Analytics を使用した公共セクタのサービス提供の測定および改善
Public Sector Case Analytics アプリケーションでは、ケースの状況に関するインサイトをすばやく取得し、即座に
対応する必要があるケースを明らかにできます。ダッシュボードの視覚化を使用すると、期日が経過している
か期日が近いケース関連の活動をすばやく明らかにし、クライアントサービスの提供を改善できます。
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。
理由: Public Sector Case Analytics テンプレートからアプリケーションを作成して、チームのケース管理に関する
データを最大限に活用します。その視覚化により、公共セクタ組織は効果を測定し、サービスの提供を改善で
きます。効果的にケースを管理し、適切なアクションで解決できるように、プロセスのボトルネックを表示し
ます。また、自分やチームがサービスレベル契約に準拠しているかどうかを確認します。
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方法: Analytics Studio で、[作成]をクリックして [アプリケーション]を選択します。次に [テンプレートから開始]

をクリックします。テンプレートピッカーをスクロールするか [検索] 項目を使用して、[Public Sector Case

Analytics] を選択します。設定ウィザードに従ってプロセスの残りの手順を進めます。

Financial Services Analytics テンプレートの新しい名称とライセンス
Financial Advisor Analytics テンプレートの名前が Wealth Starter Analytics に、Retail Banking Analytics の名前が Consumer

Banking Starter Analytics に変更されました。テンプレートを使用して、Financial Services Cloud データに基づいて
Einstein Analytics ソリューションの構築を開始します。
対象: この変更は、Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning

Experience に適用されます。
対象ユーザ: Wealth Starter Analytics および Consumer Banking Starter Analytics テンプレートからアプリケーションを作
成するには、FSCAnalyticsPlus (Einstein Analytics for Financial Services) ライセンスが必要です。
理由: Wealth Starter Analytics は、クライアントとの関係を深め、運用資産 (AUM) を増やすことで、アドバイザーが
ビジネスを成長させることができるようにサポートします。その視覚化では、クライアントリストに関する
データを使用してすべてのクライアントのインサイトが提供されるため、現在のクライアントゴールに合わせ
てアクションを調整できます。
Consumer Banking Starter Analytics は、パーソナルバンカーが顧客との関係を深め、新規クライアントを惹きつけ
られるようにサポートします。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。また、紹介
と商談に関するインサイトを取得して、新しい関係の開始に役立てます。ダッシュボードを使用して、AUM の
増加と商品のクロスセルを実現できるようにします。
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作成する Analytics アプリケーションをすばやく見つけるためのタグによるテンプレートピッ
カーの絞り込み
増え続ける一連のアプリケーションをスクロールする代わりに、タグや業種でテンプレートピッカーを絞り込
み、必要なアプリケーションに直接アクセスします。テンプレートピッカーの [検索] 項目の横に [検索条件] 項
目が追加されました。
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: Analytics Studio で、[作成]をクリックして [アプリケーション]を選択します。[テンプレートから開始]をク
リックします。[検索条件] 項目からタグを選択します。

その他の機能強化: テンプレートの予測分析、簡単なダッシュボードの埋め込み
組み込みの Einstein Discovery 機能と自動化された検索条件の構築により、ダッシュボードを埋め込むときにいつ
でもよりインテリジェントなテンプレートを利用できます。
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。
時期: これらの機能は、Summer '19 リリース時にローリング方式で Analytics テンプレートに追加されます。
理由:拡張された Sales Analytics ウィザードを使用して、有望な商談を識別し、成立までの時間を短縮する Einstein

Discovery ストーリーを作成します。すでに Pricing Analytics に含まれていますが、予測分析が Einstein Analytics for

Veeva およびその他のテンプレートに追加されます。
また、ダッシュボードを埋め込んだ Lightning Experience ページレイアウトに関連するレコードの検索条件を自
動的に作成する Lightning コンポーネントがロールアウトされます。検索条件の構文を学習したり、手動で検索
条件を構築したりする必要はもうありません。この作業は Analytics によって自動的に行われます。
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方法: Einstein Discovery 機能を Analytics テンプレートに追加するには、設定ウィザードの指示に従います。Lightning

アプリケーションビルダーを使用して、Lightning Experience ページにダッシュボードを埋め込みます。

Analytics アプリケーションの構築: 検索条件の改善、アセットの共有、グロー
バル検索条件の機能強化
エクスプローラで検索条件ロジックを使用したり、一度アセットを構築して各アプリケーションで共有するこ
とで時間を節約したり、グローバルダッシュボード検索条件をさらにカスタマイズしたりできます。

このセクションの内容:

エクスプローラでの検索条件ロジックの操作
データ探索で高度な検索条件を使用してデータを絞り込むことが必要になる場合があります。SAQL ステー
トメントを作成することなく、ダッシュボードで検索条件ロジックをレンズまたはステップに適用できる
ようになりました。
列へのカスタム数式の迅速な追加
カスタム数式は、既存のデータの計算を行う場合に役立ちます。以前は、カスタム数式を追加するのに、
列をコピーして数式を追加する必要がありましたが、[データ] タブから列エディタを起動して数式を追加
できるようになり、クリック数が減少しました。
ディメンションの簡単な並び替え
数回クリックするだけでディメンション値を昇順または降順に並び替えることができます。以前は、SAQL

を使用しないとディメンション値を並び替えることができませんでした。
複合グラフと時間複合グラフでのドットの系列の使用
以前は、複合グラフと時間複合グラフでグラフの系列を表すために棒と線を使用できましたが、ドットの
オプションが追加されました。ドットを使用すると、複合グラフと時間複合グラフで簡単に中点グラフを
作成できます。営業ユーザの 1 つのグラフで中点グラフを使用して、異なる地域間や地域内のパイプライ
ンの健全性を視覚的に比較します。
グローバル検索条件とリストウィジェット、日付ウィジェット、範囲ウィジェットの機能強化を使用した
ダッシュボードコントロールのスタイル設定
グローバル検索条件が再設計されて、さらにカスタマイズできるようになり、より直感的になりました。
グローバル検索条件とリストウィジェット、日付ウィジェット、範囲ウィジェットで設計スタイルオプショ
ンが共有されるようになり、同じダッシュボードに配置したときにすべての検索条件のスタイルを合わせ
ることができます。
ダッシュボードインスペクタを使用したステップのデバッグ
ダッシュボードインスペクタの新機能により、クエリのデバッグが容易になりました。以前は、クエリが
正常に実行されると、クエリレベルの情報しか使用できませんでしたが、バインド構文または SAQL 構文を
使用して、問題を簡単に特定および修正できるようになりました。
Einstein Analytics 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。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。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。
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新しい SAQL timeseries オプションを使用した季節データの予測
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。データに季節変動があ
る場合でも、データに合った最適なアルゴリズムが選択されます。timeseries で、月、四半期、年の季
節性の他に日と週の季節性がサポートされるようになりました。ケース件数に週の変動 (週末近くに電話件
数がピークを迎える) があっても問題ありません - timeseries を使用して電話件数を予測し、計画を立て
られるようにします。
値テーブルでの Aggregateflex ステップの活用
対話型ダッシュボードと動的ダッシュボードのサポートを拡張するために、値テーブルの grainステップ
が aggregateflex ステップに置き換わります。この変更により、ダッシュボードウィジェットで動的検
索条件を作成できます。また、Bindings 2.0 構文で動的値テーブルを作成することもできます。
アセット履歴による以前に保存したバージョンのダッシュボード、レンズ、データフローへの復元 (パイ
ロット)

これまで、ダッシュボード、データフロー、レンズを編集する場合、各バージョンのコピーを保存しない
と、そのバージョンに戻すことができませんでした。アセット履歴を使用すると、アセットの新しいバー
ジョンを保存するたびに、そのスナップショットが自動的に保存されます。後でチームのメンバーが特定
のバージョンを復元するときに簡単に参照できるように、説明を使用してアセットにタグを付けます。ワー
クベンチ API コールを使用して、以前に保存したバージョンを表示し、そのバージョンに戻します。
新しい Analytics テンプレートフレームワーク機能を使用したアプリケーション間のアセットの共有
テンプレート連動関係機能を使用して、アプリケーション間で Analytics ダッシュボード、データセット、レ
ンズを再利用します。同じ組織の別のテンプレートから作成されたアプリケーションで、開発中のテンプ
レートアプリケーションの連動関係を作成します。開発しているテンプレートで、サポートしているアプ
リケーションに存在するダッシュボード、レンズ、データセットが参照されます。次に、新しいテンプレー
トでそれらのアセットが取り込まれ、ユーザがそのテンプレートから作成したアプリケーションにそれら
のアセットが表示されます。
アプリケーションの構築のその他の機能強化
エクスプローラの小さいが重要なこれらの変更を確認してください。

エクスプローラでの検索条件ロジックの操作
データ探索で高度な検索条件を使用してデータを絞り込むことが必要になる場合があります。SAQL ステート
メントを作成することなく、ダッシュボードで検索条件ロジックをレンズまたはステップに適用できるように
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: 検索条件ロジックを使用すると、複数の検索条件を同じ項目に追加できます。また、入力した値を含ま
ないデータを除外することもできます。検索条件ロジックで NOT 演算子を使用して項目レベルで CONTAIN 検索
条件を適用します。[検索条件を追加] ダイアログボックスで検索条件ロジックを定義または編集すると、SAQL

モードから切り替えることなく結果をすぐに表示できます。また、使いやすいユーザインターフェースによ
り、検索条件ロジックを追加するときのエラーが少なくなります。
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方法: 検索条件をレンズに追加したら、[検索条件] タブで をクリックします。[検索条件ロジックを追加]

を選択します。[検索条件ロジックを編集] で、条件番号と共に AND、OR、NOT 演算子を使用して検索条件ロジッ
クを構築します。完了したら、[適用] をクリックします。

関連トピック:

IdeaExchange: Wave Analytics - Report Filter Logic (using And and OR) (Wave Analytics - レポートの検索条件ロジック (AND

および OR を使用))

IdeaExchange: Wave Lens Filter for "Does Not Contain" on Text Fields (テキスト項目での [次の文字列を含まない] に対応
する Wave レンズ検索条件)

列へのカスタム数式の迅速な追加
カスタム数式は、既存のデータの計算を行う場合に役立ちます。以前は、カスタム数式を追加するのに、列を
コピーして数式を追加する必要がありましたが、[データ] タブから列エディタを起動して数式を追加できるよ
うになり、クリック数が減少しました。
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:比較テーブルまたはグラフのカスタム数式を定義するには、[基準] で をクリックし、[新規カスタム集
計項目を追加] をクリックします。列エディタで、列に名前を付けて、カスタム数式を入力します。完了した
ら、[適用] をクリックします。
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ディメンションの簡単な並び替え
数回クリックするだけでディメンション値を昇順または降順に並び替えることができます。以前は、SAQL を
使用しないとディメンション値を並び替えることができませんでした。
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:グラフ、比較テーブル、ピボットテーブルモードでレンズを開きます。[データ] タブで、並び替えるディ
メンションのアクションメニューをクリックします。[昇順に並び替え] または [降順に並び替え] を選択しま
す。ディメンションの並び替えを解除するには、[並び替えをクリア] をクリックします。
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複合グラフと時間複合グラフでのドットの系列の使用
以前は、複合グラフと時間複合グラフでグラフの系列を表すために棒と線を使用できましたが、ドットのオプ
ションが追加されました。ドットを使用すると、複合グラフと時間複合グラフで簡単に中点グラフを作成でき
ます。営業ユーザの 1 つのグラフで中点グラフを使用して、異なる地域間や地域内のパイプラインの健全性を
視覚的に比較します。
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。
方法:複合グラフの [フォーマッティング] パネルの [定期的な行動] (1) セクションで、[定期的な行動をカスタマ
イズ] (2) を選択し、[表示形式] (4) オプションから [ドット]  (3) を選択します。
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メモ: ドットのサイズは固定されており、変更できません。線や棒とは異なり、ドットには [値を表示]オ
プションはありません。

グローバル検索条件とリストウィジェット、日付ウィジェット、範囲ウィジェットの機能
強化を使用したダッシュボードコントロールのスタイル設定
グローバル検索条件が再設計されて、さらにカスタマイズできるようになり、より直感的になりました。グ
ローバル検索条件とリストウィジェット、日付ウィジェット、範囲ウィジェットで設計スタイルオプションが
共有されるようになり、同じダッシュボードに配置したときにすべての検索条件のスタイルを合わせることが
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 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、リストウィジェット、範囲ウィジェット、日付ウィジェットではコンボボックススタイル設定
(1)、グローバル検索条件ウィジェットではピルスタイル設定 (2) が使用されていましたが、ダッシュボードデ
ザイナで各ウィジェットに適したデザインを選択したり、同じダッシュボードのすべてのウィジェットの外観
を統一したりできるようになりました。
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方法: 検索条件ウィジェットパネルで、ダッシュボードのニーズに応じて [1 つのグローバル検索条件] または
[複数のグローバル検索条件] を選択します。

メモ: 検索条件ウィジェットに [複数のグローバル検索条件] を選択した場合、すべての検索条件が表示さ
れるようにダッシュボードの検索条件のサイズを変更します。

新しいグローバル検索条件ボタン (1) を使用して、ダッシュボードのすべてのグローバル検索条件を管理しま
す。このグローバル検索条件メニュー (2) から、検索条件の作成または削除、検索条件プロパティの設定を行
うことができます。また、パネルを使用すれば、ウィジェットに表示することなく検索条件をダッシュボード
に追加できます。
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リストウィジェット、日付ウィジェット、範囲ウィジェットに、ピルスタイル設定またはコンボボックススタ
イル設定のオプションが追加されました。

ダッシュボードインスペクタを使用したステップのデバッグ
ダッシュボードインスペクタの新機能により、クエリのデバッグが容易になりました。以前は、クエリが正常
に実行されると、クエリレベルの情報しか使用できませんでしたが、バインド構文または SAQL 構文を使用し
て、問題を簡単に特定および修正でき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。
方法:ステップにエラーがあって実行できない場合、ダッシュボードインスペクタ (1) を開き、エラーのあるス
テップ (2) を選択します。[詳細を参照] ボタン (3) を使用して、バインド構文エラー、クエリレベルエラー、実
行されたクエリの詳細情報を確認します。
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Einstein Analytics 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。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。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。
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。

新しい SAQL timeseries オプションを使用した季節データの予測
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。データに季節変動がある
場合でも、データに合った最適なアルゴリズムが選択されます。timeseriesで、月、四半期、年の季節性の
他に日と週の季節性がサポートされるようになりました。ケース件数に週の変動 (週末近くに電話件数がピー
クを迎える) があっても問題ありません - timeseries を使用して電話件数を予測し、計画を立てられるよう
にします。
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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。
理由: 2 ～ 24 の任意の季節性の期間を指定できるようになりました。製造の売上に 10 か月の季節性がある場合
や、特定の商品の商談が 3 年ごとにピークを迎える場合、timeseriesを使用して、季節パターンに関係なく
将来のデータの値を正確に予測できます。
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。
たとえば、次の 30 日間にサポートチームにかかってくる電話の件数を予測したいとします。電話件数に週の
季節性があることがわかっているため、dateCols=('time_Year','time_Month','time_Day',"Y-M-D")

を設定します。予測期間は 30 日であるため、length=30 を設定します。まだ今週の途中であるため、
ignoreLast=true を設定します。不完全な期間を無視すると、予測の精度が向上します。
q = load "CaseData";
-- get the data from the past 90 days
q = filter q by date('time_Year', 'time_Month', 'time_Day') in ["90 days ago".."current
day"];
q = group q by ('time_Year', 'time_Month', 'time_Day');
q = foreach q generate 'time_Year' , 'time_Month', 'time_Day', count() as 'count';

-- use fill to fill any missing days.
q = fill q by (dateCols=('time_Year','time_Month','time_Day',"Y-M-D"));

-- predict the number of calls for the next 30 days
q = timeseries q generate 'count' as 'predicted_count' with
(dateCols=('time_Year','time_Month','time_Day',"Y-M-D"), length=30, ignoreLast=true);
q = foreach q generate 'time_Year' + "~~~" + 'time_Month' + "~~~" + 'time_Day' as
'time_Year~~~time_Month~~~time_Day', 'predicted_count';
q = order q by 'time_Year~~~time_Month~~~time_Day' asc;
q = limit q 1000;

次の 30 日間の予測電話件数には、以下のような週の変動性があります。
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値テーブルでの Aggregateflex ステップの活用
対話型ダッシュボードと動的ダッシュボードのサポートを拡張するために、値テーブルの grain ステップが
aggregateflexステップに置き換わります。この変更により、ダッシュボードウィジェットで動的検索条件
を作成できます。また、Bindings 2.0 構文で動的値テーブルを作成することもできます。
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 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:次の操作を行うと、既存の値テーブルの grainステップ種別が aggregateflexステップに自動的に置
き換わります。
• レンズを開く。
• ダッシュボードで値テーブルを編集またはコピーする。

メモ:  JSON を使用して引き続き grainステップを追加できますが、新機能をサポートする aggregateflex

ステップを使用することを強くお勧めします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: ダッシュボードデザイナダッシュボードのバインド

アセット履歴による以前に保存したバージョンのダッシュボード、レンズ、データフロー
への復元 (パイロット)

これまで、ダッシュボード、データフロー、レンズを編集する場合、各バージョンのコピーを保存しないと、
そのバージョンに戻すことができませんでした。アセット履歴を使用すると、アセットの新しいバージョンを
保存するたびに、そのスナップショットが自動的に保存されます。後でチームのメンバーが特定のバージョン
を復元するときに簡単に参照できるように、説明を使用してアセットにタグを付けます。ワークベンチ API コー
ルを使用して、以前に保存したバージョンを表示し、そのバージョンに戻します。
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。

メモ: アセット履歴は、特定の契約条件への同意が必要なパイロットプログラムを通じて一部のお客様に
提供されています。このプログラムに参加する方法については、Salesforce にお問い合わせください。パイ
ロットプログラムは変更される可能性があり、参加は保証されません。この機能は、Salesforce がドキュメ
ント、プレスリリース、または公式声明で正式リリースを発表しない限り、正式リリースされません。
特定期間内の正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:アセット履歴 API を利用するには、「Einstein Analytics アセットバージョン」ユーザ権限が有効になっ
ている Analytics Platform ライセンスが必要です。
方法: アセット履歴を使用するには、組織の「Einstein Analytics アセットバージョン」権限を有効にするように
Salesforce の担当者に依頼してください。SFDX スクラッチ組織では、この権限は自動的に有効になります。
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ダッシュボードおよびレンズにタグを付けるには、保存時に Analytics に表示される [バージョン履歴] ボックス
に説明を追加します。ダッシュボード、レンズ、データフローを初めて作成するときに、自動的にアセットに
タグが付けられます。また、テンプレートからアプリケーションを作成するときや、アプリケーションを新し
いバージョンにアップグレードするときもアセットにタグが付けられます。デフォルトでは、タグ付けされた
バージョンのアセットとタグ付けされていないバージョンのアセットがそれぞれ 10 個まで保存されます。
以前のバージョンをプレビューするには、ワークベンチ GET API コールを使用して、古いバージョンの JSON (タ
グを含む) を確認します。PUT API コールを使用して、以前のバージョンに復元します。

メモ: このリリース以降、データフローに UI によるタギング機能は含まれません。代わりに、REST API を
使用してプログラムでタグを追加できます。

新しい Analytics テンプレートフレームワーク機能を使用したアプリケーション間のアセッ
トの共有
テンプレート連動関係機能を使用して、アプリケーション間で Analytics ダッシュボード、データセット、レン
ズを再利用します。同じ組織の別のテンプレートから作成されたアプリケーションで、開発中のテンプレート
アプリケーションの連動関係を作成します。開発しているテンプレートで、サポートしているアプリケーショ
ンに存在するダッシュボード、レンズ、データセットが参照されます。次に、新しいテンプレートでそれらの
アセットが取り込まれ、ユーザがそのテンプレートから作成したアプリケーションにそれらのアセットが表示
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。
方法: アプリケーションの連動関係を作成するには、テンプレートの template-info.json ファイルに行を
追加します。この行によって、連動関係に含めるテンプレートが識別されます。
{

"name" : "SupportingDashboard",
"namespace" : "namespacedone",
"templateVersion" : "1.0",
"condition" : "${Variables.dependOnAnotherTemplate}",

}

連動テンプレートは、以下を使用してテンプレートの他の JSON ファイルのアセットを参照します。
${Apps.<templatename>.<Dashboards|Lenses|Datasets>.<assetSourceName>.<Name|Label|Alias|Id>}:

次に、いくつか例を示します。
"${Apps.namespacedone__SupportingDashboard.Dashboards.Comparision_tp.Name}"
"${Apps.namespacedone__SupportingDashboard.Datasets.MyDataset.Alias}"

アプリケーションの構築のその他の機能強化
エクスプローラの小さいが重要なこれらの変更を確認してください。
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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理由: これらの機能強化により、Analytics アプリケーションを構築しやすくなります。
SAQL モードで表示できる項目パネル。データセット項目の API 参照名を記憶しなければいけないのは嫌ですよ
ね? SAQL クエリの作成時に項目パネルを表示できます。さらに、項目のアクションメニューを使用して API 参
照名をコピーし、SAQL エディタに貼り付けて、クエリのエラーを回避することもできます。

改善された SAQL エラーメッセージ。SAQL エディタでエラーメッセージをトラブルシューティングしやすくす
るために、エラーが発生した行番号と列番号がエラーメッセージに含まれるようになりました。
円グラフの濃い色のセクションに対応する白色のフロート表示テキスト。円グラフの濃い色のセクションにマ
ウスポインタを置くと、自動的にテキストが白色に変わるようになり、見やすくなりました。以前は、マウス
ポインタを置いてもテキストが黒色のままだったので、見づらくなっていました。
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Einstein Discovery: バイアス保護、Einstein 予測 Lightning コンポーネント
倫理的で説明可能な予測が提供される可能性の高い AI モデルを作成します。任意のレコード詳細ページで
Einstein Discovery 予測を標準 Lightning コンポーネントとして追加します。

このセクションの内容:

保護項目を使用した倫理的で説明可能なモデルの構築
バイアスがかかる可能性のある変数を検出してフラグを付ける説明可能な AI モデルを作成します。保護項
目を使用すると、モデルから除外する保護値を宣言し、問題のある相関関係の通知を受信できます。
拡張されたモデル総計値を使用したモデルの詳細なインサイトの取得
新しい [概要] タブと [予測検査] タブを使用して、モデルについてより多くのフィードバックを取得するこ
とで、モデルを改良してより精度の高い予測を得ることが可能になります。
Sandbox によるデータの試用
Einstein Discovery ストーリーを Full Copy Sandbox に含めることができるようになりました。ストーリーとデー
タを Sandbox にコピーしてテストします。ストーリーを最初から再作成する必要はありません。
項目レベルの相関関係および改善を使用したストーリーの絞り込み
ストーリー内のデータ分析を最適化するのに [ストーリーの設定] ウィザードが役立ちます。このウィザー
ドは、ストーリーの結果と各項目との相関関係を表示し、除外可能な重複データや異常値データを識別し、
バケット化に関する改善を提案します。
コードを記述せずに予測を Salesforce レコードにリリース (パイロット)

選択した Salesforce 項目にスコアを自動的に書き込むことができるようになりました。プロセスビルダーや
管理パッケージをトリガに関連付けることなく予測を容易に統合します。
Lightning Experience レコードページでの Einstein Discovery 予測の表示
任意のレコード詳細ページで Einstein Discovery 予測を標準 Lightning コンポーネントとして追加します。Lightning

アプリケーションビルダーで、新しい Einstein 予測コンポーネントをレコードページにドラッグします。次
に、予測定義の選択、予測単位の設定、表示設定の選択を行います。レコードページでは、予測はリアル
タイムに更新され、Salesforce に書き戻す必要はありません。
スマートバケット化を使用したインサイトの改善
より適したバケット化を使用すると、ストーリーインサイトが改善されます。Einstein Discovery では、ストー
リーの数値列を分析する教師なし学習アルゴリズムを使用します。また、異なる範囲の年齢データや郵便
番号データなど、より適したバケットを使用するように提案します。
整数を使用した数量の予測
計算結果が小数になることは少なくありません。ただし、1 か月あたりの注文数や顧客来店数など、整数と
して表示しないと意味がない予測もあります。このような数量を自動的に丸めて整数として表示します。
リリースしたモデルの制度をリアルタイムで監視 (パイロット)

予測結果と実際の結果を比較して、モデルの精度を判断します。次に、このフィードバックを使用して、
モデルを調整し、予測を改善します。
Analytics データフローでの予測のネイティブな生成
Einstein Analytics データフローでデータセットをスコアリングするには、データフローエディタで新しい
edScore 変換を追加します。使用する予測定義の名前と、スコアに含める新しいデータセット列の名前を指
定します。
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最適化機能選択を使用したストーリーの精度の改善
Einstein Discovery では、モデルの構築に必要な機能と変数のみを選択することで、数値結果を含むストーリー
がより迅速に生成されるようになりました。ストーリー作成プロセスが合理化および高速化されています。
最適化機能選択は回帰ストーリーに適用されますが、分類を目的とするものではありません。
小さな Einstein Analytics データセットからのインサイトの取得
大量のデータを持っていませんか? 問題ありません。説明的インサイトでは、最小で 50 行のデータがあれ
ば済みます。予測インサイトでは、最小で 400 行のデータが必要です。ストーリーの設定時にデータセッ
トを選択します。含まれる行数が 400 未満の場合、Einstein Discovery によって説明的インサイトが生成されま
すが、予測および改善のモデルは生成されません。
Einstein Discovery Classic の廃止
Einstein Discovery Classic は Spring '20 で廃止される予定です。現在の Einstein Discovery Classic ユーザは、Analytics

Studio でデータセットとストーリーを再作成するには、Einstein Analytics Plus ライセンス (Analytics の Einstein

Discovery で必須) が必要です。Summer '19 リリースでは、Einstein Discovery Classic はすべての Developer 組織で新
しい環境に置き換えられます。

保護項目を使用した倫理的で説明可能なモデルの構築
バイアスがかかる可能性のある変数を検出してフラグを付ける説明可能な AI モデルを作成します。保護項目
を使用すると、モデルから除外する保護値を宣言し、問題のある相関関係の通知を受信できます。
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。
時期: この機能は、Summer '19 リリース時にローリング方式で追加されます。
対象ユーザ: 保護項目を使用するには、「Einstein Discovery ストーリーの作成および更新」権限が必要です。
方法: ストーリーを編集します。[ストーリーの設定] の右側のペインで、項目を選択して [この変数を保護] を
クリックします。変更を表示するストーリーを作成します。

保護項目はモデルから除外されます。ただし、ストーリーの結果変数に対する 50% 以上の相関関係が保護項目
により示された場合、Einstein Discovery は改善セクションでそれを通知します。たとえば、郵便番号と世帯収入
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は相関することが多いです。ストーリーに両方の項目が含まれている場合、一方の分析により適切に焦点を当
てるためにもう一方を除外します。除外項目を再度含めるように決定した場合、Einstein Discovery では除外項目
の相関関係を引き続き計算できます。
手順については、「ストーリーの編集」を参照してください。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

拡張されたモデル総計値を使用したモデルの詳細なインサイトの取得
新しい [概要] タブと [予測検査] タブを使用して、モデルについてより多くのフィードバックを取得すること
で、モデルを改良してより精度の高い予測を得ることが可能になります。
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。
時期: この機能は、Summer '19 リリース時にローリング方式で追加されます。
理由: [概要] タブでは、モデルの総計値の重要指標やパフォーマンスの概要が一目でわかります。

[予測検査] タブでは、モデル総計値を操作したり、実際の結果と比較したりできます。
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• 右側には、予測結果と実際の結果や、その結果に寄与した上位の要因が表示されます。
• 左側には、ストーリーのデータの最初の 100 行が表示されます。
詳細は、「モデル総計値の表示」を参照してください。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

Sandbox によるデータの試用
Einstein Discovery ストーリーを Full Copy Sandbox に含めることができるようになりました。ストーリーとデータを
Sandbox にコピーしてテストします。ストーリーを最初から再作成する必要はありません。
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。
時期: この機能は、Summer '19 リリース時にローリング方式で追加されます。
方法: 本番環境に存在するすべてのストーリーが Full Copy Sandbox にも存在します。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

項目レベルの相関関係および改善を使用したストーリーの絞り込み
ストーリー内のデータ分析を最適化するのに [ストーリーの設定] ウィザードが役立ちます。このウィザード
は、ストーリーの結果と各項目との相関関係を表示し、除外可能な重複データや異常値データを識別し、バ
ケット化に関する改善を提案します。
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。
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時期: この機能は、Summer '19 リリース時にローリング方式で追加されます。
方法:ストーリーの作成後に [ストーリーの設定] ウィザードを実行します。[相関関係] 列では、結果に対する各
項目の貢献度が、影響の高い項目から順に示されます。結果に対する相関関係が項目にない場合、その項目を
ストーリーから削除して、モデルを改善します。[データアラート] 列では、データのより適切なインサイトを
取得するために改善する項目 (異常値や重複などがある項目) が識別されます。

項目をクリックして詳細を表示し、ストーリーを調整します。

詳細は、「ストーリーの編集」を参照してください。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測
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コードを記述せずに予測を Salesforce レコードにリリース (パイロット)

選択した Salesforce 項目にスコアを自動的に書き込むことができるようになりました。プロセスビルダーや管理
パッケージをトリガに関連付けることなく予測を容易に統合します。
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。

メモ: コード不要の予測は、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。コード不要の予測は、Salesforce

がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で正式リリースを発表しない限り、正式リリースさ
れません。特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証できません。現在正式にリリース
されている製品および機能に基づいて購入をご決定ください。コード不要の予測に関するフィードバッ
クや提案は、Trailblazer Community の該当する IdeaExchange グループに投稿してください。

時期: この機能は、Summer '19 リリース時にローリング方式で追加されます。
対象ユーザ: モデルの精度を表示するには、パイロットプログラムに登録されていて、「Einstein Discovery モデ
ルの接続」権限が割り当てられている必要があります。
方法: すべてのモデル項目を Salesforce 項目に対応付けることができるモデルをリリースします。既存の AI 予測
項目を使用するか、AI 予測項目を作成します。モデルをリリースしたら、[AI 予測] 項目をページレイアウトに
追加します。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

311

Einstein Analytics: 予測分析が含まれるアプリケーション
テンプレート、Einstein 予測サービス、カスタマイズ可

能な動画オンボーディング

Salesforce Summer '19 リリースノート



Lightning Experience レコードページでの Einstein Discovery 予測の表示
任意のレコード詳細ページで Einstein Discovery 予測を標準 Lightning コンポーネントとして追加します。Lightning

アプリケーションビルダーで、新しい Einstein 予測コンポーネントをレコードページにドラッグします。次に、
予測定義の選択、予測単位の設定、表示設定の選択を行います。レコードページでは、予測はリアルタイムに
更新され、Salesforce に書き戻す必要はありません。
対象: これらの変更は、Lightning Experience 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。
時期: この機能は、Summer '19 リリース時にローリング方式で追加されます。
対象ユーザ: コンポーネントをページに追加するには、「アプリケーションのカスタマイズ」システム権限が
必要です。予測を表示するには、「Einstein Discovery のおすすめを表示」権限が必要です。
方法: Einstein 予測標準 Lightning コンポーネントをページレイアウトにドラッグします。表示する予測を選択し、
必要に応じて設定を定義します。手順については、「Lightning ページへの Einstein 予測の追加」を参照してくだ
さい。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

スマートバケット化を使用したインサイトの改善
より適したバケット化を使用すると、ストーリーインサイトが改善されます。Einstein Discovery では、ストー
リーの数値列を分析する教師なし学習アルゴリズムを使用します。また、異なる範囲の年齢データや郵便番号
データなど、より適したバケットを使用するように提案します。
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。
時期: この機能は、Summer '19 リリース時にローリング方式で追加されます。
方法: ストーリーツールバーで [推奨更新] をクリックします。[推奨バケット] タブで、[新しいバケットを適用
(推奨)] を選択します。新しいバケットを表示するストーリーを作成します。

312

Einstein Analytics: 予測分析が含まれるアプリケーション
テンプレート、Einstein 予測サービス、カスタマイズ可

能な動画オンボーディング

Salesforce Summer '19 リリースノート

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_edd_einstein_predictions_lightning.htm&type=0&language=ja


手順については、「ストーリーの改善」を参照してください。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

整数を使用した数量の予測
計算結果が小数になることは少なくありません。ただし、1 か月あたりの注文数や顧客来店数など、整数とし
て表示しないと意味がない予測もあります。このような数量を自動的に丸めて整数として表示します。
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。
時期: この機能は、Summer '19 リリース時にローリング方式で追加されます。
方法: ストーリーを作成します。[ストーリーの設定] ウィザードで、目標を選択するときに [0 以上の整数を想
定しますか?] をオンにします。
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詳細は、「ストーリーの作成」を参照してください。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

リリースしたモデルの制度をリアルタイムで監視 (パイロット)

予測結果と実際の結果を比較して、モデルの精度を判断します。次に、このフィードバックを使用して、モデ
ルを調整し、予測を改善します。
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。

メモ: このモデルの精度機能は、特定の契約条件への同意が必要なパイロットプログラムを通じて一部の
お客様に提供されています。このプログラムに参加する方法については、Salesforce にお問い合わせくださ
い。パイロットプログラムは変更される可能性があり、参加は保証されません。モデルの精度は、Salesforce

がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で正式リリースを発表しない限り、正式リリースさ
れません。特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証できません。現在正式にリリース
されている製品および機能に基づいて購入をご決定ください。モデルの精度に関するフィードバックや
提案は、Trailblazer Community の該当する IdeaExchange グループに投稿してください。

対象ユーザ: モデルの精度を表示するには、パイロットプログラムに登録されていて、「Einstein Discovery モデ
ルの接続」権限が割り当てられている必要があります。
方法: モデルマネージャでモデルをクリックし、[モデルの精度] 列を確認します。値は、すべての予測結果と
実際の結果の集計を表します。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測
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Analytics データフローでの予測のネイティブな生成
Einstein Analytics データフローでデータセットをスコアリングするには、データフローエディタで新しい edScore

変換を追加します。使用する予測定義の名前と、スコアに含める新しいデータセット列の名前を指定します。
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。
時期: この機能は、Summer '19 リリース時にローリング方式で追加されます。
対象ユーザ: Einstein Discovery 予測をデータフローに埋め込むには、「Analytics データフローの編集」および「Einstein

Discovery のおすすめの参照」権限が必要です。
方法: 手順については、Salesforce ヘルプの「データフローエディタを使用したデータフローの設定」を参照し
てください。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

最適化機能選択を使用したストーリーの精度の改善
Einstein Discovery では、モデルの構築に必要な機能と変数のみを選択することで、数値結果を含むストーリーが
より迅速に生成されるようになりました。ストーリー作成プロセスが合理化および高速化されています。最適
化機能選択は回帰ストーリーに適用されますが、分類を目的とするものではありません。
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。
時期: この機能は、Summer '19 リリース時にローリング方式で追加されます。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

小さな Einstein Analytics データセットからのインサイトの取得
大量のデータを持っていませんか? 問題ありません。説明的インサイトでは、最小で 50 行のデータがあれば済
みます。予測インサイトでは、最小で 400 行のデータが必要です。ストーリーの設定時にデータセットを選択
します。含まれる行数が 400 未満の場合、Einstein Discovery によって説明的インサイトが生成されますが、予測
および改善のモデルは生成されません。
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。
時期: この機能は、Summer '19 リリース時にローリング方式で追加されます。
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詳細は、「Einstein Discovery の制限」を参照してください。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

Einstein Discovery Classic の廃止
Einstein Discovery Classic は Spring '20 で廃止される予定です。現在の Einstein Discovery Classic ユーザは、Analytics Studio

でデータセットとストーリーを再作成するには、Einstein Analytics Plus ライセンス (Analytics の Einstein Discovery で必
須) が必要です。Summer '19 リリースでは、Einstein Discovery Classic はすべての Developer 組織で新しい環境に置き
換えられます。
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。
方法: 現在、Einstein Discovery Classic を使用しており、Einstein Analytics Plus ライセンスがすでにある場合、Salesforce

サポートへのケースを登録し、新しい環境への切り替えを依頼してください。EA Growth ライセンスまたは
Discovery Analysts ライセンスがある場合、アカウントエグゼクティブに連絡し、ライセンスを Einstein Analytics Plus

に切り替えるように依頼してください。無料の Developer 組織にはすべての適切なライセンスがあり、新しい
環境に自動的に切り替えられます。
Einstein Discovery データセットのデータを保持する場合、切り替えの前に「Einstein Analytics へのエクスポート」
機能を使用します。組織で Analytic の Einstein Discovery を有効にしたら、Analytics Studio を使用して Einstein Analytics

データセットを構築し、ストーリーを手動で作成します。

Analytics の拡張: Einstein 予測サービス、埋め込みダッシュボードの検索条件ビ
ルダー
Einstein Discovery 予測をアプリケーションまたは Web ページに埋め込みます。新しい名称の Einstein Analytics ダッ
シュボードコンポーネントを使用すると、レコードページに埋め込まれたダッシュボードで動的なコンテキス
ト検索条件を簡単に指定できます。

このセクションの内容:

どこにでも埋め込める Einstein Discovery 予測
Einstein Discovery でモデルをリリースしたら、Einstein Predictions Service スコアリング API を使用して、予測を
Web サイトやアプリケーションに埋め込みます。スコアリング API REST エンドポイントを使用して、リリー
ス済みの Einstein Discovery 予測モデルにアクセスします。モデルの入力変数を送信して、予測、予測の理由、
および予測の改善方法に関するおすすめを取得します。埋め込むことで、Salesforce の内外のレコードをス
コアリングできます。
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レコードページに埋め込まれたダッシュボードのコンテキスト検索条件の迅速な作成
Lightning アプリケーションビルダーおよびコミュニティビルダーの Wave ダッシュボードコンポーネントの
名前が Einstein Analytics ダッシュボードに変更され、レコードページの新しい [検索条件ビルダー] オプション
が追加されました。検索条件ビルダーを使用すると、ポイント & クリックで埋め込みダッシュボードの動
的検索条件を設定できます。レコードの関連データを表示するようにダッシュボードを簡単に設定できる
ようになりました。

どこにでも埋め込める Einstein Discovery 予測
Einstein Discovery でモデルをリリースしたら、Einstein Predictions Service スコアリング API を使用して、予測を Web

サイトやアプリケーションに埋め込みます。スコアリング API REST エンドポイントを使用して、リリース済み
の Einstein Discovery 予測モデルにアクセスします。モデルの入力変数を送信して、予測、予測の理由、および予
測の改善方法に関するおすすめを取得します。埋め込むことで、Salesforce の内外のレコードをスコアリングで
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。
時期: この機能は、Summer '19 リリース時にローリング方式で追加されます。
対象ユーザ: API にアクセスして実行するには、「Einstein Discovery のおすすめを表示」権限が必要です。
方法: 手順については、「Einstein 予測サービスを使用した予測の実行」を参照してください。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

レコードページに埋め込まれたダッシュボードのコンテキスト検索条件の迅速な作成
Lightning アプリケーションビルダーおよびコミュニティビルダーの Wave ダッシュボードコンポーネントの名
前が Einstein Analytics ダッシュボードに変更され、レコードページの新しい [検索条件ビルダー] オプションが追
加されました。検索条件ビルダーを使用すると、ポイント & クリックで埋め込みダッシュボードの動的検索条
件を設定できます。レコードの関連データを表示するようにダッシュボードを簡単に設定できるようになりま
した。
対象: これらの変更は、Lightning Experience 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: 数秒でリストから項目を選択して検索条件を追加できます。この作業は、すべてコードではなくクリッ
クで行われるため、一般的なエラーを削減できます。
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方法: Einstein Analytics ダッシュボードコンポーネントの設定パネルで、[検索条件ビルダー]と [+ ダッシュボード
検索条件を追加]をクリックします。使用可能な Analytics データセットおよびデータセット項目を選択し、sObject

またはカスタムオブジェクトの項目に関連付けます。[OK]をクリックすると、設定パネルに検索条件が表示さ
れます。

検索条件ビルダーで既存の検索条件をクリックして編集するか、[X] をクリックして削除します。
検索条件の JSON を表示または編集するには、[検索条件文字列] をクリックします。
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次の考慮事項に注意してください。
• 検索条件ビルダーは、Einstein Analytics ダッシュボードコンポーネントがレコードページレイアウトに追加さ

れている場合にのみ使用できます。アプリケーションまたはホームページレイアウトにコンポーネントを
追加する場合、引き続きテキストボックスに JSON 文字列を入力して検索条件を作成できます。

• 検索条件ビルダーでは、Analytics データセット項目を Salesforce レコードオブジェクト項目またはカスタムオ
ブジェクト項目に関連付ける検索条件がサポートされています。データセット項目は、(日付や基準ではな
く) ディメンションである必要があり、オブジェクト項目値は (静的値ではなく) トークン化できる必要があ
ります。[検索条件文字列] テキストボックスを使用して、検索条件ビルダーでサポートされていない検索
条件やダッシュボードの選択を指定します。

• [検索条件文字列] テキストボックスで作成または編集された検索条件は、検索条件ビルダーで表示したり、
編集したりできません。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning ページへの Analytics ダッシュボードの埋め込み
Salesforce ヘルプ: コミュニティビルダーを使用した Analytics ダッシュボードのコミュニティへの埋め込み

エンドユーザ向け Analytics: [詳細] タブ、ダッシュボード内のカスタマイズされ
たオンボーディング、モバイルアプリケーション
[詳細] タブのリソースやアドベンチャーを使用して、Analytics ジャーニーを最初から開始または続行します。
また、ウィジェット固有の [詳細] オプションでユーザのオンボーディングジャーニーをカスタマイズしたり、
Summer '19 リリースと一致する新しいバージョンの Analytics for iOS/Android を検索したりできます。
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このセクションの内容:

入門、トレーニング、最新情報の入手に役立つ [詳細] タブ
Summer '19 以降、新規リリース後に初めて Analytics Studio を開くときに、[詳細] タブに主要な新機能が表示さ
れます。また、継続的な教育コンテンツやユーザの使用開始環境も提供されます。そうです。新規ユーザ
でも白紙状態になることはもうありません。代わりに、[詳細] タブが支援リソースの製品内ホームになり
ます。[詳細] タブは、Analytics ジャーニーの進行状況に関係なく、すべてのユーザが対象になります。
ダッシュボード内動画オンボーディングを使用した採用とエンゲージメントの促進
作業している場所で教育動画を直接使用してユーザをサポートすることで、ユーザが Analytics アセットを最
大限に活用できるようにします。ウィジェット固有の [詳細] オプションを使用して、各ダッシュボードや
そのグラフのカスタマイズされた指示を適切なタイミングで提供できます。
Analytics のその他の機能強化
Analytics Studio およびデータマネージャで、Lightning スタイルヘッダーやさらに役立つヘルプメニューが導
入されました。
Analytics モバイルアプリケーション: Analytics for iOS/Android の Summer '19 バージョンの準備
数週間以内にこのページでモバイルアプリケーションの新機能が紹介されます。Analytics モバイルアプリ
ケーションの早期プレビューにアクセスするには、https://mobileanalyticsbeta.salesforce.com でベータチャネル
にサインアップしてください。

入門、トレーニング、最新情報の入手に役立つ [詳細] タブ
Summer '19 以降、新規リリース後に初めて Analytics Studio を開くときに、[詳細] タブに主要な新機能が表示され
ます。また、継続的な教育コンテンツやユーザの使用開始環境も提供されます。そうです。新規ユーザでも白
紙状態になることはもうありません。代わりに、[詳細] タブが支援リソースの製品内ホームになります。[詳
細] タブは、Analytics ジャーニーの進行状況に関係なく、すべてのユーザが対象になります。
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。
方法: Analytics Studio の最初のガイド付き環境の場合、ユーザを [Analytics 体験の開始] に転送します。[詳細] タブ
のこのセクションの各タイルにより、製品の主要なアクションが開始され、アプリケーション内動画がトリガ
されます。動画ではアクションを完了するためのプロセスが説明され、学習の進行状況が追跡されます。使用
可能なアクションは、ユーザの権限によって異なります。
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Analytics ジャーニーのどの部分でも Analytics Studio を最大限に活用します。[学習マップ] などの主要なユーザ支
援リソースへのリンクについては、[学習を継続] セクションを参照してください。このセクションには、Analytics

の各領域の新しい Trailmix が含まれます。

[新機能] セクションでは、各リリースの主要機能と全般的な更新を確認します。

ダッシュボード内動画オンボーディングを使用した採用とエンゲージメントの促進
作業している場所で教育動画を直接使用してユーザをサポートすることで、ユーザが Analytics アセットを最大
限に活用できるようにします。ウィジェット固有の [詳細] オプションを使用して、各ダッシュボードやそのグ
ラフのカスタマイズされた指示を適切なタイミングで提供できます。
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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。
理由: 動画は、ユーザがデータを理解したり、十分な情報に基づいて意思決定を行ったり、最新情報に基づい
てアクションを実行したりするのに役立ちます。ユーザがウィジェットアクションメニューで簡単にアクセス
できる独自の YouTube 動画を提供します。

[詳細]を選択すると、指定した動画と共に読み込まれるサイズ変更可能でドラッグ可能なアプリケーション内
動画プレーヤーが開きます。
方法: ダッシュボードデザイナのウィジェットプロパティパネルで、[オンボーディング] セクションを開きま
す。動画のタイトルと埋め込み URL を入力します。

YouTube で [共有]、[埋め込む] の順にクリックして、埋め込み URL を取得します。URL の形式は、
https://www.youtube.com/embed/xxxxxxxxxx のようになります。
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Analytics のその他の機能強化
Analytics Studio およびデータマネージャで、Lightning スタイルヘッダーやさらに役立つヘルプメニューが導入さ
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: これらの機能強化により、Analytics が使いやすくなります。
• Analytics Studio およびデータマネージャでの Lightning スタイルヘッダーの導入。古い青緑の線が廃止され、

Lightning スタイルのタブが導入されました。Analytics Studio およびデータマネージャのデザインが合理化さ
れて新しくなりました。機能に変更はありません。Salesforce Classic ユーザのスタイルも新しくなります。
Lightning Experience に移行されるわけではないので、Lightning テーマなどの機能は Analytics Studio およびデー
タマネージャの新しいヘッダーに適用されません。
Analytics Studio のヘッダーが細くなったため、Analytics アセットにより多くの注目が集まります。シンプルな
デザインにより、新しい Einstein Analytics ロゴが強調されます。

データマネージャのスタイルが新しくなり、Einstein Analytics の視覚的な一貫性が確保されるようになりまし
た。

• 新しいヘルプメニューでの Analytics リソースの増加。よく知られ親しまれている Lightning Experience のヘル
プメニューが Analytics Studio およびデータマネージャに導入されました。ヘルプメニューの展開可能な [使
用開始] および [このページのヘルプ] セクションで、新規ユーザと経験豊富なユーザの両方がより多くの
Analytics 固有のリソースを利用できるようになりました。
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Analytics モバイルアプリケーション: Analytics for iOS/Android の Summer '19 バージョンの準
備
数週間以内にこのページでモバイルアプリケーションの新機能が紹介されます。Analytics モバイルアプリケー
ションの早期プレビューにアクセスするには、https://mobileanalyticsbeta.salesforce.comでベータチャネルにサイン
アップしてください。

コミュニティ: 開発者の生産性の向上、Mobile Publisher の機能強
化、レコードリストの改善

Summer '19 は開発者に恩恵をもたらします。コミュニティに多数の新しい API 機能強化が導入され、コミュニ
ティに関する作業をより効率的に行えるようになりました。Salesforce のモバイルチームは、Community Cloud 向
け Salesforce Mobile Publisher の改善に取り組んでいます。また、コミュニティユーザ向けのリストビューが改善
され、固定リストビュー、カスタム一括アクション、ToDo のカスタムリストビューなどを使用できるように
なりました。

ヒント: 今日の Salesforce には多数の Lightning (Lightning Experience、Lightning Bolt、Lightning コンポーネント)

が存在しており、各々のコミュニティへの適用方法を理解するのは難しいかもしれません。概要は次の
とおりです。
Lightning 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:

モバイルコミュニティ: API を使用した Lightning コミュニティと最適化された画像
開発者は、UI API または SOAP API を使用して Salesforce モバイルアプリケーションに Lightning コミュニティを
表示できます。アセットファイル画像がモバイル表示用に最適化されるようになりました。
Lightning コミュニティ: ユーザ作成の合理化、フローページ URL の更新など
代理管理者のユーザ作成環境が合理化され、Salesforce の [設定] からではなく、ユーザの詳細ページから直
接実行できるようになりました。また、フローページ URL の形式が更新されました。
コミュニティビルダーでの Lightning コンポーネント: コミュニティでの一括アクション、カスタマイズ可能
なユーザ設定、コンテキストに応じた Einstein Analytics ダッシュボード
コミュニティユーザはコミュニティで一括アクションを使用できるようになりました。これにより、時間
を節約でき、レコードを 1 つずつ開くことによる頭痛の種が減ります。また、新しい [カスタマイズ可能な
ユーザ設定] コンポーネントを使用して、コミュニティユーザ設定をカスタマイズできるようになりまし
た。さらに、レコードページでコンテキストに応じて Einstein Analytics ダッシュボードを絞り込むことがで
きるようになりました。
開発者の生産性: より多くのことをより簡単に
いくつかの API 機能強化によって、コミュニティをより効率的に開発できるようになりました。
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Partner Central: 取引先リレーションとチャネルプログラムの機能強化、ケースからのメール、市場開発資金
のパス、商品スケジュールの調整
パートナーの取引先リレーションとチャネルプログラムの機能が強化されています。取引先リレーション
で共有できるオブジェクトや作業の効果を追跡する方法が増え、更新の柔軟性が向上しています。チャネ
ルプログラムに追加できるメンバーやメンバーの活動を追跡する方法が増えています。また、パートナー
はケースからメールを送信したり、営業チームのニーズに合わせて商品スケジュールを設定したりできる
ようになっています。
共有とセキュリティ: 外部プロファイルの新しいデフォルト、パスワードセキュリティの強化、リードの共
有セット
コミュニティユーザプロファイルの標準でのオブジェクト権限が厳しくなりました。ただし、いつでもビ
ジネスニーズに合わせて権限を設定することができます。さらに、より複雑なパスワードを設定すること
をコミュニティユーザに要求して、セキュリティを強化することもできます。また、リードで共有セット
が使用できるようになりました。
重要な更新: 外部組織の共有設定、TLS 1.2 など
今回のリリースでは、いくつかの重要な更新が適用および発表されます。外部共有モデルが Summer '19 か
らすべての組織で有効になり、TLS 1.2 が適用されます。
コミュニティのその他の変更
コミュニティのユーザエクスペリエンスを向上させる小規模な変更について説明します。

モバイルコミュニティ: API を使用した Lightning コミュニティと最適
化された画像
開発者は、UI API または SOAP API を使用して Salesforce モバイルアプリケーションに Lightning コミュニティを表
示できます。アセットファイル画像がモバイル表示用に最適化されるようになりました。

このセクションの内容:

ユーザの Lightning コミュニティを表示するモバイルアプリケーションの作成
これまで、formFactorクエリパラメータは、タブレットアプリケーションの場合は Medium、デスクトッ
プアプリケーションの場合はLargeに設定された場合にのみコミュニティを返していました。今回、Small

に設定されている場合もコミュニティを返すようになりました。
モバイルデバイスでの最適化された画像の表示
ロゴや商品の画像をモバイルデバイスですばやく表示できるようになりました。アセットファイル画像は、
モバイル表示用に最適化されています。Spring '19 では、この設定は新規コミュニティで有効化されていま
したが、すべてのコミュニティでデフォルトで有効化されるようになりました。
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ユーザの Lightning コミュニティを表示するモバイルアプリケーションの作成
これまで、formFactorクエリパラメータは、タブレットアプリケーションの場合は Medium、デスクトップ
アプリケーションの場合は Large に設定された場合にのみコミュニティを返していました。今回、Small に
設定されている場合もコミュニティを返すようになりました。

関連トピック:

ユーザインターフェース API

新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト

モバイルデバイスでの最適化された画像の表示
ロゴや商品の画像をモバイルデバイスですばやく表示できるようになりました。アセットファイル画像は、モ
バイル表示用に最適化されています。Spring '19 では、この設定は新規コミュニティで有効化されていました
が、すべてのコミュニティでデフォルトで有効化されるようになりました。
対象:この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。
時期: リリース後 24 時間以内に使用できます。
方法: この設定を無効にするには、コミュニティワークスペースの [管理] | [詳細]の [モバイルデバイスの画像を
最適化] をオフにします。

メモ: この設定が有効になっている場合に、モバイルデバイス上で透明の画像の表示に影響を及ぼす既知
の問題があります。透明の背景またはレイヤを使用するアセットファイル画像は、モバイルデバイス上
ではその透明性を失います。この問題を修正するには、コミュニティワークスペースの [管理] | [詳細] の
[モバイルデバイスの画像を最適化] 設定をオフにします。

関連トピック:

Spring '19 リリースノート:モバイルでの画像環境の改善

Lightning コミュニティ: ユーザ作成の合理化、フローページ URL の更
新など
代理管理者のユーザ作成環境が合理化され、Salesforce の [設定] からではなく、ユーザの詳細ページから直接実
行できるようになりました。また、フローページ URL の形式が更新されました。

このセクションの内容:

ユーザの作成と外部ユーザの管理の合理化
代理管理者は、Salesforce の [設定] に移動することなく外部ユーザを作成、無効化、表示できるようになり
ました。取引先責任者の詳細ページから直接、実行するアクションを選択できます。
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コミュニティフローページ URL を使用した詳細な制御
フローページ URL のクエリ文字列にフロー引数が含まれるようになりました。コミュニティビルダーのフ
ローページに移動するときに、URL からフローの変数入力を設定できます。更新された形式により、フロー
ページで変数入力をより詳細に制御できます。この変更は、標準のコミュニティフローページに存在しな
いフローには適用されません。
取引先および商談レイアウトで通貨項目を使用可能
[取引先通貨] 項目を取引先および商談レイアウトに挿入できるようになりました。これまで、通貨項目は
レコードの編集中にのみユーザに表示されていました。
Microsoft Internet Explorer 11 でのコミュニティビルダーのサポートの終了
パフォーマンスとセキュリティの観点から、Microsoft Internet Explorer バージョン 11 (IE11) 以降でのコミュニ
ティビルダーの使用のサポートは Summer '19 で終了します。コミュニティの作成を継続するには、よりセ
キュアなサポート対象ブラウザに切り替えてください。引き続き IE11 で Lightning コミュニティを表示する
ことはできます。

ユーザの作成と外部ユーザの管理の合理化
代理管理者は、Salesforce の [設定] に移動することなく外部ユーザを作成、無効化、表示できるようになりまし
た。取引先責任者の詳細ページから直接、実行するアクションを選択できます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience お
よび Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。
対象ユーザ: パートナーライセンス、「外部ユーザの管理」または「カスタマーユーザの管理」設定、および
代理管理者権限を持つユーザは、外部ユーザを作成できます。
理由: 代理管理者は、[取引先責任者] ページから直接、パートナーユーザを有効にできます。
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コミュニティフローページ URL を使用した詳細な制御
フローページ URL のクエリ文字列にフロー引数が含まれるようになりました。コミュニティビルダーのフロー
ページに移動するときに、URL からフローの変数入力を設定できます。更新された形式により、フローページ
で変数入力をより詳細に制御できます。この変更は、標準のコミュニティフローページに存在しないフローに
は適用されません。
対象:この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。
理由: 更新された URL 形式の例を次に示します。
/s/flow/flowName?flowArguments=[{"label":"variable1Name","dataType":"String","value":"value1"},
{"label":"variable2Name","dataType":"String","value":"value2"}]

メモ:  URL クエリ文字列には必ず直線引用符を使用してください。スマート (曲線) 引用符はエラーになり
ます。

取引先および商談レイアウトで通貨項目を使用可能
[取引先通貨] 項目を取引先および商談レイアウトに挿入できるようになりました。これまで、通貨項目はレ
コードの編集中にのみユーザに表示されていました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience お
よび Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと Salesforce タブ + Visualforce コミュニティに適用され
ます。

関連トピック:

取引先および商談レイアウトで通貨項目を使用可能

Microsoft Internet Explorer 11 でのコミュニティビルダーのサポートの終了
パフォーマンスとセキュリティの観点から、Microsoft Internet Explorer バージョン 11 (IE11) 以降でのコミュニティ
ビルダーの使用のサポートは Summer '19 で終了します。コミュニティの作成を継続するには、よりセキュアな
サポート対象ブラウザに切り替えてください。引き続き IE11 で Lightning コミュニティを表示することはできま
す。
対象:この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティのコミュニティビルダーに適用されま
す。
方法: 次回 IE11 でコミュニティビルダーにアクセスするときに、Salesforce がサポートしているブラウザへのリ
ンクを含むメッセージが表示されます。
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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
の一括アクション、カスタマイズ可能なユーザ設定、コンテキスト
に応じた Einstein Analytics ダッシュボード
コミュニティユーザはコミュニティで一括アクションを使用できるようになりました。これにより、時間を節
約でき、レコードを 1 つずつ開くことによる頭痛の種が減ります。また、新しい [カスタマイズ可能なユーザ
設定] コンポーネントを使用して、コミュニティユーザ設定をカスタマイズできるようになりました。さらに、
レコードページでコンテキストに応じて Einstein Analytics ダッシュボードを絞り込むことができるようになりま
した。

このセクションの内容:

ケースビューでのクイックアクションの設定
ユーザの効率を高めるために Lightning Experience で設定するクイックアクションは、コミュニティのケース
コンポーネントでも使用できるようになりました。ケース用に以前に作成したクイックアクションが、追
加作業なしでコミュニティにも表示されるようになりました。
コミュニティでの一括クイックアクションの設定
Lightning Experience と同様に Lightning コミュニティで一括クイックアクションを使用できるようになりまし
た。顧客は、リストビューで 1 つずつレコードを更新する代わりに、最大 100 件のレコードを選択して一括
更新を実行できます。
コミュニティでのグローバルクイックアクションの設定
アンケート、投稿、質問などのアクションで、Lightning Experience と同じグローバルクイックアクションが
サポートされるようになりました。ユーザはすべての場所で、時間を節約できる同じショートカットを利
用できます。これは主にコミュニティでのケースに影響します。
レコードリストコンポーネントでのカスタム ToDo リストビューの使用
Lightning コミュニティのレコードリストコンポーネントの ToDo リストが Lightning Experience の他の場所と同
じように機能するようになり、デスクトップおよびモバイルデバイスのすべての標準ビューでカスタムリ
ストがサポートされるようになりました。
ユーザ設定のカスタマイズ
新しい [カスタマイズ可能なユーザ設定] コンポーネントでは、[ユーザ設定] コンポーネントと同じ機能を使
用でき、表示ラベルを変更できます。
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Einstein Analytics ダッシュボードのコンテキスト検索条件の迅速な作成
Wave ダッシュボードコンポーネントが「Einstein Analytics ダッシュボード」と呼ばれるようになりました。
また、レコードページで新しい [検索条件ビルダー] オプションを使用できます。検索条件ビルダーを使用
すると、ポイント & クリックで埋め込みダッシュボードの動的検索条件を設定できます。これにより、関
連データを含む各レコードページの関連データを表示するようにダッシュボードを容易に設定できます。
タイルメニューのフロート表示の状態の制御 (ベータ)

タイルメニューコンポーネントのフロート表示アイコンが復元され、新しい表示設定を使用できるように
なりました。メニュー項目の標準の Salesforce フロート表示アイコンを表示または非表示にできます。
Lightning Scheduler を使用した顧客の予定のスケジュールの合理化
Lightning Scheduler のセルフサービスインターフェースを使用して、コミュニティユーザが予定をすばやくス
ケジュールできるようにします。標準のフローを使用して、適切なユーザ、トピック、場所、日時を簡単
に検索して選択できます。
ユーザが使用できるレコードリストの表示オプションの増加
新しい表示設定により、レコードリストコンポーネントの制御が拡張されました。お気に入りのレコード
リストビューをユーザが固定できるようにしたり、ユーザによる表示レイアウトの切り替えを制限したり
できるようになりました。
コミュニティの【カスタマーサポートへの連絡】フォームの [送信] ボタンのカスタマイズ
[送信] ボタンをカスタマイズして、より魅力的な【カスタマーサポートへの連絡】フォームになるように
します。テキストの色、背景色、ボタン幅、配置などのカスタマイズオプションから選択します。新しい
オプションはすべて【カスタマーサポートへの連絡】フォームコンポーネントの [スタイル] タブにありま
す。
他のテンプレートのページを使用したカスタム Lightning コミュニティの強化
カスタム Lightning コミュニティをさらにカスタマイズできるようになりました。開始点として選択したテ
ンプレートに関係なく、どの Lightning コミュニティテンプレートからでも任意のページにアクセスできる
ようになりました。コミュニティビルダーの標準ページオプションから任意の標準ページをインストール
して、テンプレートベースのコミュニティを調整します。
より多くのコミュニティへのデフレクション追跡の追加
コミュニティビルダーのデフレクション追跡コンポーネントは、カスタマー取引先ポータル、Partner Central、
ヘルプセンターなど、より多くの Lightning コミュニティテンプレートで使用できるようになりました。デ
フレクション追跡は、カスタマイズされた応答画面を使用して、コミュニティへの訪問者のデータを収集
します。このデータを使用して、新しいケースを回避するのに役立つ洞察に満ちたレポートを作成します。
コミュニティメンバーがサポートからの電話を要求できるボタンを追加
[連絡要求ボタンおよびフロー] コンポーネントをコミュニティ、ポータル、またはヘルプセンターに追加
して、メンバーがカスタマーサポートからのコールバックを要求できるようにします。ユーザが [ヘルプを
要求] ボタンをクリックすると、ポップアップが表示され、ユーザは問題と連絡先の詳細を入力します。

ケースビューでのクイックアクションの設定
ユーザの効率を高めるために Lightning Experience で設定するクイックアクションは、コミュニティのケースコ
ンポーネントでも使用できるようになりました。ケース用に以前に作成したクイックアクションが、追加作業
なしでコミュニティにも表示されるようになりました。
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対象:この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience のケースページレイアウトへのクイックアクションの追加

コミュニティでの一括クイックアクションの設定
Lightning Experience と同様に Lightning コミュニティで一括クイックアクションを使用できるようになりました。
顧客は、リストビューで 1 つずつレコードを更新する代わりに、最大 100 件のレコードを選択して一括更新を
実行できます。
対象:この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。
方法: ユーザは、特定のレコード (1) またはレコードのリスト全体 (2) に対してアクションを実行できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 一括クイックアクションの設定

コミュニティでのグローバルクイックアクションの設定
アンケート、投稿、質問などのアクションで、Lightning Experience と同じグローバルクイックアクションがサ
ポートされるようになりました。ユーザはすべての場所で、時間を節約できる同じショートカットを利用でき
ます。これは主にコミュニティでのケースに影響します。
対象:この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: グローバル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)
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レコードリストコンポーネントでのカスタム ToDo リストビューの使用
Lightning コミュニティのレコードリストコンポーネントの ToDo リストが Lightning Experience の他の場所と同じ
ように機能するようになり、デスクトップおよびモバイルデバイスのすべての標準ビューでカスタムリストが
サポートされるようになりました。
対象:この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。
方法: 前のリストビューは、次の新しいリストビューに対応付けられるため、動揺することはありません。

新しい ToDo リストビュー古い ToDo リストビュー

代理 ToDo代理

未完了の ToDo私の ToDo

期限切れの ToDoすべての期限切れ

最近完了した ToDo過去 7 日以内に完了

今日の ToDo今日

定期的な ToDo (新規)

未スケジュール ToDo (新規)
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メモ: レコードリストコンポーネントでフルレイアウトが使用されている場合、モバイルおよびタブレッ
トデバイスでは、新しい ToDo リストビューはサポートされません。その場合、[定期的な ToDo]、[未スケ
ジュール ToDo]、およびカスタムリストビューはデフォルトの [私の ToDo] になります。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: レコードリスト (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: レコードリスト (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)

ユーザ設定のカスタマイズ
新しい [カスタマイズ可能なユーザ設定] コンポーネントでは、[ユーザ設定] コンポーネントと同じ機能を使用
でき、表示ラベルを変更できます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。

Einstein Analytics ダッシュボードのコンテキスト検索条件の迅速な作成
Wave ダッシュボードコンポーネントが「Einstein Analytics ダッシュボード」と呼ばれるようになりました。ま
た、レコードページで新しい [検索条件ビルダー] オプションを使用できます。検索条件ビルダーを使用する
と、ポイント & クリックで埋め込みダッシュボードの動的検索条件を設定できます。これにより、関連データ
を含む各レコードページの関連データを表示するようにダッシュボードを容易に設定できます。
対象:これらの変更は、Lightning Experience や Salesforce Classic でアクセスする Lightning 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: Customer Community Plus、Partner Community、または Lightning External Apps Plus ライセンスを所有する
ユーザがコミュニティの Einstein Analytics を使用できます。

関連トピック:

レコードページに埋め込まれたダッシュボードのコンテキスト検索条件の迅速な作成

タイルメニューのフロート表示の状態の制御 (ベータ)
タイルメニューコンポーネントのフロート表示アイコンが復元され、新しい表示設定を使用できるようになり
ました。メニュー項目の標準の Salesforce フロート表示アイコンを表示または非表示にできます。
対象:この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。

メモ: このリリースには、タイルメニューのベータバージョンが含まれています。本番品質ではあります
が、既知の制限があります。フィードバックや提案を送信する場合は、IdeaExchangeに移動してください。

方法: フロート表示アイコンオプションは、すべてのコミュニティでデフォルトで有効になります。
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メモ: このオプションはモバイルまたはタブレットでは使用できません。

Lightning Scheduler を使用した顧客の予定のスケジュールの合理化
Lightning Scheduler のセルフサービスインターフェースを使用して、コミュニティユーザが予定をすばやくスケ
ジュールできるようにします。標準のフローを使用して、適切なユーザ、トピック、場所、日時を簡単に検索
して選択できます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition の Lightning Experience でアクセスする
Lightning コミュニティに適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Scheduler での予定の管理 (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)

Lightning Scheduler: インバウンド予定のスケジュール、行動管理、アクションプランなど

ユーザが使用できるレコードリストの表示オプションの増加
新しい表示設定により、レコードリストコンポーネントの制御が拡張されました。お気に入りのレコードリス
トビューをユーザが固定できるようにしたり、ユーザによる表示レイアウトの切り替えを制限したりできるよ
うになりました。
対象:この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。
方法: ユーザのために含める表示オプションを選択します。
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メモ: これらのオプションはモバイルまたはタブレットでは使用できません。

すべてのプロパティを有効にすると、コミュニティメンバーは次のことを実行できます。
• リストビューを変更し、固定する (1)。
• 検索 (2) を使用して、長いリストの項目を見つける。
• リストアクションを使用してリスト関連のタスク (新しいレコードの作成など) を実行する (3)。
• リストビューコントロールにアクセスし、リストの表示方法を変更し、関連グラフを表示し、リストビュー

を絞り込む (4)。共有ビューの場合、他のユーザにも、このデータを表示するための適切な権限が必要で
す。

• 項目をインライン編集する (5)。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: レコードリスト (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)

コミュニティの【カスタマーサポートへの連絡】フォームの [送信] ボタンのカ
スタマイズ
[送信] ボタンをカスタマイズして、より魅力的な【カスタマーサポートへの連絡】フォームになるようにしま
す。テキストの色、背景色、ボタン幅、配置などのカスタマイズオプションから選択します。新しいオプショ
ンはすべて【カスタマーサポートへの連絡】フォームコンポーネントの [スタイル] タブにあります。
対象:この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。

他のテンプレートのページを使用したカスタム Lightning コミュニティの強化
カスタム Lightning コミュニティをさらにカスタマイズできるようになりました。開始点として選択したテンプ
レートに関係なく、どの Lightning コミュニティテンプレートからでも任意のページにアクセスできるようにな
りました。コミュニティビルダーの標準ページオプションから任意の標準ページをインストールして、テンプ
レートベースのコミュニティを調整します。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience お
よび Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。
方法:コミュニティビルダーの [ページ] メニューで、[新規ページ]を選択します。次に、[標準ページ]を選択し
ます。リストから事前設定されたページを選択します。
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より多くのコミュニティへのデフレクション追跡の追加
コミュニティビルダーのデフレクション追跡コンポーネントは、カスタマー取引先ポータル、Partner Central、
ヘルプセンターなど、より多くの Lightning コミュニティテンプレートで使用できるようになりました。デフレ
クション追跡は、カスタマイズされた応答画面を使用して、コミュニティへの訪問者のデータを収集します。
このデータを使用して、新しいケースを回避するのに役立つ洞察に満ちたレポートを作成します。
対象: この変更は、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。

コミュニティメンバーがサポートからの電話を要求できるボタンを追加
[連絡要求ボタンおよびフロー] コンポーネントをコミュニティ、ポータル、またはヘルプセンターに追加し
て、メンバーがカスタマーサポートからのコールバックを要求できるようにします。ユーザが [ヘルプを要求]

ボタンをクリックすると、ポップアップが表示され、ユーザは問題と連絡先の詳細を入力します。
対象: この変更は、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。

関連トピック:

チャットと連絡要求でヘルプセンターを強化

開発者の生産性: より多くのことをより簡単に
いくつかの API 機能強化によって、コミュニティをより効率的に開発できるようになりました。

このセクションの内容:

Chatter REST API を使用したコミュニティの作成と公開
Chatter Rest API のいくつかの新しいリソースを使用して、コミュニティの作成と公開を加速します。プログ
ラムによって、使用可能なテンプレートのリストを取得して Lightning コミュニティまたは Salesforce タグ +

Visualforce コミュニティを作成します。さらに Lightning コミュニティでは、プログラムによってコミュニティ
を公開できます。
Lightning コミュニティでのナビゲーションの一貫性の向上
コミュニティは、navigateToURL を使用するときに Lightning Experience と同様に動作するようになり、URL

フラグメントが引数として渡されます。
ナビゲーション API コールを使用したリンクの将来への対応
Lightning Web コンポーネント API の Lightning コミュニティ向け lightning/navigation の新しい機能強化
により、さらに堅牢になります。lightning/navigation  Lightning Web コンポーネントは、URL ではなく
pageReferences を使用したより確実なナビゲーションをサポートするようになったため、将来 URL を変
更してもナビゲーションの破損を避けることができます。URL のクエリパラメータとしての state 属性の
サポートも追加されました。また、CurrentPageReference によって、顧客が現在表示しているページ
参照をプログラミングの要素として使用できます。
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Chatter REST API を使用したコミュニティの作成と公開
Chatter Rest API のいくつかの新しいリソースを使用して、コミュニティの作成と公開を加速します。プログラム
によって、使用可能なテンプレートのリストを取得して Lightning コミュニティまたは Salesforce タグ + Visualforce

コミュニティを作成します。さらに Lightning コミュニティでは、プログラムによってコミュニティを公開でき
ます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと Salesforce タブ + Visualforce コミュニティ
に適用されます。

関連トピック:

新規および変更された Chatter REST API リソース

Lightning コミュニティでのナビゲーションの一貫性の向上
コミュニティは、navigateToURL を使用するときに Lightning Experience と同様に動作するようになり、URL フ
ラグメントが引数として渡されます。
対象:この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。
理由: 次のコードの例のように、navigateToURL の以前の実装では、Lightning Experience と Lightning コミュニ
ティの動作が一貫していませんでした。
$A.get("e.force:navigateToURL").setParams({ url: "#123" }).fire();

このコードは、Lightning Experience と Lightning コミュニティの両方とも同じタブを開くようになりました。

ナビゲーション API コールを使用したリンクの将来への対応
Lightning Web コンポーネント API の Lightning コミュニティ向け lightning/navigation の新しい機能強化に
より、さらに堅牢になります。lightning/navigation  Lightning Web コンポーネントは、URL ではなく
pageReferences を使用したより確実なナビゲーションをサポートするようになったため、将来 URL を変更
してもナビゲーションの破損を避けることができます。URL のクエリパラメータとしての state属性のサポー
トも追加されました。また、CurrentPageReferenceによって、顧客が現在表示しているページ参照をプロ
グラミングの要素として使用できます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。
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メモ: これらの更新の一部として、コミュニティの standard__namedPage は非推奨となります。代わ
りに、comm__namedPage を使用してください。

関連トピック:

新規追加または変更された Lightning Web コンポーネントのモジュール
Lightning コンポーネント開発者ガイド: ページ、レコード、リストへの移動 (リリースプレビューの時点で内
容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

Lightning Web Components Developer Guide (Lightning Web コンポーネント開発者ガイド): PageReference Types (PageReference

の型) (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)

Partner Central: 取引先リレーションとチャネルプログラムの機能強
化、ケースからのメール、市場開発資金のパス、商品スケジュール
の調整
パートナーの取引先リレーションとチャネルプログラムの機能が強化されています。取引先リレーションで共
有できるオブジェクトや作業の効果を追跡する方法が増え、更新の柔軟性が向上しています。チャネルプログ
ラムに追加できるメンバーやメンバーの活動を追跡する方法が増えています。また、パートナーはケースから
メールを送信したり、営業チームのニーズに合わせて商品スケジュールを設定したりできるようになっていま
す。

このセクションの内容:

取引先リレーションの機能強化
マーケティングキャンペーンの資金を他の取引先と共有できるようになりました。マーケティング予算、
資金割り当て、資金リクエスト、資金要求が取引先リレーションで使用できるようになりました。
取引先リレーションのレポートの実行
取引先リレーションをレポートで追跡します。レポートを作成するときに取引先リレーションを追加し、
それらのリレーションがどのように機能するかをより明確に把握します。
取引先リレーションデータ共有ルールの更新
更新が必要なときに、まったく新しい取引先リレーションデータ共有ルールを作成する必要はありません。
編集して保存できるようになりました。
チャネルプログラムメンバーの履歴の簡単な追跡
フィードを介した履歴の追跡がチャネルプログラムメンバーに対しても有効になりました。メンバーの活
動を把握するために監査に移動する必要はありません。1 か所でフィードを参照してすべての更新を確認で
きます。
制限の緩和によるより多くのチャネルプログラムメンバーの追加
場合によっては、5,000 人のチャンネルメンバーだけでは不十分です。チャネルプログラムに最大 50,000 人
のメンバーを追加できるようになりました。さらに多くのメンバーが必要な場合は、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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パスを使用した市場開発資金のフェーズの追跡
パスを使用して市場開発資金がどのフェーズにあるかをすばやく確認します。コミュニティでパスコンポー
ネントを使用して、パートナーマーケティング予算、パートナー資金割り当て、パートナー資金リクエス
ト、パートナー資金要求を追跡できるようになりました。
市場開発資金オブジェクトへの参照の作成
参照関係項目を標準オブジェクトとカスタムオブジェクトで使用することで、市場開発資金を追跡します。
これにより、参照関係項目は、パートナー資金要求、パートナー資金割り当て、およびパートナー資金リ
クエストを参照できるようになりました。
パートナーによるケースからのメール送信
パートナーは、作業しているケースから顧客にメールを送信できるようになりました。
ビジネスプロセスに合わせた商品スケジュールの調整
営業チームが、複雑な支払と納入のサイクルを管理する面倒な作業をせずに済みます。カスタマイズ可能
な商品スケジュールを有効にして、スケジュールレイアウトやボタンを最適化し、カスタム項目、入力規
則、Apex トリガを使用します。

取引先リレーションの機能強化
マーケティングキャンペーンの資金を他の取引先と共有できるようになりました。マーケティング予算、資金
割り当て、資金リクエスト、資金要求が取引先リレーションで使用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 Lightning Experience お
よび Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと Salesforce タブ + Visualforce コミュニティに適用され
ます。
対象ユーザ: 取引先リレーションは、Partner Community ライセンスを持つユーザが使用できます。

取引先リレーションのレポートの実行
取引先リレーションをレポートで追跡します。レポートを作成するときに取引先リレーションを追加し、それ
らのリレーションがどのように機能するかをより明確に把握します。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience お
よび Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと Salesforce タブ + Visualforce コミュニティに適用され
ます。
対象ユーザ:取引先リレーションは、Partner Community および Customer Community Plus ライセンスを持つユーザが
使用できます。
理由: 取引先リレーションを主オブジェクトとして使用したカスタムレポートタイプを作成します。
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取引先リレーションデータ共有ルールの更新
更新が必要なときに、まったく新しい取引先リレーションデータ共有ルールを作成する必要はありません。編
集して保存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 Lightning Experience お
よび Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと Salesforce タブ + Visualforce コミュニティに適用され
ます。
対象ユーザ:取引先リレーションデータ共有ルールは、Partner Community および Customer Community Plus ライセン
スを持つユーザが使用できます。
理由: 取引先リレーションデータ共有ルールを選択し、[編集] をクリックして更新します。

341

Partner Central: 取引先リレーションとチャネルプログラ
ムの機能強化、ケースからのメール、市場開発資金のパ

ス、商品スケジュールの調整

Salesforce Summer '19 リリースノート



方法: [設定] で [クイック検索] ボックスに 「取引先リレーション」と入力します。[取引先リレーションデータ
共有ルール] を選択し、[編集] をクリックします。

チャネルプログラムメンバーの履歴の簡単な追跡
フィードを介した履歴の追跡がチャネルプログラムメンバーに対しても有効になりました。メンバーの活動を
把握するために監査に移動する必要はありません。1 か所でフィードを参照してすべての更新を確認できま
す。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience お
よび Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと Salesforce タブ + Visualforce コミュニティに適用され
ます。
対象ユーザ: チャネルプログラムは、パートナーライセンスを持つユーザが使用できます。
理由: チャネルプログラムメンバーのフィード追跡を有効にします。
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方法: [設定] で [クイック検索] ボックスに 「フィード追跡」と入力します。[フィード追跡] > [チャネルプログラ
ムメンバー] を選択します。[フィード追跡の有効化] を選択します。

ヒント:  [チャネルプログラムメンバー] 関連リストに [名前] 列を追加すると、メンバーのフィードに簡単
にドリルダウンできます。

制限の緩和によるより多くのチャネルプログラムメンバーの追加
場合によっては、5,000 人のチャンネルメンバーだけでは不十分です。チャネルプログラムに最大 50,000 人のメ
ンバーを追加できるようになりました。さらに多くのメンバーが必要な場合は、アカウントエグゼクティブに
お問い合わせください。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience お
よび Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと Salesforce タブ + Visualforce コミュニティに適用され
ます。
対象ユーザ: チャネルプログラムは、パートナーライセンスを持つユーザが使用できます。

パスを使用した市場開発資金のフェーズの追跡
パスを使用して市場開発資金がどのフェーズにあるかをすばやく確認します。コミュニティでパスコンポーネ
ントを使用して、パートナーマーケティング予算、パートナー資金割り当て、パートナー資金リクエスト、
パートナー資金要求を追跡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 Lightning Experience お
よび Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと Salesforce タブ + Visualforce コミュニティに適用され
ます。
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対象ユーザ: 市場開発資金は、Partner Community および Customer Community Plus ライセンスを持つユーザが使用で
きます。
方法: [設定] で [クイック検索] ボックスに 「パス」と入力します。[パス設定] を選択します。[有効化] をクリッ
クしてから、[新しいパス] をクリックしてパスを作成します。

市場開発資金オブジェクトへの参照の作成
参照関係項目を標準オブジェクトとカスタムオブジェクトで使用することで、市場開発資金を追跡します。こ
れにより、参照関係項目は、パートナー資金要求、パートナー資金割り当て、およびパートナー資金リクエス
トを参照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 Lightning Experience お
よび Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと Salesforce タブ + Visualforce コミュニティに適用され
ます。
対象ユーザ: 市場開発資金オブジェクトへの参照は、Bronze Partner、Silver Partner、Gold Partner、Partner、Partner

Community、および Partner Community Login ライセンスを持つユーザが使用できます。

パートナーによるケースからのメール送信
パートナーは、作業しているケースから顧客にメールを送信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 Lightning Experience お
よび Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと Salesforce タブ + Visualforce コミュニティに適用され
ます。
理由: パートナーはメールによってケースに対応できます。
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方法: [設定] で [クイック検索] ボックスに 「メール-to-ケース」と入力します。[メール-to-ケースの有効化] を
選択して、設定を構成します。
プロファイルで直接、Partner Community プロファイルまたは Customer Community Plus プロファイルの [メールの送
信] を有効にします。

ビジネスプロセスに合わせた商品スケジュールの調整
営業チームが、複雑な支払と納入のサイクルを管理する面倒な作業をせずに済みます。カスタマイズ可能な商
品スケジュールを有効にして、スケジュールレイアウトやボタンを最適化し、カスタム項目、入力規則、Apex

トリガを使用します。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience お
よび Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと Salesforce タブ + Visualforce コミュニティに適用され
ます。

関連トピック:

商品: ビジネスプロセスに合わせた商品スケジュールの調整
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共有とセキュリティ: 外部プロファイルの新しいデフォルト、パス
ワードセキュリティの強化、リードの共有セット
コミュニティユーザプロファイルの標準でのオブジェクト権限が厳しくなりました。ただし、いつでもビジネ
スニーズに合わせて権限を設定することができます。さらに、より複雑なパスワードを設定することをコミュ
ニティユーザに要求して、セキュリティを強化することもできます。また、リードで共有セットが使用できる
ようになりました。

このセクションの内容:

標準外部コミュニティプロファイルの開始時の制限強化
新しくプロビジョニングされたライセンスで作成されたコミュニティでは、外部ユーザにオブジェクト権
限を割り当てるときに、白紙の状態で始めることができます。標準外部プロファイルには、最小限のオブ
ジェクト権限のみが含まれるようになり、特定のプロファイル権限はそれを必要とするプロファイルのみ
に使用が制限されます。また、これによって特定のニーズに合わせてプロファイルをカスタマイズしやす
くなります。Spring '19 より前にプロビジョニングされたライセンスで作成されたコミュニティはそのまま
です。
リードへの共有設定の使用
共有セットを使用して、ポータルまたはコミュニティユーザに、リードへのアクセス権を付与できるよう
になりました。
コミュニティのパスワードの複雑さの要件の強化
パスワードの複雑さのオプションで、1 つの数値、1 つの大文字、1 つの小文字、1 つの特殊文字 (! " # $ % & '

( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~) の少なくとも 3 つをパスワードで使用するように内部ユーザと外部ユーザ
に要求できるようになりました。
パスワードなしのログインと検証ページのカスタマイズ
ユーザがメールアドレスまたは電話番号でコミュニティにログインすると (パスワードなしのログイン)、
Salesforce から確認コードが送信されます。同時に、ユーザが確認コードを入力して ID を確認できる検証ペー
ジが Salesforce によって生成されます。ロゴ、色、背景で検証ページをブランド設定できるようになりまし
たが、Salesforce から取得するフォームはブランド設定できませんでした。デフォルトの検証ページを独自
の検証ページで置き換えることができるようになりました。Visualforce といくつかの Apex メソッドを使用し
て検証ページのレイアウトとテキストをカスタマイズします。
コミュニティログイン失敗回数の表示
外部ユーザのアカウントでログイン失敗回数を監視できるようになりました。ログイン失敗の最大回数に
達すると、アカウントはロックされます。[ユーザの詳細] から、ユーザのアカウントをロック解除できま
す。
Customer Community Plus および Customer Community Plus Login ライセンスの「API の有効化」権限をデフォルト
で無効化
Summer '19 以降、新しい Customer Community Plus および Customer Community Plus Login ライセンスは、デフォル
トで「API の有効化」ユーザ権限が付与されません。この権限を追加するには、標準プロファイルをコピー
し、コミュニティ固有のカスタムプロファイルを保存します。Summer '19 より前に購入および使用している
ライセンスには、引き続き「API の有効化」ユーザ権限が付与されます。
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認証済みユーザの標準ページアクセスの検証
標準の Salesforce ページへの認証済みユーザのアクセスを制限している場合、そのリストでさらに多くの標
準ページ (Chatter、グローバル検索、ユーザプロファイルページなど) を使用できるようになりました。[標
準の Salesforce ページへのアクセスを許可] 設定はデフォルトで有効になっています。この設定を無効にし
た場合、サイトの機能に必要なページがブロックされていないことを確認してください。
$Site.AdminEmailAddress の廃止
サイトのセキュリティを強化するために、$Site.AdminEmailAddress 差し込み項目が廃止されました。この項目
では、現在のサイトの [サイトの管理者] の値ではなく、空の文字列が返されるようになりました。SOQL

クエリを使用すれば、引き続きシステム管理者のメールアドレスにアクセスできます。

標準外部コミュニティプロファイルの開始時の制限強化
新しくプロビジョニングされたライセンスで作成されたコミュニティでは、外部ユーザにオブジェクト権限を
割り当てるときに、白紙の状態で始めることができます。標準外部プロファイルには、最小限のオブジェクト
権限のみが含まれるようになり、特定のプロファイル権限はそれを必要とするプロファイルのみに使用が制限
されます。また、これによって特定のニーズに合わせてプロファイルをカスタマイズしやすくなります。Spring

'19 より前にプロビジョニングされたライセンスで作成されたコミュニティはそのままです。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience お
よび Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。
対象ユーザ:この変更は、Summer '19 後にプロビジョニングされたライセンスで作成されたコミュニティに適用
されます。それよりも前にプロビジョニングされたライセンスで作成されたコミュニティには影響ありませ
ん。

メモ:  Winter '20 以降、Salesforce ではセルフ登録、ログイン、ユーザへの割り当てでの標準外部プロファイ
ルの使用を制限する設定が導入されます。予定されているこの変更についての詳細は、重要な更新を参
照してください。

リードへの共有設定の使用
共有セットを使用して、ポータルまたはコミュニティユーザに、リードへのアクセス権を付与できるようにな
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 でアクセスするすべてのコミュニティに適用されます。
方法: 組織でリード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。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 共有セットの設定 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能
性があります)
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コミュニティのパスワードの複雑さの要件の強化
パスワードの複雑さのオプションで、1 つの数値、1 つの大文字、1 つの小文字、1 つの特殊文字 (! " # $ % & ' ( ) *

+ , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~) の少なくとも 3 つをパスワードで使用するように内部ユーザと外部ユーザに要求
できるようになりました。
対象:この変更は、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと Salesforce タブ + Visualforce コミュニティ
に適用されます。

関連トピック:

より複雑なパスワードを使用したセキュリティの強化

パスワードなしのログインと検証ページのカスタマイズ
ユーザがメールアドレスまたは電話番号でコミュニティにログインすると (パスワードなしのログイン)、Salesforce

から確認コードが送信されます。同時に、ユーザが確認コードを入力して ID を確認できる検証ページが Salesforce

によって生成されます。ロゴ、色、背景で検証ページをブランド設定できるようになりましたが、Salesforce か
ら取得するフォームはブランド設定できませんでした。デフォルトの検証ページを独自の検証ページで置き換
えることができるようになりました。Visualforce といくつかの Apex メソッドを使用して検証ページのレイアウ
トとテキストをカスタマイズします。
対象: この変更は、Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスするすべてのコミュニティと、Essentials

Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。

関連トピック:

コミュニティにパスワードなしでログインするための検証ページの作成

コミュニティログイン失敗回数の表示
外部ユーザのアカウントでログイン失敗回数を監視できるようになりました。ログイン失敗の最大回数に達す
ると、アカウントはロックされます。[ユーザの詳細] から、ユーザのアカウントをロック解除できます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと Salesforce タブ + Visualforce コミュニティ
に適用されます。

関連トピック:

ユーザアカウントのログイン試行が失敗した回数を表示
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Customer Community Plus および Customer Community Plus Login ライセンスの
「API の有効化」権限をデフォルトで無効化
Summer '19 以降、新しい Customer Community Plus および Customer Community Plus Login ライセンスは、デフォルト
で「API の有効化」ユーザ権限が付与されません。この権限を追加するには、標準プロファイルをコピーし、
コミュニティ固有のカスタムプロファイルを保存します。Summer '19 より前に購入および使用しているライセ
ンスには、引き続き「API の有効化」ユーザ権限が付与されます。
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 でアクセスするすべてのコミュニティに適用されます。

認証済みユーザの標準ページアクセスの検証
標準の Salesforce ページへの認証済みユーザのアクセスを制限している場合、そのリストでさらに多くの標準
ページ (Chatter、グローバル検索、ユーザプロファイルページなど) を使用できるようになりました。[標準の
Salesforce ページへのアクセスを許可]設定はデフォルトで有効になっています。この設定を無効にした場合、
サイトの機能に必要なページがブロックされていないことを確認してください。
対象: この変更は、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスするコミュニティとサイトに適用されます。
方法: この更新を Sandbox 組織でテストしてから、本番組織で変更を適用することをお勧めします。
Salesforce サイトでこの設定を有効または無効にするには、[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。編集するサイトの名前をクリックし、[ログイン設定] を選択します。[編集]

をクリックし、[標準の Salesforce ページへのアクセスを許可] をオンまたはオフにします。
編集するコミュニティで、CustomSite メタデータ型の allowStandardPortalPages項目を trueまたは false

に設定します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Salesforce サイトのログインおよび登録設定の管理 (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)

$Site.AdminEmailAddress の廃止
サイトのセキュリティを強化するために、$Site.AdminEmailAddress 差し込み項目が廃止されました。この項目で
は、現在のサイトの [サイトの管理者] の値ではなく、空の文字列が返されるようになりました。SOQL クエリ
を使用すれば、引き続きシステム管理者のメールアドレスにアクセスできます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience お
よび Salesforce Classic でアクセスするサイトに適用されます。
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方法:システム管理者のメールアドレスにアクセスするには、Apex コントローラ内で次の SOQL クエリを使用し
ます。
SELECT Admin.Email
FROM Site
WHERE Id=\'' + Site.getSiteId() + '\'

SELECT Email
FROM User
WHERE Id=\'' + Site.getAdminId() + '\'

重要な更新: 外部組織の共有設定、TLS 1.2 など
今回のリリースでは、いくつかの重要な更新が適用および発表されます。外部共有モデルが Summer '19 からす
べての組織で有効になり、TLS 1.2 が適用されます。

このセクションの内容:

コミュニティまたはポータルを使用する組織の外部組織の共有設定の有効化 (重要な更新、適用済み)

コミュニティまたはポータルを使用する組織で外部組織の共有設定の有効化は、Spring '19 の重要な更新で、
Summer '19 リリースで適用されました。この更新により外部共有モデルが有効化され、データのセキュリ
ティが促進されます。内部ユーザと外部ユーザに同じデフォルトのアクセス権を付与するのではなく、外
部ユーザにより限定的なアクセスレベルを設定することができます。
コミュニティとサイトの HTTPS 接続には TLS 1.2 が必要 (重要な更新)

最高レベルのセキュリティ標準を維持し、データの安全性を高めるため、Salesforce では以前のトランスポー
トレイヤセキュリティ (TLS) 1.1 暗号化プロトコルを無効にします。2019 年 10 月以降、Salesforce のコミュニ
ティ、サイト、およびポータルとの間の受信接続および送信接続では TLS 1.2 の使用が必須になります。ブ
ラウザアクセス、API インテグレーション、およびその他の Salesforce 機能が TLS 1.2 に準拠していることを確
認してください。
外部プロファイルの「API の有効化」ユーザ権限のデフォルト設定の無効化 (重要な更新)

Salesforce はすべての標準およびコピーされた外部プロファイルで「API の有効化」権限を無効にします。
「API の有効化」権限により、Workbench、Dataloader.io、Jitterbit、Excel Connector、Salesforce モバイルアプリケー
ション、Mobile SDK アプリケーション、Salesforce IoT、接続アプリケーションなどの外部アプリケーションや
コネクタから API を使用して Salesforce データを認証したり Salesforce データにアクセスしたりできます。
セルフ登録、ログイン、ユーザへの割り当てでの標準外部プロファイルの使用の制限 (重要な更新)

この更新では、セルフ登録、ログイン、ユーザへの割り当てでの標準外部プロファイルの使用が制限され
ます。
コミュニティまたはポータルを使用する組織のユーザレコードでの特定の項目のブロック (重要な更新)

コミュニティまたはポータルを使用する組織で、ユーザレコードの特定の個人情報項目を非表示にするユー
ザ設定をお客様が有効にできるようになりました。これらの項目は、外部ユーザがユーザレコードにアク
セスしたときにビューに表示されません。その場合でも、外部ユーザは自分のユーザレコードは表示でき
ます。
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コミュニティまたはポータルを使用する組織の外部組織の共有設定の有効化
(重要な更新、適用済み)
コミュニティまたはポータルを使用する組織で外部組織の共有設定の有効化は、Spring '19 の重要な更新で、
Summer '19 リリースで適用されました。この更新により外部共有モデルが有効化され、データのセキュリティ
が促進されます。内部ユーザと外部ユーザに同じデフォルトのアクセス権を付与するのではなく、外部ユーザ
により限定的なアクセスレベルを設定することができます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスするコミュニティに適用されます。
時期: この重要な更新は、Summer '19 リリースで適用されます。Summer '19 リリースの稼働後にコミュニティを
オンにした組織は、このデフォルトが有効になります。
方法: 外部組織の共有設定を最初に有効にしたときに、外部アクセスレベルは内部アクセスレベルと一致する
ように設定されます。外部ユーザの厳格なアクセスレベルを設定するには、[設定] から、[クイック検索] ボッ
クスに「共有設定」と入力し、[共有設定] を選択します。[組織の共有設定] で、デフォルトの外部アクセス権
を編集します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 外部組織の共有設定の概要 (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)

コミュニティとサイトの HTTPS 接続には TLS 1.2 が必要 (重要な更新)
最高レベルのセキュリティ標準を維持し、データの安全性を高めるため、Salesforce では以前のトランスポート
レイヤセキュリティ (TLS) 1.1 暗号化プロトコルを無効にします。2019 年 10 月以降、Salesforce のコミュニティ、
サイト、およびポータルとの間の受信接続および送信接続では TLS 1.2 の使用が必須になります。ブラウザアク
セス、API インテグレーション、およびその他の Salesforce 機能が TLS 1.2 に準拠していることを確認してくださ
い。
対象: この変更は、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスするコミュニティとサイトに適用されます。
時期:この重要な更新は、2019 年 10 月 25 日に適用されます。この日付以降に有効化されたコミュニティでは、
デフォルト TLS 1.2 が要求されます。
方法:この更新を Sandbox 組織または Developer Edition 組織でテストして、エンドツーエンドの互換性を確認して
から本番組織で有効にすることをお勧めします。また、コミュニティユーザにこの変更の予定について通知
し、TLS 1.2 をサポートするブラウザへのアップグレードを促すことをお勧めします。
2019 年 10 月 25 日より前にこの重要な更新を有効化するには、[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。[コミュニティおよびサイトの HTTPS 接続には TLS 1.2 が必要]

で、[有効化] をクリックします。

関連トピック:

ナレッジ記事: Salesforce による TLS 1.1 の無効化
HTTPS 接続には TLS 1.2 が必要 (重要な更新)
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外部プロファイルの「API の有効化」ユーザ権限のデフォルト設定の無効化 (重
要な更新)
Salesforce はすべての標準およびコピーされた外部プロファイルで「API の有効化」権限を無効にします。「API

の有効化」権限により、Workbench、Dataloader.io、Jitterbit、Excel Connector、Salesforce モバイルアプリケーション、
Mobile SDK アプリケーション、Salesforce IoT、接続アプリケーションなどの外部アプリケーションやコネクタか
ら API を使用して Salesforce データを認証したり Salesforce データにアクセスしたりできます。
対象ユーザ:この変更は、次のライセンスに割り当てられた標準外部プロファイルとコピーされた外部プロファ
イルを使用しているすべての組織に適用されます。
• Authenticated Website

• Bronze Partner

• CSP Lite Portal

• Customer Community

• Customer Community Login

• Customer Community Plus

• Customer Community Plus Login

• Customer Portal Manager

• Customer Portal Manager Custom

• Customer Portal Manager Standard

• Customer Portal User

• External Apps Login

• External Apps Member

• External Apps Plus Login

• External Apps Plus Member

• External Identity Login

• Gold Partner

• High Volume Customer Portal

• High Volume Portal

• Ideas Only Portal

• Internal Portal User

• Limited Customer Portal Manager Custom

• Limited Customer Portal Manager Standard

• Overage Authenticated Website

• Overage Customer Portal Manager Custom

• Overage Customer Portal Manager Standard

• Overage High Volume Customer Portal

• Partner

• Partner Community

• Partner Community Login

• Platform Portal
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• Silver Partner

方法:組織内の外部プロファイルを確認し、使用事例で「API の有効化」権限が必要なプロファイルを特定しま
す。
ユーザの権限を保持するようにするには、標準プロファイルをコピーし、「API の有効化」権限を選択します。
新しくコピーしたプロファイルにユーザを再割り当てし、そのプロファイルを正しいコミュニティメンバー
シップに追加します。
または、「API の有効化」権限が選択された権限セットを作成し、その権限が必要なユーザに割り当てます。
コピーしたプロファイルで、必要とされる使用事例に対して権限を再度有効にします。

セルフ登録、ログイン、ユーザへの割り当てでの標準外部プロファイルの使用
の制限 (重要な更新)
この更新では、セルフ登録、ログイン、ユーザへの割り当てでの標準外部プロファイルの使用が制限されま
す。
対象:この変更は、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと Salesforce タブ + Visualforce コミュニティ
に適用されます。
時期: Winter '20 以降、Salesforce では標準外部プロファイルの使用が制限されます。
対象ユーザ: この変更は、次の標準外部プロファイルを使用しているすべての組織に適用されます。
• BronzePartner ExternalAppsPlusLogin

• CSPLitePortal

• CustomerCommunity

• CustomerCommunityLogin

• CustomerCommunityPlus

• CustomerCommunityPlusLogin

• CustomerPortalManager

• CustomerPortalManagerCustom

• CustomerPortalManagerStandard

• ExternalAppsLogin

• ExternalAppsMember

• ExternalAppsPlusMember GoldPartner

• HighVolumeCustomerPortal

• HighVolumePortal

• IdeasOnlyPortal

• LimitedCustomerPortalMgrCustom

• LimitedCustomerPortalMgrStandard

• OverageAuthenticatedWebsite

• OverageCustomerPortalMgrCustom

• OverageCustomerPortalMgrStandard

• OverageHighVolumeCustomerPortal
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• Partner

• PartnerCommunity

• PartnerCommunityLogin

• PlatformPortal

• SilverPartner AuthenticatedWebsite

理由: Winter '20 では、[セルフ登録、ログイン、ユーザへの割り当てで標準外部プロファイル (コミュニティプ
ロファイルやポータルプロファイルなど) を許可]設定が有効になります。この設定により、ユーザは標準外部
プロファイルを使用してセルフ登録やログインを行うことができます。また、システム管理者はユーザプロ
ファイルの作成時または更新時に標準外部プロファイルを割り当てることができます。この設定はデフォルト
で無効になっています。この設定を有効にする前に、すべての標準外部プロファイルの CRUD および FLS 設定
を確認するように Salesforce システム管理者に依頼してください。
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。[セルフ
登録、ログイン、ユーザへの割り当てでの標準外部プロファイルの使用を禁止] で、[有効化] をクリックしま
す。
[設定] に戻り、[クイック検索] ボックスに「コミュニティ設定」と入力します。[コミュニティ設定]を選択しま
す。標準外部プロファイルを使用したセルフ登録、ログイン、ユーザへの割り当てを許可するには、[セルフ
登録、ログイン、ユーザへの割り当てで標準外部プロファイル (コミュニティプロファイルやポータルプロファ
イルなど) を許可]を選択します。その他の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。

コミュニティまたはポータルを使用する組織のユーザレコードでの特定の項目
のブロック (重要な更新)
コミュニティまたはポータルを使用する組織で、ユーザレコードの特定の個人情報項目を非表示にするユーザ
設定をお客様が有効にできるようになりました。これらの項目は、外部ユーザがユーザレコードにアクセスし
たときにビューに表示されません。その場合でも、外部ユーザは自分のユーザレコードは表示できます。
対象: この変更はコミュニティまたはポータルを使用するすべての組織に適用されます。
方法: Salesforce では、外部ユーザプロファイルにユーザレコードを表示するページや、外部ユーザとして実行
される SOSL および SOQL クエリにおいて他のユーザの個人情報を非表示にできる組織設定を導入しようとして
います。
次の項目が影響を受けます。
• Alias

• EmployeeNumber

• FederationIdentifier

• SenderEmail

• Signature

• Username

• Division

• Title

• Department

• Extension
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システム管理者は、[ユーザ管理設定] で組織に対して [個人情報を非表示]を有効にできます。この設定を有効
にすると、ユーザレコードをサーチしても、他のユーザの影響を受ける項目は外部ユーザには表示されなくな
ります。変更内容を本番環境に導入する前に、Sandbox 環境でテストしてください。

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:

Salesforce アプリケーションでのリードのパスを使用したセールスプロセスの改善
パスを使用して、リードに対応するモバイルデバイスユーザをガイドできるようになりました。以前は、
Salesforce アプリケーションのパスで商談のみがサポートされていました。
リンクによってユーザが自分のプロファイルページに直接移動
ユーザが自分のユーザプロファイルページに直接移動できるようにするのは簡単ではなく、カスタムコン
ポーネントやリダイレクトリンク、またはその両方が必要な場合がありました。これは理想的ではなかっ
たため、修正されました。URL の末尾に /s/profile/home を追加すると、ログイン済みのユーザが、自分のユー
ザプロファイルページに直接移動できます。この修正された URL をリンクとして使用することもできます。
最良の回答のメール通知の受信 (または非受信)

質問に対して自分が投稿した回答が最良に選ばれたことがわかれば嬉しいものです。投稿を確認する以外
に、メール通知を利用すればそのフィードバックをすばやく受けることができます。ただし、メールが増
えることを歓迎しない人もいます。そこで、これらのメール通知を受信するかどうかをメンバーが選択で
きるようになりました。
Google アナリティクスカスタムディメンションの使用
コミュニティのデータのキャプチャに使用できるのは、最初の 2 つの Google アナリティクスカスタムディ
メンションのみでした。それらのディメンションを別の容量ですでに使用している場合、この制限が問題
となっていました。これを修正しました。Google の 1 ～ 20 の範囲内で任意の数のカスタムディメンション
を使用できるようになりました。
CORS ホワイトリストへの静的リソースの追加
CORS ホワイトリストに静的リソースを追加できるようになりました。たとえば、Lightning Out を使用して
SAP などの外部サイトで Lightning コンポーネントを表示するとします。コンポーネントが Salesforce に保存さ
れている静的リソースに依存している場合には、[設定] で CORS ホワイトリストに SAP を保存します。CORS

ホワイトリストに登録されていないドメインでは、ブラウザは静的リソースから参照されているフォント
や JavaScript ファイルを読み込みません。
作成できるロール数と追加できる個人取引先ユーザ数の制限の緩和
コミュニティとポータルに含めることができるロールの数が 5,000 から 50,000 に増えました。この数には、
カスタマーポータル、パートナーポータル、コミュニティに関連付けられたすべてのロールが含まれます。
さらに、Salesforce ユーザが所有できる個人取引先ポータルユーザの数が 10,000 から 50,000 に増えました。
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Salesforce アプリケーションでのリードのパスを使用したセールスプロセスの
改善
パスを使用して、リードに対応するモバイルデバイスユーザをガイドできるようになりました。以前は、
Salesforce アプリケーションのパスで商談のみがサポートされていました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience お
よび Salesforce Classic でアクセスするコミュニティに適用されます。

リンクによってユーザが自分のプロファイルページに直接移動
ユーザが自分のユーザプロファイルページに直接移動できるようにするのは簡単ではなく、カスタムコンポー
ネントやリダイレクトリンク、またはその両方が必要な場合がありました。これは理想的ではなかったため、
修正されました。URL の末尾に /s/profile/home を追加すると、ログイン済みのユーザが、自分のユーザプロファ
イルページに直接移動できます。この修正された URL をリンクとして使用することもできます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。

最良の回答のメール通知の受信 (または非受信)
質問に対して自分が投稿した回答が最良に選ばれたことがわかれば嬉しいものです。投稿を確認する以外に、
メール通知を利用すればそのフィードバックをすばやく受けることができます。ただし、メールが増えること
を歓迎しない人もいます。そこで、これらのメール通知を受信するかどうかをメンバーが選択できるようにな
りました。
対象: この変更は、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。

Google アナリティクスカスタムディメンションの使用
コミュニティのデータのキャプチャに使用できるのは、最初の 2 つの Google アナリティクスカスタムディメン
ションのみでした。それらのディメンションを別の容量ですでに使用している場合、この制限が問題となって
いました。これを修正しました。Google の 1 ～ 20 の範囲内で任意の数のカスタムディメンションを使用できる
ようになりました。
対象: この変更は、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。

CORS ホワイトリストへの静的リソースの追加
CORS ホワイトリストに静的リソースを追加できるようになりました。たとえば、Lightning Out を使用して SAP

などの外部サイトで Lightning コンポーネントを表示するとします。コンポーネントが Salesforce に保存されてい
る静的リソースに依存している場合には、[設定] で CORS ホワイトリストに SAP を保存します。CORS ホワイト
リストに登録されていないドメインでは、ブラウザは静的リソースから参照されているフォントや JavaScript

ファイルを読み込みません。
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対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の Aura コンポーネントと Lightning Web コンポーネント、
およびすべてのコミュニティに適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: CORS を使用した Web ブラウザからの Salesforce リソースへのアクセス

作成できるロール数と追加できる個人取引先ユーザ数の制限の緩和
コミュニティとポータルに含めることができるロールの数が 5,000 から 50,000 に増えました。この数には、カ
スタマーポータル、パートナーポータル、コミュニティに関連付けられたすべてのロールが含まれます。さら
に、Salesforce ユーザが所有できる個人取引先ポータルユーザの数が 10,000 から 50,000 に増えました。
対象: この変更は、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスするコミュニティに適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: システムの概要: ポータルロール (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用
不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: 個人取引先コミュニティユーザの制限 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、
使用不能になる可能性があります)

ファイル: アセットファイルの更新、より多くのファイル共有

アセットファイルの検索と作成は、より円滑かつ迅速になっています。新しい UI インジケータでアセットファ
イルを瞬時に識別します。ボタンをクリックするだけで、アセットライブラリから直接新しいアセットファイ
ルを作成できます。ファイル共有の制限が緩和されました。

アセットライブラリから直接アセットファイルを作成
[ファイル] ホームのアセットライブラリから直接、ボタンをクリックしてアセットファイルを作成します。そ
の画面内では、新しい [アセットファイル] 表示ラベルでアセットファイルを一目で識別できます。これまで、
アセットファイルを作成できるのはコミュニティビルダー、データローダ、または API からのみでした。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: [アセットファイルをアップロード] をクリックするとファイルセレクタがポップアップ表示され、新し
いファイルをアップロードするか、アセットにする既存のファイルを選択できます。

[保存] をクリックすると、ファイルがアセットライブラリに保存されます。
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ファイル共有の制限の緩和
ここれまで、ファイルを共有できる回数は最大 100 回でした。これには、レコード、人、グループとの共有が
含まれます。ファイル共有の制限が 2000 に緩和されたため、気ままにファイルを共有できます。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Essentials 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モバイルアプリケーショ
ンに適用されます。

モバイル: 外出先で実行できる操作の増加

Salesforce モバイルアプリケーションでは、場所を問わず、ユーザが多忙なときでも生産性を維持できます。
Salesforce は、オフィスの外にいるユーザをサポートする新しい方法を追加するために懸命に取り組んでいま
す。

このセクションの内容:

Salesforce アプリケーション: モバイル通知とセールス機能の改善
最新版の Salesforce アプリケーションには、ユーザにとって最も重要なレコードに関するカスタム通知を設
定するための新しいプロセスが含まれています。また、取引先へのテリトリーの割り当ても改善し、ユー
ザがどこにいても通知を受け取り、生産性を高めるように強化されました。
Mobile Publisher: プライバシーポリシー、Sandbox コミュニティ、生体認証 ID を使用したロック解除
大幅な変更、素晴らしい機能、および改善により、コミュニティが活性化されます。iOS および Android 用
の Salesforce Lightning コミュニティアプリケーションに対する Mobile Publisher プロジェクトにプライバシーポ
リシーを追加できます。本番のコミュニティに加えて、コミュニティメンバーは Sandbox コミュニティで
ベータテスト用の Sandbox を使用できるようになりました。さらに、iOS および Android 用の生体認証 ID を追
加し、Touch ID または Face ID によるロック解除を有効にできます。

Salesforce アプリケーション: モバイル通知とセールス機能の改善
最新版の Salesforce アプリケーションには、ユーザにとって最も重要なレコードに関するカスタム通知を設定す
るための新しいプロセスが含まれています。また、取引先へのテリトリーの割り当ても改善し、ユーザがどこ
にいても通知を受け取り、生産性を高めるように強化されました。

このセクションの内容:

Salesforce モバイルアプリケーションへのアクセス
プラットフォームの最小要件を満たすモバイルデバイスで Salesforce にアクセスする方法は複数あります。
Salesforce 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 モバイルアプリケーションへのアクセス
プラットフォームの最小要件を満たすモバイルデバイスで Salesforce にアクセスする方法は複数あります。
• Salesforce for Android/iOS をインストールします。ユーザは Google Play または App Store からアプリケーションを

ダウンロードできます。
• 選択した Android または iOS 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。
現在のプラットフォームの最小要件については、Salesforce ヘルプの「Salesforce アプリケーションの要件」を
参照してください。

Salesforce アプリケーションのすべての新機能
Salesforce アプリケーションの一連の新機能と改善された機能により、外出先でさらに簡単に Salesforce にアクセ
スできるようになります。
Salesforce モバイルアプリケーションは、Database.com 以外のすべてのエディションで追加ライセンスなしで使
用できます。組織の Salesforce エディションとライセンス、およびユーザに割り当てられたプロファイルと権限
セットによって、各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

更新された Salesforce アプリケーションの要件の概要

セールス機能

Salesforce アプリケーションでのリードのパスを使用した
セールスプロセスの改善

パスユーザがセールスマイルストンに達成した場合の祝福

Salesforce アプリケーションでのパートナーリレーションの
維持

生産性機能

クイックアクションでのイベントシリーズの作成

Today での [新規行動] アクションを使用した行動の作成

Salesforce コミュニティ

ユーザの Lightning コミュニティを表示するモバイルアプリ
ケーションの作成

通知

通知ビルダーを使用した最新情報の伝達
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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

非アクティブなユーザへのプッシュ通知送信の中止

フロー用の呼び出し可能アクションの迅速な特定

Salesforce アプリケーションでのリードのパスを使用したセールスプロセスの改善
デスクトップ用のリードパスを設定してある場合は、営業チームのモバイルデバイスでも同じパスが表示され
ます。以前は、Salesforce アプリケーションでは商談のパスのみをサポートしていました。
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 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。
理由: リードを処理するモバイルデバイスのユーザは、[パス] を使用してガイダンスを取得し、パイプライン
を更新できるようになりました。

パスユーザがセールスマイルストンに達成した場合の祝福
営業担当者が商談を成立させたときに祝福します。商談の成立など、指定されたパスフェーズに達成したら、
紙吹雪のイメージを贈りましょう。
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 Salesforce アプリケーションに適用
されます。
理由: 紙吹雪のお祝いは、マイルストンを達成した営業担当者を喜ばせます。
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方法: 祝福をトリガする選択リスト値とトリガの頻度を選択するには、[設定] の [パス設定] を使用します。

関連トピック:

パス: 販売マイルストンの祝福

Salesforce アプリケーションでのパートナーリレーションの維持
会社が商談または取引先に関してパートナーとコラボレーションしている場合、営業チームは出先でパート
ナーリレーションを管理できるようになりました。モバイルデバイスユーザは、[パートナー] 関連リストを使
用して、商談と法人取引先または個人取引先との間のリレーションを管理できます。これまで、Salesforce アプ
リケーションの [パートナー] 関連リストは参照のみでした。
対象: Summer '09 以降に作成された組織の場合、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 Salesforce アプリケーションに適用されます。Summer '09 より前に作成された組織の場合、この変更
は、すべてのエディションの 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。

関連トピック:

Lightning Experience でのパートナーリレーションの維持

クイックアクションでのイベントシリーズの作成
営業担当者は、クイックアクションレイアウトに繰り返し項目を追加する際に、クイックアクションを使用し
て繰り返し可能なイベントを作成できるようになりました。以前は、単一イベントのレコードしか作成できま
せんでした。
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:

クイックアクションを使用してあらゆる場所から一連の行動を作成
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更新された Salesforce アプリケーションの要件の概要
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、Android、iOS、およびモ
バイル Web 用の Salesforce モバイルアプリケーション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。

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 6.0 以降

iOS の Apple SafariiOS 12.0 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 Android、iOS、およびモバイル Web 用の Salesforce アプリケー
ションの自動テストや手動テストを実行します。次に、Summer '19 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。

タブレットスマートフォンプラットフォーム

Android • Samsung Tab A 9.7• Google Pixel 3

• Google Pixel 2 / Pixel 2 XL • Samsung Tab A 8.0

• Google Pixel

• Google Nexus 6P

• Samsung Galaxy S9 / S9+

• Samsung Galaxy S8

• Samsung Galaxy S7 / S7 Edge

• Samsung Galaxy Note 9

• Samsung Galaxy Note 5

• Samsung Galaxy Note 4

iOS • iPad Pro 12.9” (第 2 世代)• iPhone XS Max

• iPhone X • iPad Pro 10.5”
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タブレットスマートフォンプラットフォーム

• iPhone 8/8 Plus • iPad Pro 9.7”

• iPad 2017 (第 5 世代)• iPhone 7/7 Plus

• iPhone 6S/6S Plus • iPad Air 2

• iPhone 6/6 Plus • iPad Mini 4

• iPhone 5S

• iPhone SE

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 Android および iOS 用の Salesforce モバイルアプリケーションの新しいメ
ジャーバージョンがリリースされる予定です。新しいメジャーバージョンがリリースされる期間は変動し、
Apple や Google の新しい要件または 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
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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。
Salesforce ではリリースごとに機能を強化しているため、最新の Salesforce アプリケーションのアップデートを
Google Play や App Store から入手してインストールしてください。また、サポート対象は最新バージョンのみと
なります。

pageReference クラスを使用したナビゲーションの管理
Salesforce アプリケーションで、pageReference JavaScript オブジェクトがサポートされるようになりました。これ
まで、pageReference を使用したナビゲーションはフルデスクトップサイトでのみサポートされていました。URL

を直接解析または作成することなく、ナビゲーションを制御できるようになりました。
対象:この変更は、Database.com を除くすべてのエディションの Android および iOS 用の Salesforce アプリケーショ
ンに適用されます。

Today での [新規行動] アクションを使用した行動の作成
Today アプリケーションで行動を作成するには、新しい [新規行動] アクションをタップします。このアクショ
ンは [新規] アクションの代わりに使用され、機能に変更はありません。
対象: この変更は、Database.com を除くすべてのエディションの Salesforce for Android および Salesforce for iOS バー
ジョン 220.0 に適用されます。

通知ビルダーを使用した最新情報の伝達
重要なイベントが発生したときに、カスタマイズした通知を送信します。たとえば、商談を成立しようとして
いるときに新しいサポートケースが登録された場合、取引先所有者にアラートを表示します。または、カスタ
ムオブジェクトのみで作成された独自のワークフローについての通知を送信します。以前は、Salesforce により
あらかじめ定義された使用事例に対して標準の通知のみを送信できました。通知ビルダーを使用すると、誰が
何をいつ知る必要があるかを制御できます。
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 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: プロセスビルダーで [カスタム通知を送信] アクションをプロセスに追加します。
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非アクティブなユーザへのプッシュ通知送信の中止
以前は、更新トークンが取り消された場合には、プッシュ登録を手動で削除しなければなりませんでした。今
回は、トークンと一緒に登録が自動的に削除されるようになりました。非アクティブなユーザや、アクセス権
を持たないユーザにプッシュ通知が送られることはありません。
対象:この変更は、Database.com 以外の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。

フロー用の呼び出し可能アクションの迅速な特定
呼び出し可能アクションは、フローの宣言型ビルディングブロックです。見つけやすいように、カテゴリに分
類されました。モバイルおよびデスクトップ通知では、呼び出し可能アクションに customNotificationAction が含
まれます。
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。
対象ユーザ: 呼び出し可能なアクションとクイックアクションは、組織の権限に基づいて使用できます。

365

Salesforce アプリケーション: モバイル通知とセールス機
能の改善

Salesforce Summer '19 リリースノート



方法: フローの作成時に、[アクション] フロー要素を Flow Builder キャンバスにドラッグします。[絞り込み条件]

でカテゴリを選択します。フローに追加する呼び出し可能アクションまたはクイックアクションを検索する
か、すべての利用可能なアクションのリストを表示します。

関連トピック:

フロー作成時の種別またはカテゴリによるアクションの検索

生体認証 ID のスピードとセキュリティを利用したアプリケーションのロック解除
パスコードの代わりに Touch ID と Face ID を使用して、Salesforce アプリケーションをロック解除できるようにな
りました。生体認証 ID により、タップするか一目見るだけで作業に戻ることができます。
対象: この変更は、Database.com を除くすべてのエディションの iOS 用の Salesforce アプリケーションに適用され
ます。
方法: デバイスで生体認証 ID を設定しているユーザは、デバイス設定で Salesforce の Touch ID または Face ID を使
用したロック解除を有効にできます。
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Salesforce アプリケーションとデスクトップのバージョン番号の一致
Salesforce モバイルアプリケーション環境とデスクトップ環境は、各リリースで共通点が増えています。そのた
め、モバイルアプリケーションのバージョン番号をデスクトッププラットフォームに一致するように変更して
います。Salesforce アプリケーションをバージョン 19 にアップグレードする予定で、代わりにバージョン 220 が
表示された場合でも、心配しないでください。201 個の更新を見逃したわけではありません。
対象:この変更は、Database.com を除くすべてのエディションの Android および iOS 用の Salesforce アプリケーショ
ンに適用されます。

Mobile Publisher: プライバシーポリシー、Sandbox コミュニティ、生
体認証 ID を使用したロック解除
大幅な変更、素晴らしい機能、および改善により、コミュニティが活性化されます。iOS および Android 用の
Salesforce Lightning コミュニティアプリケーションに対する Mobile Publisher プロジェクトにプライバシーポリシー
を追加できます。本番のコミュニティに加えて、コミュニティメンバーは Sandbox コミュニティでベータテス
ト用の Sandbox を使用できるようになりました。さらに、iOS および Android 用の生体認証 ID を追加し、Touch ID

または Face ID によるロック解除を有効にできます。

このセクションの内容:

Android および iOS での生体認証 ID を使用したアプリケーションのロック解除
Touch ID と Face ID を使用して、Lightning コミュニティアプリケーションをロック解除します。生体認証 ID に
より、一目見るかタップするだけで瞬時に作業に戻ることができます。iOS または Android デバイスで生体
認証 ID を設定したユーザは、Touch ID または Face ID を使用したロック解除を有効にできます。
コミュニティアプリケーション用の Mobile Publisher プロジェクトでの Sandbox コミュニティのテストの有効
化
Sandbox コミュニティ URL を設定することで、システム管理者はユーザに Sandbox コミュニティまたは本番
コミュニティのテストを許可できるようになりました。
Salesforce Lightning コミュニティアプリケーションでの新しい項目を使用したブランドアセット
iOS および Android 用の Salesforce Lightning コミュニティアプリケーションに会社のブランドを適用します。
App Store の掲載情報に独自のプライバシーポリシー URL を含めるようにアプリケーションをカスタマイズ
することもできます。

Android および iOS での生体認証 ID を使用したアプリケーションのロック解除
Touch ID と Face ID を使用して、Lightning コミュニティアプリケーションをロック解除します。生体認証 ID によ
り、一目見るかタップするだけで瞬時に作業に戻ることができます。iOS または Android デバイスで生体認証 ID

を設定したユーザは、Touch ID または Face ID を使用したロック解除を有効にできます。
対象:この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。Touch ID は iOS と Android でサポートされ、Face ID は iOS

でのみサポートされています。
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コミュニティアプリケーション用の Mobile Publisher プロジェクトでの Sandbox
コミュニティのテストの有効化
Sandbox コミュニティ URL を設定することで、システム管理者はユーザに Sandbox コミュニティまたは本番コ
ミュニティのテストを許可できるようになりました。
対象: この変更は、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。

Salesforce Lightning コミュニティアプリケーションでの新しい項目を使用した
ブランドアセット
iOS および Android 用の Salesforce Lightning コミュニティアプリケーションに会社のブランドを適用します。App

Store の掲載情報に独自のプライバシーポリシー URL を含めるようにアプリケーショ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、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience および Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。

Industries: 各業種向けの既成のソリューション

金融サービスやヘルスケアなどに合わせたソリューションを使用すれば、Salesforce が業界固有のものになりま
す。今回のリリースでは、Financial Services Cloud には新しい保険機能が追加され、Health Cloud には提供者リレー
ションやライフサイエンスプログラムの管理に役立つ新しいデータモデルが追加されており、Lightning Scheduler

を使用して金融およびヘルスケアの予定を予約できます。

このセクションの内容:

Financial Services Cloud: 保険、Lightning フロー、Lightning Scheduler でのインバウンドスケジュール、アクション
プランの機能強化など
保険契約者の環境を Financial Services Cloud の保険と統合します。使いやすいカスタマイズ可能なフローを使
用して、カスタマーサービス要求を取得し、対処します。Lightning Scheduler のセルフサービススケジュール
を使用して、顧客を会社に結び付けます。アクションプランの機能強化を使用して、一貫性のある準拠し
た顧客エンゲージメントを実現します。リテールバンキング用にカスタマイズされた一連の分析ダッシュ
ボードを使用して、データからインサイトをすばやく取得します。
Health Cloud: プログラムと提供者の管理、MuleSoft コネクタなど
患者をプログラムに登録することで、減少を抑えて、エンゲージメントを向上させます。ユーザが専門分
野、資格、保険ネットワークによって適切な提供者を見つけることができるようにします。患者は独自の
予定をスケジュールでき、提供者は場所と機器を予約できます。MuleSoft CAQH コネクタを使用すると、Health

Cloud を統合し、提供者の資格認定を強化できます。また、4 つの新しいビジネス API 内にラップされた複雑
なビジネスロジックがあります。
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Financial Services Cloud: 保険、Lightning フロー、Lightning Scheduler で
のインバウンドスケジュール、アクションプランの機能強化など
保険契約者の環境を Financial Services Cloud の保険と統合します。使いやすいカスタマイズ可能なフローを使用し
て、カスタマーサービス要求を取得し、対処します。Lightning Scheduler のセルフサービススケジュールを使用
して、顧客を会社に結び付けます。アクションプランの機能強化を使用して、一貫性のある準拠した顧客エン
ゲージメントを実現します。リテールバンキング用にカスタマイズされた一連の分析ダッシュボードを使用し
て、データからインサイトをすばやく取得します。

このセクションの内容:

Financial Services Cloud の保険: 保険エージェントおよび担当者のニーズへの対処 (正式リリース)

Salesforce の新しい保険データモデルと Lightning コンポーネントを使用して、顧客との関係を深め、新しい
商談を見つけて、クライアントリストを拡大します。調整された保険エージェントコンソールは、エージェ
ントとサービス担当が自分のパフォーマンスを追跡して目標に集中するのに役立ちます。個人ライフイベ
ントコンポーネントと保険契約コンポーネントを取引先レコードページに追加して、クライアントのライ
フイベント、保険契約、請求、および関連する詳細の統合ビューをエージェントに提供します。
Financial Services Cloud の Lightning フローを使用したサービス要求の適切かつ迅速な処理
事前に組み立てたフローを使用してカスタマーサービス担当の生産性を向上し、カスタマーサービス担当
がカスタマーサービス要求をより高速に処理できるようにします。このフローでは、住所の変更、名義人
の変更、受取人の変更など、一般的なサービス要求に対するステップごとのガイダンスが提供されます。
さまざまな画面に移動する必要はありません。フローは英語で利用できます。
Lightning Scheduler を使用して顧客が予定をスケジュール
顧客と見込み客は Lightning Scheduler のセルフサービスインターフェースを使用して予定をすばやくスケ
ジュールできます。
Lightning Scheduler を使用した予定へのアクションプランの接続
アクションプランの機能が強化され、Lightning Scheduler で使用できるようになりました。Lightning Scheduler

で作成した予定にアクションプランを関連付けたり、アクションプランの状況の変更に基づいて予定を作
成します。
より多くのオブジェクトのアクションプランの作成
アクションプランを使用して、より多くの反復可能なプロセスのコラボレーションと生産性を向上します。
標準オブジェクトとカスタムオブジェクトのサポートが拡大されたことで、ケースの解決や商品のオンボー
ディングなどのプロセスに対して、一貫性のある準拠したカスタマーエンゲージメントを提供できるよう
になりました。
操作性の強化によりリレーションの対応付けに、より多くの詳細を表示
リレーションの対応付けで、テキストがラップされ、[関連取引先] の顧客の氏名が表示されるようになり
ました。各役割が独自の行になるため、個人のすべての役割を一目で確認できます。[関連取引先] および
[関連取引先責任者] の表示ラベルをカスタマイズすることもできます。
Einstein Analytics for Financial Services の機能強化によるリテールバンカーのための予測力の強化
カスタマイズした分析ダッシュボードセットを使用して、リテールバンカーに必要なインサイトを提供し
ます。
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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 の保険: 保険エージェントおよび担当者のニーズへの対
処 (正式リリース)
Salesforce の新しい保険データモデルと Lightning コンポーネントを使用して、顧客との関係を深め、新しい商談
を見つけて、クライアントリストを拡大します。調整された保険エージェントコンソールは、エージェントと
サービス担当が自分のパフォーマンスを追跡して目標に集中するのに役立ちます。個人ライフイベントコン
ポーネントと保険契約コンポーネントを取引先レコードページに追加して、クライアントのライフイベント、
保険契約、請求、および関連する詳細の統合ビューをエージェントに提供します。

このセクションの内容:

保険アプリケーションを使用した計画、実行、スマートさの維持
保険エージェントとカスタマーサービス担当は、保険エージェントコンソール (調整された Lightning コン
ソールアプリケーション) を使用して、クライアントリストの管理と拡大ができます。パフォーマンス総計
値とレポートグラフは、エージェントとサービス担当が目標と成果を監視し、作業をより適切に計画し、
売上とサービスを向上させるのに役立ちます。
個人ライフイベントコンポーネントを使用して顧客との関係を深める
クライアントの人生のマイルストンを一目で確認できるビューを保険エージェントに提供し、保険エージェ
ントが今後の商談を特定し、パーソナライズした提案やエンゲージメントをタイムリーに考案できるよう
にします。
保険契約コンポーネントを使用した保険契約者の全体像の把握
クライアントの保険契約、請求、および他の関連する詳細の統合ビューを保険エージェントに提供します。
この詳細の可視性を高めることで、エージェントはクライアントのニーズをより適切に把握し、対処する
ことができます。また、保険契約コンポーネントをカスタマイズし、エージェントが作業を効率的に実行
するために最も必要な情報を表示することもできます。

保険アプリケーションを使用した計画、実行、スマートさの維持
保険エージェントとカスタマーサービス担当は、保険エージェントコンソール (調整された Lightning コンソー
ルアプリケーション) を使用して、クライアントリストの管理と拡大ができます。パフォーマンス総計値とレ
ポートグラフは、エージェントとサービス担当が目標と成果を監視し、作業をより適切に計画し、売上とサー
ビスを向上させるのに役立ちます。
対象: この変更は、Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
理由: あらかじめパッケージに含まれているパフォーマンス総計値およびレポートグラフから選択し、エージェ
ントとサービス担当のニーズに合ったカスタムホームページを作成します。エージェントとサービス担当は、
月、四半期、または年の総計値とレポートを参照できます。
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方法: アプリケーションランチャーで [保険エージェントコンソール] をクリックします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Financial Services Cloud の保険の有効化 (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)

個人ライフイベントコンポーネントを使用して顧客との関係を深める
クライアントの人生のマイルストンを一目で確認できるビューを保険エージェントに提供し、保険エージェン
トが今後の商談を特定し、パーソナライズした提案やエンゲージメントをタイムリーに考案できるようにしま
す。
対象: この変更は、Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: 取引先レコードページをコピーするか作成します。次に、個人ライフイベントコンポーネントをページ
に追加します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Financial Services Cloud の保険の有効化 (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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保険契約コンポーネントを使用した保険契約者の全体像の把握
クライアントの保険契約、請求、および他の関連する詳細の統合ビューを保険エージェントに提供します。こ
の詳細の可視性を高めることで、エージェントはクライアントのニーズをより適切に把握し、対処することが
できます。また、保険契約コンポーネントをカスタマイズし、エージェントが作業を効率的に実行するために
最も必要な情報を表示することもできます。
対象: この変更は、Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: 取引先レコードページをコピーするか作成します。次に、保険契約コンポーネントをページに追加しま
す。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Financial Services Cloud の保険の有効化 (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)

Financial Services Cloud の Lightning フローを使用したサービス要求の適切かつ
迅速な処理
事前に組み立てたフローを使用してカスタマーサービス担当の生産性を向上し、カスタマーサービス担当がカ
スタマーサービス要求をより高速に処理できるようにします。このフローでは、住所の変更、名義人の変更、
受取人の変更など、一般的なサービス要求に対するステップごとのガイダンスが提供されます。さまざまな画
面に移動する必要はありません。フローは英語で利用できます。
対象: この変更は、Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
時期: この機能は 7 月後半までに Financial Services Cloud で使用できます。
方法: フローをコピーして、ビジネスプロセスに従ってカスタマイズします。
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Lightning Scheduler を使用して顧客が予定をスケジュール
顧客と見込み客は Lightning Scheduler のセルフサービスインターフェースを使用して予定をすばやくスケジュー
ルできます。
対象: この変更は、Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

Lightning Scheduler: インバウンド予定のスケジュール、行動管理、アクションプランなど

Lightning Scheduler を使用した予定へのアクションプランの接続
アクションプランの機能が強化され、Lightning Scheduler で使用できるようになりました。Lightning Scheduler で
作成した予定にアクションプランを関連付けたり、アクションプランの状況の変更に基づいて予定を作成しま
す。
対象: この変更は、Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning

Experience に適用されます。

関連トピック:

アクションプランと Lightning Scheduler の組み合わせ

より多くのオブジェクトのアクションプランの作成
アクションプランを使用して、より多くの反復可能なプロセスのコラボレーションと生産性を向上します。標
準オブジェクトとカスタムオブジェクトのサポートが拡大されたことで、ケースの解決や商品のオンボーディ
ングなどのプロセスに対して、一貫性のある準拠したカスタマーエンゲージメントを提供できるようになりま
した。
対象: この変更は、Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer

Edition の Lightning Experience に適用されます。
理由: 取引先に加えて、キャンペーン、ケース、取引先責任者、契約、リード、商談の標準オブジェクトがア
クションプランテンプレートでサポートされるようになりました。また、活動が有効になっているカスタムオ
ブジェクトのアクションプランテンプレートを作成することもできます。さらに、取引先、ケース、商談で
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は、それぞれ取引先、ケース、商談チームのメンバーに ToDo を割り当てるためのロールの解決がサポートさ
れます。

重要: アクションプランが複数のオブジェクトで使用できるようになりました。プロセス自動化を使用し
てアクションプランを実装している場合は、親オブジェクトおよび関連するテーブルの対象レコードへ
の参照を使用して、TargetID への参照を更新してください。

関連トピック:

Financial Services Cloud アップグレードガイド: アクションプランの API 実装の更新 (リリースプレビューの時点
で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

操作性の強化によりリレーションの対応付けに、より多くの詳細を表示
リレーションの対応付けで、テキストがラップされ、[関連取引先] の顧客の氏名が表示されるようになりまし
た。各役割が独自の行になるため、個人のすべての役割を一目で確認できます。[関連取引先] および [関連取
引先責任者] の表示ラベルをカスタマイズすることもできます。
対象: この変更は、Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。

Einstein Analytics for Financial Services の機能強化によるリテールバンカーのた
めの予測力の強化
カスタマイズした分析ダッシュボードセットを使用して、リテールバンカーに必要なインサイトを提供しま
す。
対象: Retail Banking アプリケーションは、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で有料オプショ
ンで使用可能な Einstein Analytics for Financial Services の一部です。
理由:この新しいアプリケーションを使用すると、支店マネージャとリテールバンカーは顧客、預入、リード、
紹介、支店活動を完全に可視化できます。地域マネージャとパーソナルバンカーもダッシュボードから取得し
たインサイトを利用して、ローンと預入を増加するだけでなく顧客満足度を向上できます。また、重要業績評
価指標を使用して、紹介の取引開始率を向上し、ローン申請を加速して、顧客維持を確立することで、リテー
ルバンキングビジネスを容易に構築することができます。
方法: Analytics Studio で、[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]を選択し
ます。[Analytics for Retail Banking] テンプレートを選択し、ウィザードの指示に従います。
時期: これらの機能は、Summer '19 リリース時にローリング方式で Analytics テンプレートに追加されます。

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。

資格認定
個人または組織の職業上の賞を保存する

新しい Award オブジェクトを使用します。
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ヘルスケア提供者や保険募集人など、当事者の役割のライセンスを保存する
新しい BusinessLicense オブジェクトを使用します。

当事者の役割内の個人の専門教育に関する情報を保存する
新しい PersonEducation オブジェクトを使用します。

保険
請求の種別を保存する

新しい Claim オブジェクトを使用します。
Claim オブジェクトを Case オブジェクトに関連付ける

新しい ClaimCase 連結オブジェクトを使用します。
請求の参加者を保存する

新しい ClaimParticipant オブジェクトを使用します。これは、Claim オブジェクトを Account オブジェクトに関
連付ける連結オブジェクトです。

補償範囲の種別を保存する
新しい CoverageType オブジェクトを使用します。

顧客の被保険財産および被保険物を保存する
新しい CustomerProperty オブジェクトを使用します。

Claim オブジェクトを InsurancePolicyAsset オブジェクトに関連付ける
新しい InsuranceClaimAsset 連結オブジェクトを使用します。

保険証券の種別を保存する
新しい InsurancePolicy オブジェクトを使用します。

保険証券により補償される顧客資産を保存する
新しい InsurancePolicyAsset オブジェクトを使用します。

InsurancePolicy オブジェクトを ProductCoverage オブジェクトに関連付ける
新しい InsurancePolicyCoverage オブジェクトを使用します。

InsurancePolicyAsset オブジェクトを InsurancePolicyParticipant オブジェクトに関連付ける
新しい InsurancePolicyMemberAsset 連結オブジェクトを使用します。

保険証券の参加者を保存する
新しい InsurancePolicyParticipant オブジェクトを使用します。これは、InsurancePolicy オブジェクトを Account オ
ブジェクトに関連付ける連結オブジェクトです。保険契約の参加者には、保険契約所有者と受取人が含ま
れます。

保険対象メンバーの保険関連属性を保存する
新しい InsuranceProfile オブジェクトを使用します。

個人のライフイベントを保存する
新しい PersonLifeEvent オブジェクトを使用します。

保険を販売するエージェントまたは代理店を保存する
新しい Producer オブジェクトを使用します。

Product オブジェクトを CoverageType オブジェクトに関連付ける
新しい ProductCoverage 連結オブジェクトを使用します。
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Lightning フロー
フローからの JSON 出力を保存し、統合されたシステム間のデータ交換を記録します。

新しい CaseGatewayRequest オブジェクトを使用します。

アクションプラン
動作の変更: API バージョン 46 以降では、サポートされる親オブジェクトは取引先、キャンペーン、ケース、
取引先責任者、契約、リード、および商談のほか、活動が有効になっているカスタムオブジェクトです。 (API

バージョン 45 以前では、この項目はこのアクションプランに関連する親取引先レコードの ID です)。
この変更は、ActionPlan オブジェクトの TargetId 項目に影響します。

このアクションプランテンプレートに関連する親オブジェクトを識別します。この項目は、API バージョン 46.0

以降で使用できます。
ActionPlanTemplate オブジェクトの新しい TargetEntityType 項目を使用します。

Health Cloud: プログラムと提供者の管理、MuleSoft コネクタなど
患者をプログラムに登録することで、減少を抑えて、エンゲージメントを向上させます。ユーザが専門分野、
資格、保険ネットワークによって適切な提供者を見つけることができるようにします。患者は独自の予定をス
ケジュールでき、提供者は場所と機器を予約できます。MuleSoft CAQH コネクタを使用すると、Health Cloud を統
合し、提供者の資格認定を強化できます。また、4 つの新しいビジネス API 内にラップされた複雑なビジネス
ロジックがあります。

Health Cloud を使用可能なインターフェース: Salesforce Classic

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

このセクションの内容:

ライフサイエンスプログラム管理を使用したエンゲージメントの向上
患者の遵守の促進および転帰の改善に役立つ新しい登録および管理ツールを使用して、ライフサイエンス
プログラムの影響を最大化します。この新しいデータモデルを使用して、プログラムを定義し、プログラ
ム内でリレーションと活動を管理します。また、新しいコミュニティコンポーネントを含めました。これ
をリリースして、個人がどのプログラムに登録されているかを表示できます。
提供者リレーション管理データモデルを使用した提供者の名簿の作成
提供者が実践している専門分野、提供者が属している保険ネットワーク、提供者が獲得した専門資格を把
握して、提供者リレーションのネットワークを管理します。提供者と組織に関する情報 (アフィリエーショ
ン、場所、ネットワーク、専門分野など) を統合する業界固有のデータモデルが Health Cloud に含まれるよう
になりました。
患者タイムライン行動のスクロール
ビューの範囲外にある行動を表示するように、タイムラインに垂直スクロールを追加しました。特定の日
付に患者の多数の行動が含まれている場合でも、スクロールしてその日付のすべての行動を表示できます。
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MuleSoft CAQH コネクタを使用した Health Cloud の統合
MuleSoft は複数のシステム間の相互運用性を促進します。このリリースは、CAQH 用の MuleSoft コネクタを介
した CAQH Proview(R) および DirectAssure(R) サービスへの接続を容易にし、Health Cloud と CAQH の複雑なインテ
グレーションを視覚的に定義して提供者の資格認定を強化できるようにします。顧客と CAQH 間のライセン
ス契約条件が適用されます。MuleSoft コネクタは、ライセンスされた CAQH サービスにアクセスするメカニ
ズムを簡略化します。詳細は、MuleSoft コネクタドキュメントを参照してください。
Health Cloud ビジネス API を使用したインテグレーションの構築
Health Cloud ビジネス API を使用して、Health Cloud とのインテグレーションを作成します。API は、1 回の API

コール内で複数のタスクを実行することで、複雑なビジネスロジックをラップします。API のほとんどは
RESTful API ですが、一部は Apex クラスおよびメソッドを介して使用することもできます。ANSI 278 対応の承
認 API を使用すると、支払者組織は事前承認要請や他のさまざまなケアサービスの要請を電子的に受信でき
ます。ケアプログラム登録 API では、任意のケアプログラムへの複数の患者の登録が簡略化されます。
Health Cloud の新規および変更されたオブジェクト
この新規および変更された Health Cloud オブジェクトを使用してより多くのデータにアクセスします。
新規追加または変更された Health Cloud Lightning コンポーネント
Health Cloud コンポーネントに新しいコンポーネントが追加され、他のコンポーネントは改善されました。

ライフサイエンスプログラム管理を使用したエンゲージメントの向上
患者の遵守の促進および転帰の改善に役立つ新しい登録および管理ツールを使用して、ライフサイエンスプロ
グラムの影響を最大化します。この新しいデータモデルを使用して、プログラムを定義し、プログラム内でリ
レーションと活動を管理します。また、新しいコミュニティコンポーネントを含めました。これをリリースし
て、個人がどのプログラムに登録されているかを表示できます。
対象: この変更は、Health Cloud が有効になっている 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。
理由: プログラムとは、患者またはメンバーを登録できるまたは患者またはメンバーが自ら登録できる継続的
な組織的活動のことです。たとえば、食事や栄養クラス、臨床試験、雇用主が提供するウェルネスプログラム
があります。
• ケア提供者の場合、患者がケアプランを継続し、より迅速に治療を求めることを促すためにプログラムを

活用できます。患者のプログラム登録は、患者カード、ケアプラン、およびタイムラインに表示できます。
• 支払者の場合、プログラムは、同様の特性 (共有された職場や条件など) を持つメンバーを集めることでコ

スト削減に役立ちます。
• ライフサイエンス組織の場合なら、プログラムを活用して治療や治験への遵守をサポートし、より良い転

帰につなげることができます。
時期: ケアプログラムデータモデルの機能は、新しい Health Cloud の基盤権限セットライセンスを介して使用で
きます。この権限セットライセンスは、Summer '19 本番リリースアップグレード後に、契約に基づいてすべて
の Health Cloud ユーザに提供されます。本番組織でこの機能が使用可能になったら、新しい Sandbox 組織を複製
して、機能にアクセスできます。
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方法: オブジェクトにアクセスするには、Health Cloud ライセンスを組織に提供する必要があります。次に、Health

Cloud 権限セットライセンスおよび 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ま
す。

関連トピック:

Health Cloud の新規および変更されたオブジェクト

提供者リレーション管理データモデルを使用した提供者の名簿の作成
提供者が実践している専門分野、提供者が属している保険ネットワーク、提供者が獲得した専門資格を把握し
て、提供者リレーションのネットワークを管理します。提供者と組織に関する情報 (アフィリエーション、場
所、ネットワーク、専門分野など) を統合する業界固有のデータモデルが Health Cloud に含まれるようになりま
した。
対象: この変更は、Health Cloud が有効になっている 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。
時期: 提供者リレーション管理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
ンスを介して使用できます。この権限セットライセンスは、Summer '19 本番リリースアップグレード後に、契
約に基づいてすべての Health Cloud ユーザに提供されます。本番組織でこの機能が使用可能になったら、新し
い Sandbox 組織を複製して、機能にアクセスできます。
方法: オブジェクトにアクセスするには、Health Cloud ライセンスを組織に提供する必要があります。次に、Health

Cloud プラットフォーム権限セットライセンスと Health Cloud の基盤権限セットをユーザに割り当てます。

関連トピック:

Health Cloud の新規および変更されたオブジェクト

患者タイムライン行動のスクロール
ビューの範囲外にある行動を表示するように、タイムラインに垂直スクロールを追加しました。特定の日付に
患者の多数の行動が含まれている場合でも、スクロールしてその日付のすべての行動を表示できます。
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対象: この変更は、Health Cloud が有効になっている Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。これには、Health Cloud プラットフォーム権限セッ
トライセンスが必要です。
理由: ビューに収まらない多くの行動がある場合、垂直スクロールを使用してすべての行動を表示します。

MuleSoft CAQH コネクタを使用した Health Cloud の統合
MuleSoft は複数のシステム間の相互運用性を促進します。このリリースは、CAQH 用の MuleSoft コネクタを介し
た CAQH Proview(R) および DirectAssure(R) サービスへの接続を容易にし、Health Cloud と CAQH の複雑なインテグレー
ションを視覚的に定義して提供者の資格認定を強化できるようにします。顧客と CAQH 間のライセンス契約条
件が適用されます。MuleSoft コネクタは、ライセンスされた CAQH サービスにアクセスするメカニズムを簡略化
します。詳細は、MuleSoft コネクタドキュメントを参照してください。
時期: Summer '19 が正式リリースされたときに、Anypoint Exchange を介して MuleSoft CAQH コネクタを使用できま
す。最新情報については、MuleSoft コネクタリリースノートを参照してください。

関連トピック:

MuleSoft コネクタドキュメント

Health Cloud ビジネス API を使用したインテグレーションの構築
Health Cloud ビジネス API を使用して、Health Cloud とのインテグレーションを作成します。API は、1 回の API コー
ル内で複数のタスクを実行することで、複雑なビジネスロジックをラップします。API のほとんどは RESTful API

ですが、一部は Apex クラスおよびメソッドを介して使用することもできます。ANSI 278 対応の承認 API を使用
すると、支払者組織は事前承認要請や他のさまざまなケアサービスの要請を電子的に受信できます。ケアプロ
グラム登録 API では、任意のケアプログラムへの複数の患者の登録が簡略化されます。
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対象ユーザ: ビジネス API にアクセスするには、Health Cloud アドオンまたは Health Cloud プラットフォームライ
センスが必要です。ユーザには、Health Cloud プラットフォームライセンスが含まれる Health Cloud 利用管理権限
セットが必要です。

メモ:  Health Cloud ビジネス API の認証、レート制限などは、Chatter REST API と同じ規則に従います。

ANSI 278 対応の承認 API

機能豊富な 3 つの RESTful API により、ANSI 278 トランザクションデータ (ヘルスケアサービス審査と応答とも呼
ばれる) への簡略化されたインターフェースが提供されます。このビジネスレベル API は、支払者組織がケア
サービスの要請 (事前承認要請、紹介要請など) を電子的に受信するのに役立ちます。送信者は、提供者、支払
者、プラン提供者、またはクリアリングハウスなどのヘルスケアサービス審査に関与するその他のエンティ
ティです。
API は、次の場合に 2 者間のコミュニケーションを容易にします。
• 異議
• 薬品要請
• 入院
• ヘルスケアサービス要請
• 紹介
• 苦情
• 不満
1 つ以上のケアサービス審査要請を作成または更新

ケアサービス要請のリストを使用して /services/data/vXX.X/connect/health/care-services への
POST または PATCH 要求を実行します。各ケアサービス要請には、診断、ケア要請、薬、ケア要請項目、
ケース、患者、登録者、搬送場所などの詳細を含めることができます。

複数のケアサービス審査要請の状況を取得
/services/data/vXX.X/connect/health/care-services/{ids} への GET 要求を実行して、ケア要
請、薬、診断、登録者、ケース、患者、搬送場所に関する詳細を返します。

ケアプログラム登録 API

複数の患者を 1 つのケアプログラムに登録します。この API は、指定された患者の患者登録カードと加入者の
商品を作成します。
複数の患者を 1 つのケアプログラムに登録

ケアプログラムおよび登録する患者のリストを使用し
て、/services/data/vXX.X/connect/health/care-programs/enrollments への POST 要求を実行
します。

Health Cloud の新規および変更されたオブジェクト
この新規および変更された Health Cloud オブジェクトを使用してより多くのデータにアクセスします。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition に適用されます。
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時期: ライフサイエンスプログラム管理および提供者リレーション管理データモデルの機能は、Summer '19 リ
リースアップグレード後に、契約に基づいてすべての Health Cloud ユーザに提供されます。本番組織でこの機
能が使用可能になったら、新しい Sandbox 組織を複製して、機能にアクセスできます。
方法: ライフサイエンスプログラム管理および提供者リレーション管理のオブジェクトにアクセスするには、
Health Cloud ライセンスを組織に提供する必要があります。次に、Health Cloud 権限セットライセンスおよび 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ます。提供者リレーション管理では、Health

Cloud の基盤権限セットもユーザに提供する必要があります。

ライフサイエンスプログラム管理
雇用主または保険会社によって参加者に提供される活動を作成および管理する

新しい CareProgram オブジェクトを使用します。
1 つ以上のキャンペーンをプログラムに関連付ける

新しい CareProgramCampaign オブジェクトを使用します。
患者ケアプログラム登録対象資格の条件を定義する

新しい CareProgramEligibilityRule オブジェクトを使用します。
ケアプログラムに登録した参加者を作成する

新しい CareProgramEnrollee オブジェクトを使用します。
ケアプログラム加入者をケアプログラム商品、ケアプログラム提供者、またはその両方に関連付ける

新しい CareProgramEnrolleeProduct オブジェクトを使用します。
メンバーシップ番号または登録コードを含むケアプログラムメンバーシップカードを作成する

新しい CareProgramEnrollmentCard オブジェクトを使用します。
ケアプログラムに関連するビジネス上または臨床上の目標を作成する

新しい CareProgramGoal オブジェクトを使用します。
ケアプログラムをケアプログラム商品、ケアプログラム提供者、またはその両方に関連付ける

新しい CareProgramProduct オブジェクトを使用します。
ケアプログラム商品のサービス提供者である法人取引先を作成する

新しい CareProgramProvider オブジェクトを使用します。
プログラムの下でサービスを提供する人を作成する

新しい CareProgramTeamMember オブジェクトを使用します。
ソースシステムの項目を Salesforce の対象エンティティおよび属性に対応付ける

新しい CareSystemFieldMapping オブジェクトを使用します。
1 つ以上のケアプログラムの患者登録対象資格を定義する

新しい EnrollmentEligibilityCriteria オブジェクトを使用します。

提供者リレーション管理
施設の専門の適格性認定を作成する

新しい Accreditation オブジェクトを使用します。
個人または組織の職業上の賞の記録を作成する

新しい Award オブジェクトを使用します。

381

Health Cloud: プログラムと提供者の管理、MuleSoft コネ
クタなど

Salesforce Summer '19 リリースノート



医師の専門医認定を追跡する
新しい BoardCertification オブジェクトを使用します。

ヘルスケア提供者や保険募集人など、役割のライセンスを追跡する
新しい BusinessLicense オブジェクトを使用します。

提供者の専門コードと説明を管理する
新しい CareSpecialty オブジェクトを使用します。

分類コードの静的リストを管理する
新しい CareTaxonomy オブジェクトを使用します。

場所またはビジネスエンティティが含まれている保険ネットワークを識別する
新しい HealthcareFacilityNetwork オブジェクトを使用します。

医師がサービスを提供するさまざまな場所を管理する
新しい HealthcarePractitionerFacility オブジェクトを使用します。

ヘルスケア組織または医師に関するビジネスレベルの詳細を取得する
新しい HealthcareProvider オブジェクトを使用します。

米国内のすべての施設および免許を受けた医師に割り当てられた National Provider Identifier (NPI) の識別子を管
理する

新しい HealthcareProviderNpi オブジェクトを使用します。
医師または提供者サービス組織の専門分野を追跡する

新しい HealthcareProviderSpecialty オブジェクトを使用します。
医師または施設の分類コードまたは副専門分野コードを管理する

新しい HealthcareProviderTaxonomy オブジェクトを使用します。
当事者の役割内の個人の専門教育に関する情報を追跡する

新しい PersonEducation オブジェクトを使用します。

利用管理
メンバーの医療保険の登録者情報、在宅医療の状況、救急車搬送の詳細など、ケア要請に関する追加の詳細を
作成する

新しい CareRequestExtension オブジェクトを使用します。
メンバーの性別を取得する

既存の CareRequest オブジェクトの新しい MemberGender 項目を使用します。
メンバーの健康に関する提供者の予後を追跡する

既存の CareRequest オブジェクトの新しい MemberPrognosis 項目を使用します。
メンバーの入院の状況、外来診療の日付、ケアの開始を取得する

既存の CareRequest オブジェクトの新しい MemberStatus 項目を使用します。
日数、単位数、訪問数など、要請の数量種別を取得する

既存の CareRequest オブジェクトの新しい QuantityType 項目を使用します。
救急車搬送時の移動距離を取得する

既存の CareRequestItem オブジェクトの新しい AmbulanceTransportDistance 項目を使用します。
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救急車搬送の理由を取得する
既存の CareRequestItem オブジェクトの新しい AmbulanceTransportReason 項目を使用します。

救急車搬送の種別を取得する
既存の CareRequestItem オブジェクトの新しい AmbulanceTrasportType 項目を使用します。

ユーザが処置に関する自由形式の説明を作成できるようにする
既存の CareRequestItem オブジェクトの新しい FreeFormProcedureDescription 項目を使用します。

ユーザがサービスコードの別の修飾子を追加できるようにする
既存の CareRequestItem オブジェクトの新しい Modifier2 項目を使用します。

ユーザが追加のサービスコード修飾子の説明を追加できるようにする
既存の CareRequestItem オブジェクトの新しい Modifier2Description 項目を使用します。

ユーザがサービスコードの別の修飾子を追加できるようにする
既存の CareRequestItem オブジェクトの新しい Modifier3 項目を使用します。

ユーザが追加のサービスコード修飾子の説明を追加できるようにする
既存の CareRequestItem オブジェクトの新しい Modifier3Description 項目を使用します。

ユーザがサービスコードの別の修飾子を追加できるようにする
既存の CareRequestItem オブジェクトの新しい Modiifier4 項目を使用します。

ユーザが追加のサービスコード修飾子の説明を追加できるようにする
既存の CareRequestItem オブジェクトの新しい Modifier4Description 項目を使用します。

日数、単位数、訪問数など、サービス要請の数量種別を追跡する
既存の CareRequestItem オブジェクトの新しい QuantityType 項目を使用します。

サービス要請の承認状況を取得する
既存の CareRequestItem オブジェクトの新しい Status 項目を使用します。

サービス要請の承認状況の理由を取得する
既存の CareRequestItem オブジェクトの新しい StatusReason 項目を使用します。

救急車搬送の搬送先の場所を取得する
既存の CareRequestItem オブジェクトの新しい TranportLocationId 項目を使用します。

関連トピック:

提供者リレーション管理データモデルを使用した提供者の名簿の作成
ライフサイエンスプログラム管理を使用したエンゲージメントの向上
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新規追加または変更された Health Cloud Lightning コンポーネント

エディション

Health Cloud は、Salesforce
Classic と Lightning
Experience で使用できま
す。

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

Health Cloud コンポーネントに新しいコンポーネントが追加され、他のコンポー
ネントは改善されました。
次のコンポーネントが新規追加されました。
コンポーネント名

Health Cloud Empower のケアプログラムコンポーネント
次のコンポーネントが変更されました。
コンポーネント名

説明

myTrailhead: Trailhead のコンテンツとブランド

myTrailhead では、社内用に作成したコンテンツを使用して、Salesforce Trailhead と同じスキルベースのゲーム化さ
れた学習体験を提供できます。会社のロゴ、バナー画像、色を使用して myTrailhead をブランド設定することも
できます。

このセクションの内容:

社内学習の改革
ユーザ向けの myTrailhead のモジュールとトレイルは、必要なだけいくつでも作成できます。myTrailhead に
は、コンテンツを作成、管理、および公開するための使いやすいプラットフォーム、Trailmaker が付属して
います。また、カスタムコンテンツを myTrailhead 外部のリソースと組み合わせて包括的な教育体験を提供
する学習パス、Trailmix を作成することもできます。

社内学習の改革
ユーザ向けの myTrailhead のモジュールとトレイルは、必要なだけいくつでも作成できます。myTrailhead には、
コンテンツを作成、管理、および公開するための使いやすいプラットフォーム、Trailmaker が付属しています。
また、カスタムコンテンツを myTrailhead 外部のリソースと組み合わせて包括的な教育体験を提供する学習パ
ス、Trailmix を作成することもできます。
対象: myTrailhead は、Enterprise Edition、Performance Edition、または Unlimited Edition のユーザが有料オプションで使
用できます。
対象ユーザ: 「myTrailhead コンテンツアクセス」権限を持つユーザは、会社の myTrailhead サイトにログインして
バッジとポイントを獲得できます。Trailmaker を操作したり、ブランドをカスタマイズしたり、カスタムステッ
プで Trailmix を作成したりするには、追加の権限が必要です。
理由: myTrailhead は、従業員を常にエンゲージさせ、キャリア開発を促進する継続的な学習文化を育てます。
人事部は、新入社員を歓迎して仕事と会社に順応させるコンテンツを作成できます。マネージャや学習担当者
は、セールスプロセス、サービスケース管理、キャリアナビゲーションなどのカスタムトレーニングプログラ
ムを設計できます。ライター、編集者、および専門分野エキスパートは、会社の使用事例に焦点を絞ったコン
テンツに関してコラボレーションすることで、システムの採用を促進できます。
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方法: 直感的なコンテンツスタイル設定ツールである Trailmaker Content を使用して、コンテンツを書式設定した
り、グラフィックや画像を追加したり、テストを作成したりします。

Trailmaker Release を使用して、ボタンをクリックするだけでコンテンツのリリースを作成して公開します。

ブランド機能を使用して、myTrailhead を会社のイメージと色でカスタマイズします。
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会社の myTrailhead サイトで選択するたびに、バッジとポイントを獲得できます。

関連トピック:

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

カスタマイズ: Einstein 予測ビルダー、Einstein Next Best Action、フ
ローの機能強化

Einstein 予測ビルダーで、データが品質の予測に使用されることを確認し、検索条件を使用してより正確にしま
す。Einstein Next Best Action を使用して、より適切なおすすめと予測を取得します。より堅牢な Flow Builder と多
数の新機能を使用して、フローを簡単に作成します。

このセクションの内容:

Einstein 予測ビルダー
データチェッカーを使用してデータの量と質を評価し、予測を確実に成功させます。指定したレコードに
基づいて予測が行われるように、条件ロジックをカスタマイズします。
Einstein Next Best Action: より容易な式、おすすめの動的配信および拡張、戦略およびおすすめのパッケージ化
シンプルモードまたは高度なモードでおすすめを絞り込むための式を作成します。外部データソースに接
続し、動的に生成できる、大量の商品のおすすめをすばやく作成します。リアルタイム更新と AI による予
測スコアを使用しておすすめを拡張します。Next Best Action 戦略をパッケージ化して複数の内部組織または
顧客に配信します。
Lightning フロー: 拡張された Flow Builder 環境、標準フロー、簡略化された Apex 型とのデータインテグレー
ション
元に戻す機能ややり直し機能などを使用してフローをよりすばやく作成し、特定の Salesforce 機能を使用し
て標準フローを取得し、フローでの Apex 型とのデータインテグレーションを簡略化します。
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Lightning アプリケーションビルダー: 新しいレコードページテンプレート、新規コンポーネントと拡張され
たコンポーネント
新しいレコードページテンプレートを使用して、Salesforce Classic に似たレコードページを作成します。更新
された [Einstein Analytics ダッシュボード] コンポーネントにより使いやすさが向上します。新しい [Quip 通知]

および [メール追跡 - 個々の受信者] コンポーネントは、ユーザの生産性の維持に役立ちます。
Salesforce Connect: 外部変更データキャプチャ、外部オブジェクト選択リスト、外部オブジェクトレポート、
指定ログイン情報の認証プロトコル
外部変更データキャプチャを使用して、Salesforce 組織外に保存されているデータの変更を追跡します。外
部オブジェクトが改善され、選択リスト項目を使用できるようになり、レポート作成時により多くのレコー
ドが評価されるようになりました。指定ログイン情報の追加認証プロトコルを使用して、より多くの外部
データソースに対して以前よりも簡単かつ安全にアクセスできます。
データ保護とプライバシー: 新しい同意管理オブジェクト、データ分類の改善
新しい認証フォームオブジェクトを使用して、顧客の同意を追跡および保存します。追加機能により、顧
客の機密データを項目レベルで簡単に分類できます。
オブジェクトおよび項目: 数式内の予測項目、カスタムオブジェクトのハードリミットの増加、改善された
削除済み項目情報
数式内で Einstein 予測ビルダーの値を使用して、より多くのカスタムオブジェクトをインストールし、[削除
済み項目] 詳細ページでより多くの情報を参照します。
共有: 外部組織の共有設定の機能強化
外部組織の共有設定を改善しました。これによりデータの保護を強化できます。カスタムオブジェクトの
デフォルトの外部アクセス権の設定がより厳格になり、コミュニティまたはポータルを使用するすべての
組織で外部組織の共有設定が有効化されました。
グローバリゼーション: 右から左へ記述されるレイアウトの強化 (ベータ)、新しいロケール形式 (パイロッ
ト)、3 つの新しいプラットフォーム言語
右から左へ記述される言語用の見やすくなったレイアウト、および改善された新しい国際日時形式を確認
してください。さらに、ビルマ語と、ニュージーランドのお客様用の 2 つの言語を追加しました。
AppExchange: プロジェクトに適した Salesforce コンサルタントの検索
AppExchange の新しいツールおよび機能により、会社のニーズに合った資格を持つ Salesforce コンサルタント
を見つけやすくなりました。Consultant Finder は簡単な質問を使用してプロジェクトの要件を収集し、最も
関連性の高いコンサルタントを推奨します。新しいリストコンポーネントにより、コンサルタントの専門
分野、活動地域、業績をすばやく把握できます。
一般設定: フローで分類されたアクション、合理化された Quip プロセス、Big Object の機能強化
フローでは、呼び出し可能なアクションとクイックアクションが分類され見つけやすくなりました。より
少ないクリック数でよりすばやく接続してユーザを Quip に追加できます。インデックス長の増加と特殊な
項目のデータ型により、Big Object をより効率的に操作できます。

Einstein 予測ビルダー
データチェッカーを使用してデータの量と質を評価し、予測を確実に成功させます。指定したレコードに基づ
いて予測が行われるように、条件ロジックをカスタマイズします。
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このセクションの内容:

Einstein 予測ビルダーでのデータチェッカーを使用したエラーの発生前の検出
予測の設定が完了する前に、データセットに十分なレコードがなかったり、予測品質が低かったりするこ
とを確認できます。Einstein は、有益な予測を行うために必要なサンプルレコード数と、true および false 値
の数を判断できます。データチェッカーを使用して、進行中にこの情報を取得します。絞り込まれたデー
タセットに十分なレコードがないことを早期に発見し、区分またはサンプル検索条件を調整してからデー
タを再確認できるようにします。
Einstein 予測ビルダーでのカスタムロジックを使用した検索条件の微調整
予測を構築するときに、検索条件を使用して、予測の基盤となるデータセット内のレコードのセットを定
義します。含めるレコードのセットをより正確にするため、検索条件にカスタムロジックを適用できるよ
うになりました。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

Einstein 予測ビルダーでのデータチェッカーを使用したエラーの発生前の検出
予測の設定が完了する前に、データセットに十分なレコードがなかったり、予測品質が低かったりすることを
確認できます。Einstein は、有益な予測を行うために必要なサンプルレコード数と、true および false 値の数を判
断できます。データチェッカーを使用して、進行中にこの情報を取得します。絞り込まれたデータセットに十
分なレコードがないことを早期に発見し、区分またはサンプル検索条件を調整してからデータを再確認できる
ようにします。
対象: この変更は、Enterprise 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、Einstein Analytics Plus または Einstein Predictions ライセンスを持つシステム管理者が使用で
きます。
方法: 予測する項目を含むオブジェクトを選択するときに、データを調べて十分なレコードがあることを確認
します。データセットの区分に焦点を絞って予測する場合、データを確認する前にその区分を定義します。
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サンプルセットを予測および定義する項目を選択するときに、データをもう一度確認します。true および false

値で項目を予測する場合、データチェッカーでデータセットに各値の十分なサンプルがあるかどうかを確認す
ることもできます。

問題なく先に進めるようになったら、予測を構築する前にもう一度データを確認できます。データチェッカー
で十分なレコードがないことが示された場合、データを追加するか、検索条件を変更します。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

Einstein 予測ビルダーでのカスタムロジックを使用した検索条件の微調整
予測を構築するときに、検索条件を使用して、予測の基盤となるデータセット内のレコードのセットを定義し
ます。含めるレコードのセットをより正確にするため、検索条件にカスタムロジックを適用できるようになり
ました。
対象: この変更は、Enterprise Edition および Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
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対象ユーザ: この機能は、Einstein Analytics Plus または Einstein Predictions ライセンスを持つシステム管理者が使用で
きます。
方法: たとえば、取引先責任者オブジェクトの予測を構築しているとします。取引先責任者は住宅所有者であ
るか、扶養家族がいるか、結婚しているかに基づくデータの区分のみを Einstein で調べることにしました。す
べての条件と任意の条件のどちらを使用するかに制限されることなく、扶養家族がいるか結婚しているすべて
の住宅所有者を調べるカスタムロジックを使用します。

予測するオブジェクトの区分を定義するとき、および例として使用するレコードのセット (サイエンス用語で
は「トレーニング条件」) を定義するときに、カスタムロジックを使用できます。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

Einstein Next Best Action: より容易な式、おすすめの動的配信および拡
張、戦略およびおすすめのパッケージ化
シンプルモードまたは高度なモードでおすすめを絞り込むための式を作成します。外部データソースに接続
し、動的に生成できる、大量の商品のおすすめをすばやく作成します。リアルタイム更新と AI による予測ス
コアを使用しておすすめを拡張します。Next Best Action 戦略をパッケージ化して複数の内部組織または顧客に
配信します。
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このセクションの内容:

Next Best Action 戦略でおすすめを絞り込むための式をより容易に作成
Einstein Next Best Action で、おすすめを絞り込むための式をよりすばやく正確に作成できるようになりまし
た。式ではリソース、演算子、値が使用されます。この式をシンプルモードと高度なモードの 2 つの異な
るモードで作成できます。シンプルモードは宣言型です。選択または検索のみで数式を作成できます。よ
り複雑な式が必要であれば、高度なモードをお試しください。画面に表示される形式と構文のガイドライ
ンに従って、式を入力します。
Salesforce オブジェクトまたは外部データソースからの Next Best Action Recommendations の動的配信および拡張
作成済みの静的なおすすめを使用するのではなく、作成と拡張の 2 つの新しい要素を使用して動的なおす
すめと AI による予測を取得できるようになりました。
対応付け要素を使用した簡単な機能強化の追加、フロー入力変数へのおすすめ項目の対応付け
新しい対応付け要素を使用すると、Apex コードを使用せずに、数式を使用して新規項目を作成したり、既
存の項目を変更したりできます。
Next Best Action 戦略をパッケージ化して配信
パッケージ化により、Strategy Builder で Next Best Action 戦略を容易かつ大規模に配信できます。会社の開発者
は、複数の Salesforce 組織で使用する戦略をパッケージ化できます。独立系ソフトウェアベンダー (ISV) は、
戦略を AppExchange に追加して顧客に配信できます。戦略および特定の連動関係をパッケージ化して管理
パッケージと未管理パッケージの両方で配信できます。変更セットもサポートされています。

Next Best Action 戦略でおすすめを絞り込むための式をより容易に作成
Einstein Next Best Action で、おすすめを絞り込むための式をよりすばやく正確に作成できるようになりました。
式ではリソース、演算子、値が使用されます。この式をシンプルモードと高度なモードの 2 つの異なるモード
で作成できます。シンプルモードは宣言型です。選択または検索のみで数式を作成できます。より複雑な式が
必要であれば、高度なモードをお試しください。画面に表示される形式と構文のガイドラインに従って、式を
入力します。
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。
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Salesforce オブジェクトまたは外部データソースからの Next Best Action
Recommendations の動的配信および拡張
作成済みの静的なおすすめを使用するのではなく、作成と拡張の 2 つの新しい要素を使用して動的なおすすめ
と AI による予測を取得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。
理由: 作成要素および拡張要素では、多数のおすすめを動的に作成および変更する新しい効率的な方法が提供
され、プログラムで統合を拡大できます。
おすすめを Salesforce のレコードとして手動で定義する代わりに、作成要素を使用できます。おすすめのリスト
を返す Apex アクションにこの要素を接続すると、おすすめが現在の戦略実行の一部になります。多くの可能
性があるためにおすすめを手動で作成することに不都合が生じる状況では、この機能を使用して、パーソナラ
イズしたおすすめを動的に作成することができます。たとえば、200,000 件の商品を含む商品データベースがあ
る場合、200,000 件のおすすめを一度に作成したくありません。
よりスマートなおすすめがあったらいいですよね。拡張要素を使用すると、各種サービス (Einstein Discovery、
Einstein 予測ビルダーなど) からの AI による予測を使用して、接続済みデータソースからの追加の情報 (傾向ス
コアなど) でおすすめを拡張できます。
例を見てみましょう。あなたの会社は多くのパーツとアクセサリのカタログを扱う自動車部品販売会社です。
あなたは画面フローを使用して、自動車のメーカー、モデル、年式に基づいて顧客にパーツをおすすめしま
す。個々のパーツまたはアクセサリごとに 1 つの静的なおすすめを作成する代わりに、その情報を Salesforce の
商品オブジェクトで管理したり、SQL を使用して外部データベースからデータを取得したりできます。Apex の
呼び出し可能なアクションと共に作成要素を使用し、Apex クラスを呼び出して、パーツとアクセサリのおすす
めを戦略に応じて動的に作成します。

392

Einstein Next Best Action: より容易な式、おすすめの動的
配信および拡張、戦略およびおすすめのパッケージ化

Salesforce Summer '19 リリースノート



ここで、販売するパーツとアクセサリのメーカーからの各データソースを統合するとします。これらのデータ
ソースには、各アイテムの現在の使用可能状況に関する情報 (在庫あり、取り寄せ中、在庫なし) が含まれま
す。拡張要素を戦略の読み込みまたは作成要素に接続すると、この使用可能状況の情報をおすすめ内でユーザ
に提供できます。
方法: 拡張または作成のおすすめ要素を使用するには、単にそれらの要素を Next Best Action 戦略のキャンバスに
ドラッグします。Apex アクションを選択します。Strategy Builder などの宣言型ツールに Apex アクションとして
表示するには、Apex クラスに、呼び出し可能メソッドとしてマークされたメソッドが必要です。

対応付け要素を使用した簡単な機能強化の追加、フロー入力変数へのおすすめ
項目の対応付け
新しい対応付け要素を使用すると、Apex コードを使用せずに、数式を使用して新規項目を作成したり、既存の
項目を変更したりできます。
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。
理由: 対応付けを使用すると、フローユーザにとってより有益な情報をおすすめ項目に表示できるほか、戦略
や外部ソースからのおすすめデータをフローと適切に連携させることができます。対応付け要素を使用して、
ある名前を持つおすすめ項目から別の名前を持つフロー入力にデータを渡すことができます。また、対応付け
を使用して、説明、名前、他の現在の項目値を変更し、それらをコンテキスト固有のデータでパーソナライズ
できます。
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たとえば、テキストを使用しておすすめをパーソナライズし、取引先責任者の名前をそのおすすめに含めるこ
ともできます。これを行うには、[名前] 項目で [説明] を選択し、[値] 項目に次の式を入力します。
$Record.Contact.Name+", "+Description.  [種別] 項目は「Text」のままにします。
取引先責任者の [名前] 項目値が「Jerry Greenfield」、[説明] 項目値が「Thank you for being a loyal

customer. We truly appreciate your business!」の場合、出力は次のようになります。これは便利で
す。

方法: Next Best Action 戦略で対応付けおすすめ要素を使用するには、その要素を戦略キャンバスにドラッグしま
す。ページに表示されるガイドラインと例を参照してください。

Next Best Action 戦略をパッケージ化して配信
パッケージ化により、Strategy Builder で Next Best Action 戦略を容易かつ大規模に配信できます。会社の開発者は、
複数の Salesforce 組織で使用する戦略をパッケージ化できます。独立系ソフトウェアベンダー (ISV) は、戦略を
AppExchange に追加して顧客に配信できます。戦略および特定の連動関係をパッケージ化して管理パッケージ
と未管理パッケージの両方で配信できます。変更セットもサポートされています。
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:  [設定] から、クイック検索ボックスに「パッケージマネージャ」と入力し、コンポーネントの種類として
[おすすめ戦略] を選択します。

Lightning フロー: 拡張された Flow Builder 環境、標準フロー、簡略化
された Apex 型とのデータインテグレーション
元に戻す機能ややり直し機能などを使用してフローをよりすばやく作成し、特定の Salesforce 機能を使用して標
準フローを取得し、フローでの Apex 型とのデータインテグレーションを簡略化します。

このセクションの内容:

オートメーションホームでの自動化されたビジネスプロセスの分析 (ベータ)

新しいオートメーションホームは、自動化されたビジネスプロセスの使用を開始するのに役立ちます。
AppExchange でフローテンプレートを試すか、オートメーションツールに移動します。最も一般的に使用さ
れるオートメーション種別をすばやく確認できます。オートメーションの総エラー数や開始総数など、組
織のフローアクティビティがグラフに表示されます。ユーザが画面フローを完了するのにかかる時間を知
ることで、必要に応じて最適化できます。
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プロセスビルダー
フローの保存および有効化操作が改善されました。カスタムメタデータ型を使用してビジネスプロセスを
自動化します。
プロセスおよびフロー設計
Apex で定義されたデータ型を使用して、フロー内のデータインテグレーションを簡素化しました。フロー
内の連動選択リスト画面コンポーネントでユーザ入力を必須にすることができるようになりました。フロー
の決定要素とリソースでフローの開始時刻を使用できます。
Flow Builder

より詳細な制御と多くのオプションを備えた、より優れた高速かつ効率的な新しいフロー環境を手に入れ
てください。機能に基づくカテゴリを使用して、フローで使用できる呼び出し可能な標準のアクションと
クイックアクションを見つけます。
Lightning Scheduler フロー
すぐに使用できる Lightning Scheduler の標準フローを手に入れてください。新しいグローバル変数を使用し
て、さまざまなフォーム要素 (デスクトップ、タブレット、電話) のユーザ環境を最適化します。
新規フローコンテンツ
Flow Builder の新しいコンテンツと更新されたコンテンツに関するご要望をいただき、それに対応しました。
フローの基本概念を学習したら、Salesforce のまったく新しいトレイルを使用してその概念を実現してくだ
さい。更新および再編成された考慮事項の内容により、フロー機能をより確実に設定し、使用できます。
Lightning フローのその他の変更
Lightning Flow に加えられたその他の変更について説明します。
Lightning フローの重要な更新
Summer '19 の新しい重要な更新を次に示します。
廃止される機能
Process Visualizer および Swing フローが廃止されます。また、クラウドフローデザイナも廃止されます。

オートメーションホームでの自動化されたビジネスプロセスの分析 (ベータ)
新しいオートメーションホームは、自動化されたビジネスプロセスの使用を開始するのに役立ちます。
AppExchange でフローテンプレートを試すか、オートメーションツールに移動します。最も一般的に使用され
るオートメーション種別をすばやく確認できます。オートメーションの総エラー数や開始総数など、組織のフ
ローアクティビティがグラフに表示されます。ユーザが画面フローを完了するのにかかる時間を知ることで、
必要に応じて最適化できます。
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。

メモ: オートメーションホー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せず、いつでも中止できます。この
機能は評価のみを目的とし、本番環境での使用はできません。この機能は現状のまま提供され、サポー
トの対象外です。この機能に起因あるいは関連して生じた危害または損害に対して Salesforce は一切の責
任を負わないものとします。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関するお客様の義務、関連する
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Salesforce 以外のアプリケーションおよびコンテンツの使用規約はすべて、お客様によるこの機能の使用に
も同様に適用されます。オートメーションホームに関するフィードバックと提案は、Trailblazer Community

からお寄せください。
対象ユーザ: すべてのグラフを表示するには、「フローの利用状況とフローイベントデータを表示」ユーザ権
限を持っている必要があります。
方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「オートメーション」と入力し、[オートメーションホーム (ベー
タ)] を選択します。

プロセスビルダー
フローの保存および有効化操作が改善されました。カスタムメタデータ型を使用してビジネスプロセスを自動
化します。

このセクションの内容:

無効なプロセスを保存しない
以前は、警告のあるプロセスが保存されたため、有効化時に潜在的な問題が発生しました。プロセスに警
告が含まれる場合、プロセスは保存されないようになりました。代わりに、対応するエラーが表示される
ため、何を修正すべきかを知ることができます。
プロセスビルダーでのカスタムメタデータ型レコードの参照
プロセスビルダーの数式からカスタムメタデータ型レコードを参照し、定義した機能を再利用してビジネ
スプロセスを自動化します。値を変更するには、プロセスやプロセスで使用するハードコード化された数
式の代わりに、カスタムメタデータ型で値を更新できます。
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無効なプロセスを保存しない
以前は、警告のあるプロセスが保存されたため、有効化時に潜在的な問題が発生しました。プロセスに警告が
含まれる場合、プロセスは保存されないようになりました。代わりに、対応するエラーが表示されるため、何
を修正すべきかを知ることができます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。

プロセスビルダーでのカスタムメタデータ型レコードの参照
プロセスビルダーの数式からカスタムメタデータ型レコードを参照し、定義した機能を再利用してビジネスプ
ロセスを自動化します。値を変更するには、プロセスやプロセスで使用するハードコード化された数式の代わ
りに、カスタムメタデータ型で値を更新できます。
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。

関連トピック:

プロセスビルダーでのカスタムメタデータ型レコードの参照

プロセスおよびフロー設計
Apex で定義されたデータ型を使用して、フロー内のデータインテグレーションを簡素化しました。フロー内の
連動選択リスト画面コンポーネントでユーザ入力を必須にすることができるようになりました。フローの決定
要素とリソースでフローの開始時刻を使用できます。

このセクションの内容:

Apex で定義されたデータ型を使用してコードなしでフローの複雑なインターネットデータを操作
フローには、Web サービスへのコールから通常返される複雑なデータオブジェクトを操作する機能が含ま
れるようになりました。フロー内に Apex で定義された変数を作成し、Web コールから返された JSON を直接
処理します。
連動選択リスト画面コンポーネントを必須にする
フロー画面内の連動選択リスト画面コンポーネントでユーザ入力を必須にすることができるようになりま
した。たとえば、自動車のメーカーとモデルの両方を取得する必要がある場合、連動選択リスト画面コン
ポーネントを使用して両方の選択リストを必須とすることで、これを行うことができるようになりました。
新しいシステム変数を使用したフローインタビューの開始時刻へのアクセス
新しい $Flow.InterviewStartTimeシステム変数を使用すると、フローの決定要素、数式リソース、そ
の他の場所でフローインタビューの開始時刻を使用できます。サブフロー要素により起動されるフローの
場合、$Flow.InterviewStartTime は、初期マスタフローの開始時刻を示します。
プロセスとフローへの Quip 文書とチャットの追加
プロセスビルダーと Flow Builder に標準の Quip アクションが含まれるようになりました。これで、自動化し
た Salesforce プロセスに Quip 文書とチャットルームを容易に含めることができます。また、接続済み Salesforce

レコード内で実行する特定のアクションに基づいて、カスタマイズした自動入力 Quip テンプレートや標準
化された Quip 文書をリリースすることもできます。
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通知ビルダーを使用した最新情報の伝達
重要なイベントが発生したときに、カスタマイズした通知を送信します。たとえば、商談を成立しようと
しているときに新しいサポートケースが登録された場合、取引先所有者にアラートを表示します。または、
カスタムオブジェクトのみで作成された独自のワークフローについての通知を送信します。以前は、Salesforce

によりあらかじめ定義された使用事例に対して標準の通知のみを送信できました。通知ビルダーを使用す
ると、誰が何をいつ知る必要があるかを制御できます。

Apex で定義されたデータ型を使用してコードなしでフローの複雑なインターネットデータ
を操作
フローには、Web サービスへのコールから通常返される複雑なデータオブジェクトを操作する機能が含まれる
ようになりました。フロー内に Apex で定義された変数を作成し、Web コールから返された JSON を直接処理し
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。
理由: 以前は、Web データの操作には Apex アクションと外部サービス登録が使用されていましたが、そのデー
タは文字列や数値などのプリミティブデータ型の形式である必要がありました。Mulesoft などのインテグレー
ションソリューションを介して取得された Web からのエンタープライズデータは、完全にまたは主にプリミ
ティブデータ型で構成されることはほとんどありません。
フロー内の新しい Apex で定義されたリソースにより、Web コールから返された複雑な JSON を処理するために
フローで Apex コードを使用する必要がなくなりました。開発者は、Web からフローへの自動変換のパターン
として機能するように Apex クラスを定義します。その後、追加コードなしで宣言型アプローチを使用して、
結果のオブジェクトを完全に操作できます。このソリューションは、Mulesoft および REST コールを介してアク
セスされるリッチな外部 Web オブジェクトにフローを接続する場合に特に役立ちます。データ型がサポート
されていない場合、フローはその値を Aura コンポーネントに渡すことができ、Apex を使用してそれを操作で
きます。
たとえば、自動車ディーラーに、別のデータベースに保存されているディーラーの在庫データを顧客が検索で
きるようにする画面フローがあるとします。ディーラーは組織内に Apex クラスを作成して Car データ型を定義
します。次に、ディーラーは 2 つの Apex で定義された変数を含む画面フローを作成します。このフローは、
フロー、Apex アクション、および Aura コンポーネントの間で変数を渡します。
Car Apex クラスは、取引先責任者、登録、モデルなどの項目を定義します。フローに公開する各項目に
@AuraEnabled アノテーションが必要です。

public class Car {

@AuraEnabled
public Contact contact {get;set;}

@AuraEnabled
public String registration {get;set;}

@AuraEnabled
public String model {get;set;}

}
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ネストされた取引先責任者を含む Car オブジェクト全体は、Apex で定義された変数 {!Car_Inventory} に
保存されます。

フロー画面は、自動車のモデルの入力値を収集して {!Car_Model} テキスト変数に保存します。このテキス
ト変数は Apex で定義された変数 {!Car_Inventory.model} に割り当てられます。

呼び出し可能なメソッドは、自動車の結果を返すロジックを実行する Find Cars Apex アクションを定義します。
global class FindCars {

@InvocableMethod(label='Find Cars')
//Perform logic to return car results based on the model.

Return results;
}

Find Cars Apex アクションの結果は、Apex で定義された変数 {!Car_Result} としてフローに保存されます。

399

Lightning フロー: 拡張された Flow Builder 環境、標準フ
ロー、簡略化された Apex 型とのデータインテグレー

ション

Salesforce Summer '19 リリースノート



Aura コンポーネントは、CarResult 属性を含む DisplayCar 画面コンポーネントを定義します。この属性の
型は、Apex で定義されたデータ型を定義する Car  Apex クラスです。画面コンポーネントに属性の値が表示さ
れます。
<aura:component implements="lightning:availableForFlowScreens" access="global">
<aura:attribute name="CarResult" type="Car" access="global"/>

<!--Add some styling to the component and display the attribute’s value-->
<div style=”box”>

<p>{!v.CarResult.model} : {!v.CarResult.buildDate}</p>
</div>
</aura:component>

DisplayCar 画面コンポーネントで、Car Result 属性には Apex で定義された変数 {!CarResult} が含ま
れ、実行時にその値が表示されます。

Apex で定義されたデータ型を使用する場合、次の考慮事項に留意してください。
• Apex クラスでサポートされているデータ型は、Boolean、Integer、Long、Decimal、Double、Date、DateTime、

String です。各データ型で単一値およびリストがサポートされています。複数の Apex クラスを組み合わせて
複雑な Web オブジェクトを表すことができます。

• @AuraEnabled アノテーションのある Apex クラスの数が 200 個を超える組織で要素またはリソースを初め
て開くときに、ウィンドウの読み込みに時間がかかることがあります。

• Summer '19 以降、フローが Apex を呼び出す場合、実行ユーザのプロファイルまたは権限セットに対応する
Apex クラスの割り当てがある必要があります。
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連動選択リスト画面コンポーネントを必須にする
フロー画面内の連動選択リスト画面コンポーネントでユーザ入力を必須にすることができるようになりまし
た。たとえば、自動車のメーカーとモデルの両方を取得する必要がある場合、連動選択リスト画面コンポーネ
ントを使用して両方の選択リストを必須とすることで、これを行うことが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。連動選択リスト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: 連動選択リスト画面コンポーネント内の選択リストを必須にするには、Picklist 1 Required、
Picklist 2 Required、または Picklist 3 Required 属性を {!$GlobalConstant.True} に設定しま
す。

新しいシステム変数を使用したフローインタビューの開始時刻へのアクセス
新しい $Flow.InterviewStartTime システム変数を使用すると、フローの決定要素、数式リソース、その
他の場所でフローインタビューの開始時刻を使用できます。サブフロー要素により起動されるフローの場合、
$Flow.InterviewStartTime は、初期マスタフローの開始時刻を示します。
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。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: フローのリソース: フローのシステム変数 (リリースプレビューの時点で内容が刷新された
り、使用不能になる可能性があります)

プロセスとフローへの Quip 文書とチャットの追加
プロセスビルダーと Flow Builder に標準の Quip アクションが含まれるようになりました。これで、自動化した
Salesforce プロセスに Quip 文書とチャットルームを容易に含めることができます。また、接続済み Salesforce レ
コード内で実行する特定のアクションに基づいて、カスタマイズした自動入力 Quip テンプレートや標準化さ
れた Quip 文書をリリースすることもできます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Editio、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience の Lightning アプリケーションに適用されます。
対象ユーザ: この変更は、Quip エンタープライズプランまたは無料トライアルを使用する組織で使用できます。
Why: Flow Builder の [新規アクション] ページに新しい [Quip] カテゴリと、フローに追加できる 11 個の Quip 関連の
アクションが含まれます。新規アクションには、Quip 文書の作成、文書またはチャットルームへのチャット
メッセージの追加、チャットルームの作成、Quip 文書の編集などが含まれます。
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Quip 文書の作成の例を次に示します。文書名を指定する必要があります。Flow Builder のパワーユーザの場合
は、これを変数に保存している可能性があります。また、文書の共有、初期コンテンツの追加、既存のフォル
ダへの保存など、必要に応じてあらゆる種類の便利な機能を使用できます。

プロセスビルダーを使用する場合も心配は無用です。プロセスビルダーにも [Quip アクション] 種別と、Flow

Builder と同じ 11 個の Quip アクションが含まれるようになりました。プロセスビルダーで Quip 文書を作成する
方法を次に示します。
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使用可能な新しい Quip アクションを次に示します。

スーパーコラボレータになるための完全な準備が整いました。チャットを始めましょう。

関連トピック:

フロー作成時の種別またはカテゴリによるアクションの検索
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通知ビルダーを使用した最新情報の伝達
重要なイベントが発生したときに、カスタマイズした通知を送信します。たとえば、商談を成立しようとして
いるときに新しいサポートケースが登録された場合、取引先所有者にアラートを表示します。または、カスタ
ムオブジェクトのみで作成された独自のワークフローについての通知を送信します。以前は、Salesforce により
あらかじめ定義された使用事例に対して標準の通知のみを送信できました。通知ビルダーを使用すると、誰が
何をいつ知る必要があるかを制御できます。
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 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: プロセスビルダーで [カスタム通知を送信] アクションをプロセスに追加します。

Flow Builder
より詳細な制御と多くのオプションを備えた、より優れた高速かつ効率的な新しいフロー環境を手に入れてく
ださい。機能に基づくカテゴリを使用して、フローで使用できる呼び出し可能な標準のアクションとクイック
アクションを見つけます。
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このセクションの内容:

フローテンプレートからフローを作成
新しいフロー作成環境は、より簡単に使用開始できるようになっています。わかりやすい説明に基づいて、
適切なフロー種別をすばやく選択できるようになりました。効率を高めるには、フローテンプレートを使
用します。まず、必要なフロー種別に基づいて使用可能なテンプレートを絞り込んでから、テンプレート
を選択します。特定のビジネスプロセスの要件を満たすようにフローをカスタマイズします。
Flow Builder でフロー種別に使用可能なビルディングブロックのみを表示
Flow Builder では、作成中に使用できる要素、リソース、および画面コンポーネントのみを使用可能にする
ことで、フローをより効率的に作成できます。たとえば、自動起動フローを作成している場合、画面要素
は使用できません。以前は、Flow Builder にはすべてのフロー種別のすべての要素、リソース、およびコン
ポーネントが表示されていました。
全機能を備え簡易化された環境でのフローの迅速な作成
Flow Builder が大幅に改善されました。フローの作成時に誤りが発生することがありますが、元に戻す機能
ややり直し機能でそれらを簡単に修正できるようになりました。すでに作成済みの要素に似た要素を使用
する必要がある場合は、必要に応じて要素を複製して修正します。干し草の山から針を探し出すような複
雑なフローで何かを探していますか? [マネージャ] タブから、Flow Builder キャンバスで既存の要素をすばや
く検索できます。
表示テキスト画面コンポーネント、選択肢表示ラベル、ヘルプテキストなどでのリッチテキストの使用
リッチテキストを Flow Builder で使用できるようになりました。リッチテキストを表示テキスト画面コンポー
ネント、選択肢リソースの表示ラベル、ヘルプテキスト、一時停止確認画面、および入力規則に追加しま
す。フォント、サイズ、色、テキストの配置を制御します。差し込み項目、HTML リンク、箇条書き、番号
付きリストを追加します。
リッチテキストコントロールに画像を含める (ベータ)

画像をアップロードしてフローに挿入します。リッチテキストエディタに含まれる画像はパッケージでは
サポートされません。
フロー作成時の種別またはカテゴリによるアクションの検索
フローの作成時に標準フローアクションをより簡単に検索および使用できるようになりました。必要なア
クションを検索する種別またはカテゴリを選択します。カテゴリが不明な場合は、[すべて]を選択してキー
ワードで検索します。すべてのアクションが 1 つのアクション要素に統合されているため、アクション要
素とサブフロー要素を画面要素が含まれる最上位のカテゴリに移動することで、ツールボックスが簡素化
されました。

フローテンプレートからフローを作成
新しいフロー作成環境は、より簡単に使用開始できるようになっています。わかりやすい説明に基づいて、適
切なフロー種別をすばやく選択できるようになりました。効率を高めるには、フローテンプレートを使用しま
す。まず、必要なフロー種別に基づいて使用可能なテンプレートを絞り込んでから、テンプレートを選択しま
す。特定のビジネスプロセスの要件を満たすようにフローをカスタマイズします。
対象: この変更は、Essentials Edition、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: 以前は、フローを保存するまでフロー種別を選択できませんでした。テンプレートを使用してフローの
作成を開始するには、コピーを作成するテンプレート名を知っている必要がありました。作成を開始する前
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に、便利なガイダンスが表示されるようになりました。また、選択したフロー種別で使用できる要素とコン
ポーネントのみが表示されます。

関連トピック:

Flow Builder でフロー種別に使用可能なビルディングブロックのみを表示

Flow Builder でフロー種別に使用可能なビルディングブロックのみを表示
Flow Builder では、作成中に使用できる要素、リソース、および画面コンポーネントのみを使用可能にすること
で、フローをより効率的に作成できます。たとえば、自動起動フローを作成している場合、画面要素は使用で
きません。以前は、Flow Builder にはすべてのフロー種別のすべての要素、リソース、およびコンポーネントが
表示されていました。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition の
Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。

関連トピック:

フローテンプレートからフローを作成

全機能を備え簡易化された環境でのフローの迅速な作成
Flow Builder が大幅に改善されました。フローの作成時に誤りが発生することがありますが、元に戻す機能やや
り直し機能でそれらを簡単に修正できるようになりました。すでに作成済みの要素に似た要素を使用する必要
がある場合は、必要に応じて要素を複製して修正します。干し草の山から針を探し出すような複雑なフローで
何かを探していますか? [マネージャ] タブから、Flow Builder キャンバスで既存の要素をすばやく検索できます。
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: 元に戻すボタン、やり直しボタン、複製ボタンは、Flow Builder の左上にあります。

ツールボックスの [マネージャ] タブで、虫眼鏡をクリックして Flow Builder キャンバスで要素を見つけます。
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表示テキスト画面コンポーネント、選択肢表示ラベル、ヘルプテキストなどでのリッチテ
キストの使用
リッチテキストを Flow Builder で使用できるようになりました。リッチテキストを表示テキスト画面コンポーネ
ント、選択肢リソースの表示ラベル、ヘルプテキスト、一時停止確認画面、および入力規則に追加します。
フォント、サイズ、色、テキストの配置を制御します。差し込み項目、HTML リンク、箇条書き、番号付きリ
ストを追加します。
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。
理由: サポートされていない次の HTML の手法は表示テキスト画面コンポーネント、選択肢リソースの表示ラベ
ル、ヘルプテキスト、一時停止確認画面、および入力規則では使用できなくなりました。
• リッチテキストコントロールに直接貼り付けられた HTML は、実行時に表示されなくなりました。すべての

形式設定はツールバーで実行する必要があります。
• そのため、<style> (Salesforce ではサポートされないがコピー & ペーストで挿入可能だった) など、リッチテキ

ストエディタでサポートされない HTML タグをフローに追加することはできません。
すでにサポートされない HTML タグが組み込まれているフローは引き続き Flow Builder で使用でき、実行時に期
待どおりに表示されますが、サポートされない HTML タグが含まれるリッチテキスト項目を編集しようとする
と、コンテンツが新しいリッチテキスト形式に変換されるため、これらのタグは削除されます。
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リッチテキストコントロールに画像を含める (ベータ)

画像をアップロードしてフローに挿入します。リッチテキストエディタに含まれる画像はパッケージではサ
ポートされません。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。

メモ: このリリースには、Flow Builder リッチテキストエディタでの画像追加機能のベータバージョンが含
まれます。この画像機能は、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。Flow Builder

リッチテキストエディタ内の画像に関するフィードバックと提案は、IdeaExchange からお寄せください。

関連トピック:

表示テキスト画面コンポーネント、選択肢表示ラベル、ヘルプテキストなどでのリッチテキストの使用

フロー作成時の種別またはカテゴリによるアクションの検索
フローの作成時に標準フローアクションをより簡単に検索および使用できるようになりました。必要なアク
ションを検索する種別またはカテゴリを選択します。カテゴリが不明な場合は、[すべて]を選択してキーワー
ドで検索します。すべてのアクションが 1 つのアクション要素に統合されているため、アクション要素とサブ
フロー要素を画面要素が含まれる最上位のカテゴリに移動することで、ツールボックスが簡素化されました。
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。
対象ユーザ: 標準アクションは、組織の権限に基づいて使用できます。
理由: 標準アクションはフローの宣言型ビルディングブロックです。種別またはカテゴリで絞り込むことで、
使用可能なアクションをよりすばやく簡単に検索できます。たとえば、自動起動フローで Chatter 投稿を作成す
るには、[メッセージング]カテゴリを選択し、呼び出し可能なアクション [Chatter に投稿]を検索します。画面
フローでユーザがケースの活動を記録できるようにするには、[ケース] を選択し、[活動の記録] クイックアク
ションを検索します。
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方法: フローの作成時に、[アクション] フロー要素を Flow Builder キャンバスにドラッグします。[検索条件] で、
[種別] を選択してテクノロジに基づいて使用可能なアクションを表示するか、[カテゴリ] を選択してオブジェ
クトに基づいて使用可能なアクションを表示します。次に、目的のカテゴリを選択します。使用可能なすべて
のカテゴリのアクションを表示するには、[すべて] を選択します。

Lightning Scheduler フロー
すぐに使用できる Lightning Scheduler の標準フローを手に入れてください。新しいグローバル変数を使用して、
さまざまなフォーム要素 (デスクトップ、タブレット、電話) のユーザ環境を最適化します。

このセクションの内容:

Lightning Scheduler の標準フローとテンプレートを使用した顧客の予定のスケジュールの合理化
Lightning Scheduler には、すぐに使用できる標準フローが付属します。この標準フローはテンプレートでもあ
るため、コピーして、そのコピーをカスタマイズして独自の Lightning Scheduler フローを作成できます。
$Client.FormFactor グローバル変数を使用した Lightning Scheduler カスタムフローのユーザ環境の最適化
Lightning Scheduler フローは、デスクトップ (大)、タブレット (中)、電話 (小) など、さまざまなフォーム要素
のデバイスで実行できます。$Client.FormFactorグローバル変数を使用して、各フォーム要素のユーザ
環境を最適化します。この新しいグローバル変数は、Lightning Scheduler フローでのみ使用でき、決定要素で
のみサポートされます。

Lightning Scheduler の標準フローとテンプレートを使用した顧客の予定のスケジュールの合
理化
Lightning Scheduler には、すぐに使用できる標準フローが付属します。この標準フローはテンプレートでもある
ため、コピーして、そのコピーをカスタマイズして独自の Lightning Scheduler フローを作成できます。
対象:この変更は、Lightning Scheduler が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience

に適用されます。
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方法: ユーザは取引先、リード、および商談のレコードホームページの強調表示パネルで [予定をスケジュール]

クイックアクションを介して標準送信フローを使用できます。
コミュニティのカスタマーユーザとパートナーユーザが標準受信フローを使用できるようにするには、コミュ
ニティビルダーまたは組み込みサービスで標準受信フローを設定します。
カスタム Lightning Scheduler フローを作成するには、標準フローをコピーします。カスタムフローを作成すると
きに標準フローをテンプレートとして選択します。

Lightning Scheduler フローの作成、テスト、有効化が完了したら、フローをユーザに配信できます。取引先、リー
ド、および商談ページでカスタム送信フローをクイックアクションとして追加できます。コミュニティのカス
タマーユーザとパートナーユーザがカスタム受信フローを使用できるようにするには、コミュニティビルダー
または組み込みサービスでカスタム受信フローを設定します。
カスタマーユーザとパートナーユーザについての詳細は、Salesforce ヘルプの「コミュニティユーザの作成」を
参照してください。

関連トピック:

Lightning Scheduler: インバウンド予定のスケジュール、行動管理、アクションプランなど
$Client.FormFactor グローバル変数を使用した Lightning Scheduler カスタムフローのユーザ環境の最適化
Salesforce ヘルプ: 組織のユーザへのフローの配布
Salesforce ヘルプ: 組織外のユーザへのフローの配布

$Client.FormFactor グローバル変数を使用した Lightning Scheduler カスタムフローのユー
ザ環境の最適化
Lightning Scheduler フローは、デスクトップ (大)、タブレット (中)、電話 (小) など、さまざまなフォーム要素のデ
バイスで実行できます。$Client.FormFactor グローバル変数を使用して、各フォーム要素のユーザ環境を
最適化します。この新しいグローバル変数は、Lightning Scheduler フローでのみ使用でき、決定要素でのみサポー
トされます。
対象:この変更は、Lightning Scheduler が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience

に適用されます。
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方法: 実行時に、$Client.FormFactor グローバル変数は、Lightning Scheduler フローを実行しているデバイス
に応じて Large、Medium、または Small に自動的に設定されます。
Lightning Scheduler のカスタムフローを作成するときに、決定要素を使用して、デバイスの各フォーム要素のパ
スを作成します。各パスで、そのパスのフォーム要素に合わせて最適化した画面を使用します。

各結果パスをいつ実行するかを指定する条件で $Client.FormFactor グローバル変数を参照します。

関連トピック:

Lightning Scheduler: インバウンド予定のスケジュール、行動管理、アクションプランなど
Lightning Scheduler の標準フローとテンプレートを使用した顧客の予定のスケジュールの合理化
Salesforce ヘルプ: フローのリソース: グローバル変数 (リリースプレビューの時点で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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新規フローコンテンツ
Flow Builder の新しいコンテンツと更新されたコンテンツに関するご要望をいただき、それに対応しました。フ
ローの基本概念を学習したら、Salesforce のまったく新しいトレイルを使用してその概念を実現してください。
更新および再編成された考慮事項の内容により、フロー機能をより確実に設定し、使用できます。

このセクションの内容:

新しいトレイルの探索: Flow Builder を使用したフローの作成
フロー作成の初心者で、詳細を学習する必要がありますか? おさらいが必要な経験者ですか? フローはとて
も便利ですが複雑です。このため、「Flow Builder を使用したフローの作成」トレイルを使用して、フロー
の作成について学ぶことを楽しく、やりがいのあるものにします。基本概念を学習したら、簡単なフロー
を作成してその概念を適用します。そこからリソース、画面、ロジック、アクションを追加した後、テス
ト方法と配信方法を学習します。
フロー機能を設定および使用する前に効率を向上するための簡単な確認
Flow Builder を実装しますか? それとも、作成、テスト、配信を行いますか? 外部オブジェクトを使用します
か? トラブルシューティングのヘルプが必要ですか? 更新され再編成された考慮事項の内容を確認してくだ
さい。考慮事項が 1 か所にまとめられました。

新しいトレイルの探索: Flow Builder を使用したフローの作成
フロー作成の初心者で、詳細を学習する必要がありますか? おさらいが必要な経験者ですか? フローはとても
便利ですが複雑です。このため、「Flow Builder を使用したフローの作成」トレイルを使用して、フローの作成
について学ぶことを楽しく、やりがいのあるものにします。基本概念を学習したら、簡単なフローを作成して
その概念を適用します。そこからリソース、画面、ロジック、アクションを追加した後、テスト方法と配信方
法を学習します。

フロー機能を設定および使用する前に効率を向上するための簡単な確認
Flow Builder を実装しますか? それとも、作成、テスト、配信を行いますか? 外部オブジェクトを使用しますか?

トラブルシューティングのヘルプが必要ですか? 更新され再編成された考慮事項の内容を確認してください。
考慮事項が 1 か所にまとめられました。
理由: 考慮事項は、商品または機能の設定または使用を行う前にシステム管理者が知っておく必要があるもの
です。限度と制限事項、または機能の複雑な相互関係や動作について考えています。これらを「見つけた!」
と言う人がいますが、これらにたどり着くようにしたくはありません。
以前は、考慮事項の内容は Lightning フローのヘルプセット全体に分散していましたが、それらがヘルプセット
内の 1 つの専用のセクション (「フローの制限および考慮事項」) に集められました。開始する前にこれにアク
セスし、知識を習得してください。

Lightning フローのその他の変更
Lightning Flow に加えられたその他の変更について説明します。
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このセクションの内容:

Enterprise Edition および Unlimited Edition の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の増加
Enterprise Edition または Unlimited Edition を使用している各組織には、1 か月あたりの UI を使用するフローイン
タビュー 20,000,000 件が付与され、1 か月あたりの UI を使用しないフローインタビュー 10,000,000,000 件が付
与されるようになりました。また、購入済みの Service Cloud ユーザライセンスまたは Salesforce CRM Content

ユーザライセンスごとに、組織には 1 か月あたりの UI を使用するフローインタビューの追加の割り当てが
付与されます。Enterprise Edition では、各 Service Cloud ユーザライセンスまたは Salesforce CRM Content ユーザラ
イセンスによって、組織には 1 か月あたりの UI を使用するフローインタビューが追加で 50 件割り当てられ
ます。Unlimited Edition では、各 Service Cloud ユーザライセンスまたは Salesforce CRM Content ユーザライセンス
によって、組織には 1 か月あたりの UI を使用するフローインタビューが追加で 100 件割り当てられます。
フロー割り当て内の誤った設定値によりエラーを生成
まれに、フローの割り当て要素に誤った設定値が含まれていてもフロー管理者はフローを保存して実行で
きました。以前は、この誤った設定値によってエラーは生じませんでしたが、実行時にこの値が期待どお
りの評価を行わないことが多くありました。フローを保存、リリース、インストールするときに、誤った
設定値のエラーメッセージが表示されるようになったため、ユーザはエラーを認識し、修正できます。た
だし、既存のフローの修正が必要になる場合もあります。
エラー、警告、デバッグの新しい詳細によるフローの作成およびデバッグの効率の向上
Flow Builder で、フローの作成とデバッグに役立つより適切かつ効果的なガイダンスが提供されるようにな
りました。開始、一時停止、および割り当て要素のエラーメッセージを使用して、よりすばやく軌道修正
します。メタデータ API 内で最新の Flow Builder 用語との一貫性を維持します。たとえば、waitと waitEvent

はそれぞれ pause と pauseConfiguration になりました。
フロー割り当て要素の入力規則およびエラーメッセージの改善
フローを保存、リリース、またはインストールするときに、割り当て要素にエラーがないかチェックする
方法が改善されました。割り当てのエラーメッセージも更新されました。特定のエラー文字列があるかど
うかを確認するコードが記述されている場合は、そのコードの更新が必要になることがあります。
より直感的な連動選択リストの表示ラベル
以前は、連動選択リスト画面コンポーネントの Picklist 1 Label、Picklist 2 Label、Picklist 3

Labelのデフォルト値は Select:でした。フローの作成時に選択リストの表示ラベルを入力しない場合、
ユーザがフローを実行したときにデフォルトで項目の表示ラベルがユーザに表示されるようになりました。
この変更により UI の既存のカスタマイズが使用され、時間が節約されます。
既存のパッケージからの EventSubscription と EventDelivery の削除
メタデータ API を使用したリリースまたは取得で EventSubscription と EventDelivery メタデータ型が不要になり
ました。プラットフォームイベントでトリガされたプロセスを有効化すると、EventSubscription および
EventDelivery レコードが自動的に作成されます。以前は、プロセスをトリガするプラットフォームイベント
と、動作の対象となるオブジェクトを保存すると、レコードが作成されました。メタデータ API を使用して
イベントプロセスを取得またはリリースするときにイベント登録およびイベント配信ファイルを含めてい
ました。この必要がなくなりました。
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Enterprise Edition および Unlimited Edition のプロセスとフローの使用量ベースのエンタイトル
メントの増加
Enterprise Edition または Unlimited Edition を使用している各組織には、1 か月あたりの UI を使用するフローインタ
ビュー 20,000,000件が付与され、1 か月あたりの UI を使用しないフローインタビュー 10,000,000,000件が付与され
るようになりました。また、購入済みの Service Cloud ユーザライセンスまたは Salesforce CRM Content ユーザライ
センスごとに、組織には 1 か月あたりの UI を使用するフローインタビューの追加の割り当てが付与されます。
Enterprise Edition では、各 Service Cloud ユーザライセンスまたは Salesforce CRM Content ユーザライセンスによって、
組織には 1 か月あたりの UI を使用するフローインタビューが追加で 50 件割り当てられます。Unlimited Edition で
は、各 Service Cloud ユーザライセンスまたは Salesforce CRM Content ユーザライセンスによって、組織には 1 か月
あたりの UI を使用するフローインタビューが追加で 100 件割り当てられます。
対象: この変更は、Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
対象ユーザ: 購入済みのユーザライセンスに基づいて付与される追加の割り当てはすべての組織に適用されま
す。どのユーザがフローを実行するかは関係ありません。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: フローの使用量ベースのエンタイトルメント

フロー割り当て内の誤った設定値によりエラーを生成
まれに、フローの割り当て要素に誤った設定値が含まれていてもフロー管理者はフローを保存して実行できま
した。以前は、この誤った設定値によってエラーは生じませんでしたが、実行時にこの値が期待どおりの評価
を行わないことが多くありました。フローを保存、リリース、インストールするときに、誤った設定値のエ
ラーメッセージが表示されるようになったため、ユーザはエラーを認識し、修正できます。ただし、既存のフ
ローの修正が必要になる場合もあります。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
方法: フローを保存、リリース、インストールするときに、誤った設定値が割り当て要素に含まれていると、
エラーメッセージ「FlowElementReferenceOrValue 種別の値では、stringValue、booleanValue、elementReference などの
1 つの項目のみが必要です」が表示されます。このメッセージには、複数の項目を含む割り当て要素または項
目を含まない割り当て要素の API 参照名も含まれます。
Flow Builder で [マネージャ] タブを開き、エラーメッセージに表示されている API 参照名を検索します。割り当
て要素を編集し、すべてのエントリを [値] 列に再入力します。

エラー、警告、デバッグの新しい詳細によるフローの作成およびデバッグの効率の向上
Flow Builder で、フローの作成とデバッグに役立つより適切かつ効果的なガイダンスが提供されるようになりま
した。開始、一時停止、および割り当て要素のエラーメッセージを使用して、よりすばやく軌道修正します。
メタデータ API 内で最新の Flow Builder 用語との一貫性を維持します。たとえば、wait と waitEvent はそれぞ
れ pause と pauseConfiguration 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 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: Flow Builder とクラウドフローデザイナの比較
Salesforce ヘルプ: フローの制限および考慮事項

フロー割り当て要素の入力規則およびエラーメッセージの改善
フローを保存、リリース、またはインストールするときに、割り当て要素にエラーがないかチェックする方法
が改善されました。割り当てのエラーメッセージも更新されました。特定のエラー文字列があるかどうかを確
認するコードが記述されている場合は、そのコードの更新が必要になることがあります。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
理由: 割り当て項目の入力規則およびエラーメッセージについて、多くの同様のメッセージや複雑なメッセー
ジを、大幅に簡素化したセットに置き換えることができることに気づきました。よくある間違いについては、
次の 4 つのエラーメッセージのうちの 1 つが表示されるようになります。
• 「My_Constant」は、割り当て要素で設定できる変数ではありません。
• 割り当て要素では、「My_Record_Var」変数で「追加」演算子を使用できません。
• 割り当て要素では、「My_Number_Var」変数が「次の文字列と一致する」演算子で設定されている場合、

「Fabulous」は有効な値ではありません。
• 割り当て要素では、「My_Number_Var」変数が「減算」演算子で設定されている場合、

「My_Boolean_Screen_Field」は値の有効な参照ではありません。

より直感的な連動選択リストの表示ラベル
以前は、連動選択リスト画面コンポーネントの Picklist 1 Label、Picklist 2 Label、Picklist 3

Label のデフォルト値は Select: でした。フローの作成時に選択リストの表示ラベルを入力しない場合、
ユーザがフローを実行したときにデフォルトで項目の表示ラベルがユーザに表示されるようになりました。こ
の変更により UI の既存のカスタマイズが使用され、時間が節約されます。
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。連動選択リスト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。

既存のパッケージからの EventSubscription と EventDelivery の削除
メタデータ API を使用したリリースまたは取得で EventSubscription と EventDelivery メタデータ型が不要になりまし
た。プラットフォームイベントでトリガされたプロセスを有効化すると、EventSubscription および EventDelivery

レコードが自動的に作成されます。以前は、プロセスをトリガするプラットフォームイベントと、動作の対象
となるオブジェクトを保存すると、レコードが作成されました。メタデータ API を使用してイベントプロセス
を取得またはリリースするときにイベント登録およびイベント配信ファイルを含めていました。この必要がな
くなりました。
対象: この変更は、Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
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方法: プラットフォームイベントによりトリガされるプロセスが管理パッケージまたは未管理パッケージに含
まれる場合、プロセスを更新するようにします。
API バージョン 46.0 を使用してメタデータをリリースする前に、イベント登録およびイベント配信ファイルを
更新します。この更新の一環として、メタデータ API を使用してリリースまたは取得するときのイベントの登
録と配信は不要になりました。
イベントプロセスとメタデータの更新についての詳細は、ナレッジ記事「Summer '19 でのイベントプロセスの
更新」を参照してください。

Lightning フローの重要な更新
Summer '19 の新しい重要な更新を次に示します。

このセクションの内容:

プロセスビルダーで元のレコード値に基づく条件を評価 (重要な更新)

この重要な更新により、複数の条件とレコードの更新があるプロセスは、null の値でプロセスを開始した項
目の元の値を評価します。
フローとプロセスでの適切な BR() 関数の使用 (重要な更新)

この重要な更新により、フローとプロセスの BR() 関数で改行が発生します。これまで、数式リソース内
の BR() は _BR_ENCODED_ になり、改行されませんでした。
フローから呼び出された Apex クラスへのユーザアクセスを要求することでセキュリティを強化 (重要な更
新)

この重要な更新では、フローを実行しているユーザに、そのフローから呼び出されたすべての Apex クラス
へのアクセスを要求します。フローが Apex を呼び出す場合、実行ユーザのプロファイルまたは権限セット
に対応する Apex クラスの割り当てがある必要があります。

プロセスビルダーで元のレコード値に基づく条件を評価 (重要な更新)

この重要な更新により、複数の条件とレコードの更新があるプロセスは、null の値でプロセスを開始した項目
の元の値を評価します。
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。
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。
[プロセスビルダーで元のレコード値に基づく条件を評価] で、[承認] をクリックします。
[レコードに指定の変更が行われた場合にのみアクションを実行しますか?] オプションが選択されているプロ
セスがある場合、または条件で ISCHANGED()関数を使用している場合、この更新によってプロセスが異なっ
て動作する可能性があります。

フローとプロセスでの適切な BR() 関数の使用 (重要な更新)

この重要な更新により、フローとプロセスの BR() 関数で改行が発生します。これまで、数式リソース内の
BR() は _BR_ENCODED_ になり、改行されませんでした。
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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 の Lightning Experience と 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「重要な更新」と入力します。次に、[重要な更新]を選択します。
[フローとプロセスでの BR() 関数の使用] で、[承認] をクリックします。
_BR_ENCODED_ をリテラル値としてハードコード化した場合、この更新によってフローまたはプロセスが異
なって動作します。

フローから呼び出された Apex クラスへのユーザアクセスを要求することでセキュリティを
強化 (重要な更新)

この重要な更新では、フローを実行しているユーザに、そのフローから呼び出されたすべての Apex クラスへ
のアクセスを要求します。フローが Apex を呼び出す場合、実行ユーザのプロファイルまたは権限セットに対
応する Apex クラスの割り当てがある必要があります。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。この変更は、Lightning ランタイムで
実行されたフローにのみ適用されます。
時期: この重要な更新は、2019 年 12 月 2 日から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」と入力します。次に、[重要な更新]を選択します。
[フローから呼び出された Apex クラスへのユーザアクセスを要求] で、[有効化] をクリックします。
システム管理者は、Apex クラスを呼び出すフローを実行するユーザのプロファイルまたは権限セットの調整が
必要な場合があります。実行ユーザがアクセスできない Apex クラスを呼び出すと、フローは機能しなくなり
ます。

廃止される機能
Process Visualizer および Swing フローが廃止されます。また、クラウドフローデザイナも廃止されます。

このセクションの内容:

クラウドフローデザイナが Flow Builder に置き換わる
クラウドフローデザイナは、大幅に迅速化されたツール (Flow Builder) に置き換わります。Flow Builder では、
簡略化されたユーザインターフェースでフローの作成やメンテナンスが合理化されます。
Process Visualizer の廃止
Process Visualizer は組織の承認プロセスのグラフィック表現です。これには Adobe Flash Player が必要ですが、
Adobe Flash Player も廃止されます。
Swing フローの廃止
Summer '19 リリースをもって、Desktop Flow Builder とも呼ばれる Swing フロー UI は廃止されます。

クラウドフローデザイナが Flow Builder に置き換わる
クラウドフローデザイナは、大幅に迅速化されたツール (Flow Builder) に置き換わります。Flow Builder では、簡
略化されたユーザインターフェースでフローの作成やメンテナンスが合理化されます。
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時期: Flow Builder を使用できるようになりました。クラウドフローデザイナは引き続き使用できますが、Salesforce

ではデフォルトで無効になっています。このツールは Winter '20 をもって廃止されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Flow Builder

Process Visualizer の廃止
Process Visualizer は組織の承認プロセスのグラフィック表現です。これには Adobe Flash Player が必要ですが、Adobe

Flash Player も廃止されます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience と
Salesforce Classic に適用されます。
時期: 2019 年 6 月の廃止を目標としてしていますが、変わる可能性があります。詳細は、ナレッジ記事「Process

Visualizer の廃止」を参照してください。

関連トピック:

Adobe: Discontinued or unsupported products (廃止されたかサポート対象外の製品)

Swing フローの廃止
Summer '19 リリースをもって、Desktop Flow Builder とも呼ばれる Swing フロー UI は廃止されます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience と
Salesforce Classic に適用されます。
時期: 2019 年 6 月の廃止を目標としてしていますが、変わる可能性があります。詳細は、ナレッジ記事「Swing

フロー UI の廃止」を参照してください。

Lightning アプリケーションビルダー: 新しいレコードページテンプ
レート、新規コンポーネントと拡張されたコンポーネント
新しいレコードページテンプレートを使用して、Salesforce Classic に似たレコードページを作成します。更新さ
れた [Einstein Analytics ダッシュボード] コンポーネントにより使いやすさが向上します。新しい [Quip 通知] およ
び [メール追跡 - 個々の受信者] コンポーネントは、ユーザの生産性の維持に役立ちます。

このセクションの内容:

レコードページ作成時のオプションの増加
Lightning Experience レコードページを作成するときに選択できるオプションが増えました。引き続き既存の
レコードページビューをコピーするか、新しいフルビューオプションをコピーすることができます。フル
ビューオプションでは、ユーザは Salesforce Classic に似たビューを使用できます。
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Einstein Analytics ダッシュボードのコンテキスト検索条件の迅速な作成
Wave ダッシュボードコンポーネントが「Einstein Analytics ダッシュボード」と呼ばれるようになりました。
また、レコードページで新しい [検索条件ビルダー] オプションを使用できます。検索条件ビルダーを使用
すると、ポイント & クリックで埋め込みダッシュボードの動的検索条件を設定できます。これにより、関
連データを含む各レコードページの関連データを表示するようにダッシュボードを容易に設定できます。
Quip 通知を Salesforce で直接参照
新しい [Quip 通知] コンポーネントを Salesforce のホームページ、レコードページ、またはアプリケーション
ページに追加して、Salesforce と Quip 間の切り替えからユーザを解放します。ユーザが @メンションされる
たびにユーザに通知されます。また、埋め込み Quip 文書を同僚が更新したり、コメントを残したりした場
合にユーザに通知されます。その後、ユーザは通知を検索したり、未読の通知を絞り込んだり、通知を既
読としてマークしたりできます。このすべての作業を Salesforce から離れることなく実行します。
Outlook での個々のメールの追跡
メールアプリケーションペインに [メール追跡 - 個々の受信者] コンポーネントを追加します。
Salesforce キャンペーンでの Pardot データの探索
Pardot データ視覚化ツールをセールスおよびマーケティングユーザと共有するには、エンゲージメント履歴
ダッシュボードコンポーネントをキャンペーンレコードに追加します。

レコードページ作成時のオプションの増加
Lightning Experience レコードページを作成するときに選択できるオプションが増えました。引き続き既存のレ
コードページビューをコピーするか、新しいフルビューオプションをコピーすることができます。フルビュー
オプションでは、ユーザは Salesforce Classic に似たビューを使用できます。
対象: この変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

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

関連トピック:

フルビューを使用したレコードの表示 (ベータ)

Einstein Analytics ダッシュボードのコンテキスト検索条件の迅速な作成
Wave ダッシュボードコンポーネントが「Einstein Analytics ダッシュボード」と呼ばれるようになりました。ま
た、レコードページで新しい [検索条件ビルダー] オプションを使用できます。検索条件ビルダーを使用する
と、ポイント & クリックで埋め込みダッシュボードの動的検索条件を設定できます。これにより、関連データ
を含む各レコードページの関連データを表示するようにダッシュボードを容易に設定できます。
対象: これらの変更は、Lightning Experience 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。

関連トピック:

レコードページに埋め込まれたダッシュボードのコンテキスト検索条件の迅速な作成
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Quip 通知を Salesforce で直接参照
新しい [Quip 通知] コンポーネントを Salesforce のホームページ、レコードページ、またはアプリケーションペー
ジに追加して、Salesforce と Quip 間の切り替えからユーザを解放します。ユーザが @メンションされるたびに
ユーザに通知されます。また、埋め込み Quip 文書を同僚が更新したり、コメントを残したりした場合にユー
ザに通知されます。その後、ユーザは通知を検索したり、未読の通知を絞り込んだり、通知を既読としてマー
クしたりできます。このすべての作業を Salesforce から離れることなく実行します。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Editio、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience の Lightning アプリケーションに適用されます。
対象ユーザ: この変更は、Quip エンタープライズプランまたは無料トライアルを使用する組織で使用できます。
方法: Salesforce 組織を Quip に接続します (まだ接続していない場合)。[設定] で、[クイック検索] ボックスに
「Quip」と入力し、手順に従います。次に、Lightning アプリケーションビルダーを起動し、新しい [Quip 通知]

コンポーネントをページに追加します。

次回、ユーザが、[Quip 通知] コンポーネントを含む Lightning ページにアクセスすると、ユーザは Quip に接続す
るように求められます。接続したら、[Quip 通知] ペインにライブメッセージと更新情報が表示されます。
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Outlook での個々のメールの追跡
メールアプリケーションペインに [メール追跡 - 個々の受信者] コンポーネントを追加します。
対象: この変更は、デスクトップの Salesforce Inbox を使用する Lightning Experience および Salesforce Classic に適用さ
れます。Inbox は、有料オプションで Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance

Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。

関連トピック:

Outlook での個々のメールの追跡詳細へのアクセス

Salesforce キャンペーンでの Pardot データの探索
Pardot データ視覚化ツールをセールスおよびマーケティングユーザと共有するには、エンゲージメント履歴ダッ
シュボードコンポーネントをキャンペーンレコードに追加します。
対象: この変更は、Salesforce Professional Edition、Enterprise Edition および Unlimited Edition のすべての Pardot エディショ
ンの Lightning Experience に適用されます。
方法: エンゲージメント履歴ダッシュボードコンポーネントについての詳細は、このリリースノートを参照し
てください: キャンペーンレコードでのマーケティングレポートデータの探索。
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Salesforce Connect: 外部変更データキャプチャ、外部オブジェクト選
択リスト、外部オブジェクトレポート、指定ログイン情報の認証プ
ロトコル
外部変更データキャプチャを使用して、Salesforce 組織外に保存されているデータの変更を追跡します。外部オ
ブジェクトが改善され、選択リスト項目を使用できるようになり、レポート作成時により多くのレコードが評
価されるようになりました。指定ログイン情報の追加認証プロトコルを使用して、より多くの外部データソー
スに対して以前よりも簡単かつ安全にアクセスできます。

使用可能なエディション: Developer Edition

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

このセクションの内容:

外部オブジェクトのデータ変更のより簡単な追跡 (正式リリース)

OData 4.0 アダプタを使用する Salesforce Connect で正式リリースされた外部変更データキャプチャを使用して、
Salesforce 組織外に保存されているデータへの変更を追跡できます。生産性を高めたり、顧客の環境を向上
したりするための変更に対応する自動化を構築できます。また、Apex トリガをテストするためのフレーム
ワークを含む管理パッケージで外部変更データキャプチャコンポーネントを配布できるようになりました。
外部変更データキャプチャは、Winter '18 パイロットリリースで外部データ変更追跡と呼ばれていましたが、
Spring '19 ベータリリースで名前が変更されました。
OData アダプタからの外部オブジェクトの選択リストの作成
選択リスト項目を使用すると、データ入力が簡略化され、値が標準化され、レポート作成が改善されます。
また、選択リスト項目を目的の順序で配置できます。OData 2.0 および 4.0 アダプタから作成された Salesforce

Connect 外部オブジェクトで、選択リストを使用できるようになりました。以前は、選択リストは組織間外
部オブジェクトでのみ使用可能でした。
外部オブジェクトレポートで取得するレコード数の増加
外部データの分析と表示を行うときに、Salesforce Connect 外部オブジェクトを含むレポートで最大 20,000 件
の外部レコードを評価できるようになりました。以前は、2,000 件のレコードのみが評価されていました。
外部オブジェクトが含まれているかどうかに関わらず、レポートには最大 2,000 件のレコードを表示できま
す。
外部サービスの拡張認証プロトコルから選択
JWT または JWT トークンの交換を認証プロトコルとして使用して、外部サービスの指定ログイン情報を作成
できるようになりました。これらのプロトコルは幅広く採用されているオープン標準を使用し、これまで
よりも多くのソースへの安全なアクセスを提供します。
開発者のための関連更新
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外部オブジェクトのデータ変更のより簡単な追跡 (正式リリース)
OData 4.0 アダプタを使用する Salesforce Connect で正式リリースされた外部変更データキャプチャを使用して、
Salesforce 組織外に保存されているデータへの変更を追跡できます。生産性を高めたり、顧客の環境を向上した
りするための変更に対応する自動化を構築できます。また、Apex トリガをテストするためのフレームワークを
含む管理パッケージで外部変更データキャプチャコンポーネントを配布できるようになりました。外部変更
データキャプチャは、Winter '18 パイロットリリースで外部データ変更追跡と呼ばれていましたが、Spring '19

ベータリリースで名前が変更されました。
対象: この変更は、OData 4.0 アダプタを使用する Salesforce Connect の一部として Lightning Experience と Salesforce

Classic に適用されます。Salesforce Connect は、Developer Edition では無料、Enterprise Edition、Performance Edition、お
よび Unlimited Edition では有料オプションで使用できます。
方法: Salesforce が OData 標準に従って変更を監視できるように外部データソースを設定します。オブジェクトの
データ変更を追跡するように選択して、外部オブジェクトに対する外部変更データキャプチャを有効化しま
す。変更追跡を有効にしたら、外部オブジェクトのトピックの下に公開チャネルが作成されます。たとえ
ば、/data/Object Name__ChangeEventは data/Products__ChangeEventとして表示されます。設定可
能な間隔で外部システムがポーリングされ、追跡された変更がないかどうかが監視されます。
Apex トリガを使用して、変更イベントを登録するか、Bayeux クライアントを使用して、公開チャネルのスト
リーミング API を登録できます。登録後、外部オブジェクトで DML 操作を実行した後、変更イベント通知を監
視します。Salesforce 内から外部オブジェクトに加えられた変更と、Salesforce の外部で加えられた変更が追跡さ
れます。
外部変更データキャプチャを使用する Apex トリガのテストに使用できる、シミュレートされた外部変更に反
応するトリガの単体テストコード例が開発者ガイドに含まれています。Apex クラスコンポーネントの種類リス
トからテストを選択して、外部変更データ追跡コンポーネントを管理パッケージに含めます。トリガ、テス
ト、外部データソース、外部オブジェクト、その他の関連アセットは、配布用のパッケージに取り込まれま
す。

OData アダプタからの外部オブジェクトの選択リストの作成
選択リスト項目を使用すると、データ入力が簡略化され、値が標準化され、レポート作成が改善されます。ま
た、選択リスト項目を目的の順序で配置できます。OData 2.0 および 4.0 アダプタから作成された Salesforce Connect

外部オブジェクトで、選択リストを使用できるようになりました。以前は、選択リストは組織間外部オブジェ
クトでのみ使用可能でした。
対象:この変更は、Salesforce Connect の一部として Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。Salesforce

Connect は、Developer Edition では無料、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition では有料オプ
ションで使用できます。
方法: 外部データソースの値に対応するグローバルまたはローカル値セットを使用して、新しい外部オブジェ
クトの選択リストを作成します。組織と外部データソースで値を同じにします。通常の選択リストと同様に新
しい値を追加しますが、未使用の値は削除する代わりに無効にします。不一致エラーメッセージを回避するに
は、選択リスト外の値を許可します。
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既存の外部オブジェクトテキスト項目を選択リストに変換できます。テキスト項目を削除し、テキスト項目の
既存の [外部列の名前] を参照する選択リストを作成します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Salesforce Connect-OData 2.0 および 4.0 アダプタの選択リスト (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)

外部オブジェクトレポートで取得するレコード数の増加
外部データの分析と表示を行うときに、Salesforce Connect 外部オブジェクトを含むレポートで最大 20,000 件の外
部レコードを評価できるようになりました。以前は、2,000 件のレコードのみが評価されていました。外部オ
ブジェクトが含まれているかどうかに関わらず、レポートには最大 2,000 件のレコードを表示できます。
対象: この変更は、OData 4.0 アダプタを使用する Salesforce Connect の一部として Lightning Experience と Salesforce

Classic に適用されます。Salesforce Connect は、Developer Edition では無料、Enterprise Edition、Performance Edition、お
よび Unlimited Edition では有料オプションで使用できます。

外部サービスの拡張認証プロトコルから選択
JWT または JWT トークンの交換を認証プロトコルとして使用して、外部サービスの指定ログイン情報を作成で
きるようになりました。これらのプロトコルは幅広く採用されているオープン標準を使用し、これまでよりも
多くのソースへの安全なアクセスを提供します。
対象:この変更は、Salesforce Connect の一部として Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。Salesforce

Connect は、Developer Edition では無料、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition では有料オプ
ションで使用できます。

関連トピック:

指定ログイン情報の認証プロトコル選択肢の追加
Salesforce ヘルプ: 認証プロトコルの選択 (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)

開発者のための関連更新
新規および更新された NamedCredential 項目

NamedCredential 型には、いくつかの新しい項目と、認証プロトコルオプションを拡張する更新があります。
既存のプロトコル項目に新しい値 AwsSig4、Jwt、および JwtExchange が追加されました。新しい NamedCredential

項目、awsAccessKey、awsService、awsRegion、awsAccessSecret、authTokenEndpointUrl、jwtAudience、jwtFormulaSubject、
jwtIssuer、jwtSigningCertificate、jwtTextSubject、jwtValidityPeriodSeconds は、新しいプロトコルオプションの設定に
使用されます。

関連トピック:

メタデータ API

Salesforce ヘルプ: ExternalDataSource メタデータ API 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)

425

Salesforce Connect: 外部変更データキャプチャ、外部オ
ブジェクト選択リスト、外部オブジェクトレポート、指

定ログイン情報の認証プロトコル

Salesforce Summer '19 リリースノート

https://help.salesforce.com/articleView?id=odata_considerations_picklist.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=odata_considerations_picklist.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=named_credentials_auth_protocols.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=named_credentials_auth_protocols.htm&language=ja
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.216.0.api_meta.meta/api_meta/meta_externaldatasource.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.216.0.api_meta.meta/api_meta/meta_externaldatasource.htm


データ保護とプライバシー: 新しい同意管理オブジェクト、データ分
類の改善
新しい認証フォームオブジェクトを使用して、顧客の同意を追跡および保存します。追加機能により、顧客の
機密データを項目レベルで簡単に分類できます。

このセクションの内容:

認証フォームオブジェクトを使用した顧客の同意の追跡
利用規約やデータの使用契約など、認証フォームに関するデータを追跡します。顧客がいつ、どのように
同意したか、およびフォームの言語とバージョン番号に関する情報が保存されます。認証フォームの有効
期限とそれが関連付けられているデータ使用目的を示すこともできます。
データ管理ポリシーをサポートするための機密データの分類 (正式リリース)

データ管理ポリシーを順守できるようにデータを分類します。データ所有者、項目の使用状況、および項
目に含まれるデータの機密性を記録します。その後、デフォルトのデータ機密レベル値をすべての取引先
責任者、リード、個人取引先、ユーザに適用できます。
データプライバシーレコードへのクレジットスコアとインフルエンサー情報の追加
個人オブジェクトに基づいているデータプライバシーレコードには、クレジットスコアとプロバイダに関
する情報を保存する項目が含まれるようになりました。さらに、市場内の顧客の影響を定量化する評価も
取得できます。データプライバシーレコードのページレイアウトを設定するときに、および API を介して、
これらの項目にアクセスできます。
項目のデータ機密性値のカスタマイズ
データを項目レベルで分類するときに、各データの機密度の説明を追加できるようになりました。会社に
とって機密性の高いデータが値に含まれるかどうかを示すこともできます。
デフォルトでのデータ保護とプライバシーの取得
既存および新規のすべての組織でデータ保護とプライバシーが有効になり、データプライバシーレコード
がすべての Salesforce に提供されるようになりました。ユーザのデータプライバシー設定を追跡しない場合
は、この設定を無効にできます。

認証フォームオブジェクトを使用した顧客の同意の追跡
利用規約やデータの使用契約など、認証フォームに関するデータを追跡します。顧客がいつ、どのように同意
したか、およびフォームの言語とバージョン番号に関する情報が保存されます。認証フォームの有効期限とそ
れが関連付けられているデータ使用目的を示すこともできます。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience、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: 認証フォームオブジェクト (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)

426

データ保護とプライバシー: 新しい同意管理オブジェク
ト、データ分類の改善

Salesforce Summer '19 リリースノート

https://help.salesforce.com/articleView?id=authorization_form_objects.htm&type=5&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=authorization_form_objects.htm&type=5&language=ja


データ管理ポリシーをサポートするための機密データの分類 (正式リリース)
データ管理ポリシーを順守できるようにデータを分類します。データ所有者、項目の使用状況、および項目に
含まれるデータの機密性を記録します。その後、デフォルトのデータ機密レベル値をすべての取引先責任者、
リード、個人取引先、ユーザに適用できます。
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。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: データ管理ポリシーをサポートするための機密データの分類 (リリースプレビューの時点で
内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

データプライバシーレコードへのクレジットスコアとインフルエンサー情報の
追加
個人オブジェクトに基づいているデータプライバシーレコードには、クレジットスコアとプロバイダに関する
情報を保存する項目が含まれるようになりました。さらに、市場内の顧客の影響を定量化する評価も取得でき
ます。データプライバシーレコードのページレイアウトを設定するときに、および API を介して、これらの項
目にアクセスできます。
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。

項目のデータ機密性値のカスタマイズ
データを項目レベルで分類するときに、各データの機密度の説明を追加できるようになりました。会社にとっ
て機密性の高いデータが値に含まれるかどうかを示すこともできます。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience、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: データ機密性値をカスタマイズするには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「データ分類設定」と
入力し、[データ分類設定] を選択します。[データ機密性選択リスト値を編集] を選択し、値を追加、削除、ま
たは編集します。

関連トピック:

データ管理ポリシーをサポートするための機密データの分類 (正式リリース)

Salesforce ヘルプ: データ分類メタデータの設定 (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)

デフォルトでのデータ保護とプライバシーの取得
既存および新規のすべての組織でデータ保護とプライバシーが有効になり、データプライバシーレコードがす
べての Salesforce に提供されるようになりました。ユーザのデータプライバシー設定を追跡しない場合は、この
設定を無効にできます。
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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。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 特定のデータプライバシー設定の追跡および保存の設定 (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)

オブジェクトおよび項目: 数式内の予測項目、カスタムオブジェクト
のハードリミットの増加、改善された削除済み項目情報
数式内で Einstein 予測ビルダーの値を使用して、より多くのカスタムオブジェクトをインストールし、[削除済
み項目] 詳細ページでより多くの情報を参照します。

このセクションの内容:

数式項目での Einstein 予測の表示
Einstein 予測ビルダーでは、確度および予測 (顧客がサービスに対して支払う可能性がある金額など) が生成
されます。カスタム数式項目を作成する場合、AI 予測項目を参照できるようになりました。
組織で使用するカスタムオブジェクトの増加
組織のカスタムオブジェクトの合計ハードリミットを 2,500 に引き上げました。これにより、パッケージか
らより多くのカスタムオブジェクトをインストールできます。各 Salesforce エディションには、組織で作成
できるカスタムオブジェクトの数に特定の制限があります。エディションの制限を超えると、AppExchange

に公開して投稿したアプリケーションなど、管理パッケージからインストールできるカスタムオブジェク
トの数はハードリミットによって管理されます。新しい 2,500 の制限には、組織で作成およびインストール
されたカスタムオブジェクトの最大数が含まれます。
組織から削除されたカスタム項目の監視および物理削除の加速化
カスタム項目をオブジェクトから削除すると、その項目は削除されますが、組織内で 15 日間は復元可能な
状態にあります。この期間、項目は引き続きカスタム項目の割り当てにカウントされます。15 日後に項目
は物理削除され、カスタム項目の割り当てから削除されます。この割り当てをすぐに解放するように、物
理削除プロセスを加速できるようになりました。また、物理削除プロセスに関する意思決定に役立つ、よ
り多くの情報が [削除済み項目] 詳細ページに追加されました。

数式項目での Einstein 予測の表示
Einstein 予測ビルダーでは、確度および予測 (顧客がサービスに対して支払う可能性がある金額など) が生成され
ます。カスタム数式項目を作成する場合、AI 予測項目を参照できるようになりました。
対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。Enterprise Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition で使用できます。予測項目はすべてのカスタムオブジェクトと一部の標準オブジェクトで使
用できます。サポートされている標準オブジェクトのリストについては、Salesforce ヘルプを参照してくださ
い。
対象ユーザ: この機能は EinsteinBuilderFree ライセンスを持つシステム管理者が使用できます。
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方法: カスタム数式項目を作成するときに、予測ベースの数値項目を数式内で参照します。たとえば、サービ
スに対する支払を予測する数値項目を作成し、LikelyCost__c という名前を付けます。[AI 予測] を選択し、
InitialOffer__cという名前の数式項目を作成して LikelyCost__c * 1.5の数式を含めます。この場合、
LikelyCost__c が数値の AI 予測項目であり、InitialOffer__c はカスタム数式項目です。結果の値は Einstein 予測ビル
ダーにより提供されます。

関連トピック:

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

組織で使用するカスタムオブジェクトの増加
組織のカスタムオブジェクトの合計ハードリミットを 2,500 に引き上げました。これにより、パッケージから
より多くのカスタムオブジェクトをインストールできます。各 Salesforce エディションには、組織で作成できる
カスタムオブジェクトの数に特定の制限があります。エディションの制限を超えると、AppExchange に公開し
て投稿したアプリケーションなど、管理パッケージからインストールできるカスタムオブジェクトの数はハー
ドリミットによって管理されます。新しい 2,500 の制限には、組織で作成およびインストールされたカスタム
オブジェクトの最大数が含まれます。
対象: この変更はすべてのエディションに適用されます。
理由: たとえば、Unlimited Edition では、組織で最大 2,000 個のカスタムオブジェクトを作成できます。この制限
を超えても、最大 500 個のカスタムオブジェクトをパッケージからインストールできます。組織が 2,500 の合
計制限に近づいている場合は、不要になったカスタムオブジェクトを物理削除または消去することをお勧めし
ます。

組織から削除されたカスタム項目の監視および物理削除の加速化
カスタム項目をオブジェクトから削除すると、その項目は削除されますが、組織内で 15 日間は復元可能な状
態にあります。この期間、項目は引き続きカスタム項目の割り当てにカウントされます。15 日後に項目は物理
削除され、カスタム項目の割り当てから削除されます。この割り当てをすぐに解放するように、物理削除プロ
セスを加速できるようになりました。また、物理削除プロセスに関する意思決定に役立つ、より多くの情報が
[削除済み項目] 詳細ページに追加されました。
対象: 削除済み項目の監視機能は、すべてのエディションの Salesforce Classic に適用されます。削除済み項目を消
去する機能は、Performance Edition および Unlimited Edition の Salesforce Classic でのみ使用できます。
理由: カスタム項目の割り当て制限に達した場合、カスタム項目を作成または編集しようとすると、「ページ
にアクセスできません」や「カスタム項目に利用できる空のデータ列がありません」などのエラーメッセージ
が表示される場合があります。この機能により、割り当てを容易に解放できるほか、意思決定に役立つ削除済
み項目に関する詳細を取得できます。
方法: 物理削除を待機しているカスタム項目に関する情報を取得するには、[削除済み項目]をクリックします。
[消去]をクリックすると、項目の物理削除プロセスの準備がただちに整い、項目は Salesforce によって物理削除
プロセスに移動されるのを待機します。このプロセスが全体的なパフォーマンスに影響を及ぼさないように、
タイミングはシステムの優先度によって異なります。
Performance Edition または Unlimited Edition を使用している場合、組織が現在のオブジェクトのカスタム項目の割
り当て (75%) に達すると、[削除済み項目] ページに [消去] ボタンが表示されます。物理削除キューでの待機を
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省略し、物理削除プロセスを加速するには、[消去]をクリックします。消去は、自動化プロセスよりも早く物
理削除を開始します。

共有: 外部組織の共有設定の機能強化
外部組織の共有設定を改善しました。これによりデータの保護を強化できます。カスタムオブジェクトのデ
フォルトの外部アクセス権の設定がより厳格になり、コミュニティまたはポータルを使用するすべての組織で
外部組織の共有設定が有効化されました。

このセクションの内容:

ユーザおよびカスタムオブジェクトのアクセス権設定のデフォルトを [非公開] に設定
外部組織全体のデフォルトを有効にすると、ユーザの外部アクセスレベルが内部アクセスレベルと一致す
るように設定されるのではなく、[非公開] に設定されます。カスタムオブジェクトを作成すると、外部ア
クセスレベルのデフォルトも [非公開] になります。以前は、カスタムオブジェクトの外部アクセスレベル
のデフォルトは [公開/参照・更新可能] でした。
コミュニティまたはポータルを使用する組織での外部組織の共有設定の有効化 (重要な更新)

2019 年 6 月 17 日、コミュニティまたはポータルを使用するすべての組織で外部組織の共有設定が有効にな
ります。この重要な更新を適用すると、外部ユーザに対してより厳しいアクセスレベルを設定できるため、
データの保護が促進されます。
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ユーザおよびカスタムオブジェクトのアクセス権設定のデフォルトを [非公開]
に設定
外部組織全体のデフォルトを有効にすると、ユーザの外部アクセスレベルが内部アクセスレベルと一致するよ
うに設定されるのではなく、[非公開] に設定されます。カスタムオブジェクトを作成すると、外部アクセスレ
ベルのデフォルトも [非公開] になります。以前は、カスタムオブジェクトの外部アクセスレベルのデフォルト
は [公開/参照・更新可能] でした。
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。
方法: カスタムオブジェクトの外部アクセスレベルを編集するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに
「共有設定」と入力し、[共有設定] を選択します。[組織の共有設定] で、デフォルトの外部アクセス権を編集
します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 外部組織の共有設定の概要 (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)

コミュニティまたはポータルを使用する組織での外部組織の共有設定の有効化
(重要な更新)
2019 年 6 月 17 日、コミュニティまたはポータルを使用するすべての組織で外部組織の共有設定が有効になり
ます。この重要な更新を適用すると、外部ユーザに対してより厳しいアクセスレベルを設定できるため、デー
タの保護が促進されます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスするすべてのコミュニティに適用されます。

関連トピック:

コミュニティまたはポータルを使用する組織の外部組織の共有設定の有効化 (重要な更新、適用済み)

グローバリゼーション: 右から左へ記述されるレイアウトの強化 (ベー
タ)、新しいロケール形式 (パイロット)、3 つの新しいプラットフォー
ム言語
右から左へ記述される言語用の見やすくなったレイアウト、および改善された新しい国際日時形式を確認して
ください。さらに、ビルマ語と、ニュージーランドのお客様用の 2 つの言語を追加しました。

このセクションの内容:

新しいプラットフォーム言語によるつながりを持てる顧客の増加
ビルマ語、英語 (ニュージーランド)、およびマオリ語 (ニュージーランド) の言語とロケールのサポートを追
加しました。これらのすべてをプラットフォーム言語として使用できます。
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右から左へ記述される言語による適切な表示 (ベータ)

右から左へ記述される (RTL) 言語のユーザが快適に作業できるように、列やサイドバーが右から左に記述さ
れ、テキストが適切に配置されます。RTL レイアウトは、アラビア語、ヘブライ語、ウルドゥー語のデフォ
ルトになりました。アラビア語とヘブライ語は Lightning Experience のエンドユーザ言語として使用でき、ウ
ルドゥー語はプラットフォーム言語としてサポートされます。

新しいプラットフォーム言語によるつながりを持てる顧客の増加
ビルマ語、英語 (ニュージーランド)、およびマオリ語 (ニュージーランド) の言語とロケールのサポートを追加
しました。これらのすべてをプラットフォーム言語として使用できます。
対象: この変更は、Database.com 以外の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。

右から左へ記述される言語による適切な表示 (ベータ)
右から左へ記述される (RTL) 言語のユーザが快適に作業できるように、列やサイドバーが右から左に記述され、
テキストが適切に配置されます。RTL レイアウトは、アラビア語、ヘブライ語、ウルドゥー語のデフォルトに
なりました。アラビア語とヘブライ語は Lightning Experience のエンドユーザ言語として使用でき、ウルドゥー
語はプラットフォーム言語としてサポートされます。
対象: この変更は、Group Edition、Essentials Edition、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: 右から左への記述のサポー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。この機能はお客様各自の裁量で使用し、
購入するときは、現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて判断してください。Salesforce

はこの機能の特定期間内の正式リリースまたはリリースの有無を保証せず、いつでも中止できます。こ
の機能は評価のみを目的とし、本番環境での使用はできません。この機能は現状のまま提供され、サポー
トの対象外です。この機能に起因あるいは関連して生じた危害または損害に対して Salesforce は一切の責
任を負わないものとします。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関するお客様の義務、関連する
Salesforce 以外のアプリケーションおよびコンテンツの使用規約はすべて、お客様によるこの機能の使用に
も同様に適用されます。右から左へ記述される言語のサポートに関するフィードバックや提案を提供す
るには、[?] をクリックして [Salesforce に関するフィードバックを送信] を選択してください。

理由: Lightning Experience の左から右へ記述される英語のレイアウト...
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右から左へ記述されるヘブライ語では次のようになります。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience の右から左へ記述される (RTL) 言語のレイアウトの改善 (ベータ) (リリース
プレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)
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AppExchange: プロジェクトに適した Salesforce コンサルタントの検
索
AppExchange の新しいツールおよび機能により、会社のニーズに合った資格を持つ Salesforce コンサルタントを
見つけやすくなりました。Consultant Finder は簡単な質問を使用してプロジェクトの要件を収集し、最も関連性
の高いコンサルタントを推奨します。新しいリストコンポーネントにより、コンサルタントの専門分野、活動
地域、業績をすばやく把握できます。
対象: この変更は AppExchange Web サイトに適用されます。
理由: プロジェクトにぴったりのコンサルタントを雇用できます。いくつかの質問に答えると、Consultant Finder

はスキルがプロジェクトの要件に最も合った Salesforce エキスパートを見つける手助けをします。

たとえば、金融サービスの経験がある Salesforce エキスパートを雇用したいとします。また、小規模企業との連
携も望んでいるとします。こうした詳細を Consultant Finder に入力していただければ、条件を満たすコンサルタ
ントを提示します (1)。
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コンサルタントのバックグラウンドや業績が見やすくなるように、リスト環境も刷新されています。集計バー
(2) には完了したプロジェクト数など、コンサルタントに関する主要な詳細が表示されます。[専門知識] セク
ション (3) では、Salesforce 認定資格やパートナーナビゲータープログラムでの達成状況など、コンサルタント
の資格が強調表示されます。

場所は雇用に際して重要な考慮事項であるため、コンサルタントがどこで活動しているかを簡単に確認できる
地図ウィジェット (4) が追加されました。
方法: コンサルタントリストを参照するには、AppExchange に移動して [コンサルタント] をクリックします。
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Consultant Finder を試してみるには、[Find Consultants (コンサルタントを探す)] (5) をクリックします。

一般設定: フローで分類されたアクション、合理化された Quip プロ
セス、Big Object の機能強化
フローでは、呼び出し可能なアクションとクイックアクションが分類され見つけやすくなりました。より少な
いクリック数でよりすばやく接続してユーザを Quip に追加できます。インデックス長の増加と特殊な項目の
データ型により、Big Object をより効率的に操作できます。

このセクションの内容:

フロー用のセッションベースの権限セットの標準呼び出し可能アクションを分類
フローを作成するための呼び出し可能なアクションとクイックアクションを見つけやすくするように分類
しました。セッションベースの権限セットの場合、呼び出し可能なアクションには [セッションベースの権
限セットを有効化] と [セッションベースの権限セットを無効化] が含まれます。
より迅速な Quip の設定
Files Connect の有効化手順を省略し、Salesforce への Quip サイトの接続プロセスを合理化しました。
Quip サイトへの Salesforce ユーザのより迅速な追加
ユーザを Salesforce から Quip 管理サイトに数クリックですばやく追加できるようになりました。もう各ユー
ザの名前とメールアドレスを Quip 管理コンソールで手動で入力する必要はありません。
Big Object のインデックスで使用する文字の増加
Big Object のインデックスを作成する場合の柔軟性を高めるため、許可される、すべてのインデックス項目
の合計文字数を 50 から 100 に増加しました。インデックスにはユーザ定義の項目が含まれるため、前もっ
て正確な長さがわかるとは限りません。そのため、項目の長さを、文字制限を維持しながらできるだけ大
きい値に設定します。
Big Object に対して定義するのデータ型の増加
カスタム項目には、組織の Big Object に固有のすべての情報が保存されます。以前は、メールアドレスなど
の特殊なデータを汎用のテキストデータ型に保存する必要がありました。Big Object でメール、電話、URL

データ型を使用できるようになりました。特定のデータ型を定義すると、データがより効率的に保存され、
ビッグデータに対してデータ固有の項目レベルの入力規則を追加できます。
高度な権限セットコンポーネントビューの有効化
権限セットに Apex クラスの割り当てが多数ある場合、ページ設定された結果セット、標準検索条件、並び
替えを有効にして作業の効率を向上します。
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トピック割り当ての表示ラベルの更新
より具体的なコンテキストを提供するために、トピックの割り当ての表示ラベルが [レコード] から [トピッ
クの割り当て] に変更されました。この変更は、プロセスビルダーやレポートなど、数か所で表示されま
す。
異なるリリースでの組織の本番ライセンスの照合
組織で異なるリリースを実行している場合でも、本番組織がある Sandbox の [本番ライセンスに一致] ボタン
を使用します。以前は、Sandbox プレビュー期間中など、その本番組織が異なるリリースバージョンで実行
されている場合、このボタンは Sandbox で使用できませんでした。
pageReference.state プロパティとクエリパラメータへの名前空間プレフィックスの追加 (重要な更新、適用済
み)

クエリパラメータと pageReference.state プロパティへの名前空間プレフィックスの追加は、Winter ’19 の重要
な更新で、Summer '19 リリースで適用されました。この重要な更新でパッケージコンポーネント間のクエリ
パラメータの名前の競合が解決されます。2019 年 5 月 17 日から、この更新はローリング方式で自動的に有
効になります。組織で自動的に有効になる実際の日付は、Summer '19 リリースに更新するタイミングによっ
て異なります。すべての組織は 2019 年 6 月 17 日までに更新されます。すべての重要な更新と同じように、
今回の更新も Salesforce が自動的に有効にする前に手動で有効にできます。

フロー用のセッションベースの権限セットの標準呼び出し可能アクションを分
類
フローを作成するための呼び出し可能なアクションとクイックアクションを見つけやすくするように分類しま
した。セッションベースの権限セットの場合、呼び出し可能なアクションには [セッションベースの権限セッ
トを有効化] と [セッションベースの権限セットを無効化] が含まれます。
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。
対象ユーザ: 呼び出し可能なアクションとクイックアクションは、組織の権限に基づいて使用できます。
方法: フローの作成時に、[アクション] フロー要素を Flow Builder キャンバスにドラッグします。[検索条件] の下
で [カテゴリ]、[ユーザ] の順に選択します。[ユーザアクションを検索] をクリックして、フローに追加する呼
び出し可能なアクションを見つけます。

関連トピック:

フロー作成時の種別またはカテゴリによるアクションの検索

より迅速な Quip の設定
Files Connect の有効化手順を省略し、Salesforce への Quip サイトの接続プロセスを合理化しました。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Editio、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience の Lightning アプリケーションに適用されます。Essentials Edition の場合、この変更は新しい
Summer '19 組織以降にのみ適用されます。
理由: 組織で Files Connect が自動的に有効化されるようになりました。
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Quip サイトへの Salesforce ユーザのより迅速な追加
ユーザを Salesforce から Quip 管理サイトに数クリックですばやく追加できるようになりました。もう各ユーザ
の名前とメールアドレスを Quip 管理コンソールで手動で入力する必要はありません。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Editio、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience の Lightning アプリケーションに適用されます。
対象ユーザ: この変更は、Quip エンタープライズプランまたは無料の Quip エンタープライズトライアルを使用
する組織で使用できます。
方法: Salesforce を Quip に接続します (まだ接続していない場合)。[設定] で、[クイック検索] ボックスに「Quip」
と入力し、手順に従います。Quip サイトにユーザを追加するステップに達したら、Quip 管理コンソールのリン
クをクリックします。[メンバーをセットアップ] をクリックすると、コンソールページに、すべての Salesforce

ユーザを追加するためのオプションが表示されます。
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[続行] をクリックし、Salesforce に接続するためのログイン情報を入力します。ページに、セットアップできな
い無効の Salesforce アカウントが表示されます。[続行]をクリックし、Quip に接続する Salesforce ユーザアカウン
トを選択します。[次へ]、[送信] の順にクリックして、完了です。

関連トピック:

Quip サポート: Your Complete Guide to Being a Quip Admin (Quip 管理者になるための完全ガイド)

Big Object のインデックスで使用する文字の増加
Big Object のインデックスを作成する場合の柔軟性を高めるため、許可される、すべてのインデックス項目の合
計文字数を 50 から 100 に増加しました。インデックスにはユーザ定義の項目が含まれるため、前もって正確な
長さがわかるとは限りません。そのため、項目の長さを、文字制限を維持しながらできるだけ大きい値に設定
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: たとえば、インデックスに数値、テキスト、日付項目が含まれる場合、それぞれの長さを 40、40、20 に
設定します。これらの長さの合計は 100 文字制限内に収まります。

Big Object に対して定義するのデータ型の増加
カスタム項目には、組織の Big Object に固有のすべての情報が保存されます。以前は、メールアドレスなどの
特殊なデータを汎用のテキストデータ型に保存する必要がありました。Big Object でメール、電話、URL データ
型を使用できるようになりました。特定のデータ型を定義すると、データがより効率的に保存され、ビッグ
データに対してデータ固有の項目レベルの入力規則を追加できます。

439

一般設定: フローで分類されたアクション、合理化され
た Quip プロセス、Big Object の機能強化

Salesforce Summer '19 リリースノート

https://www.quipsupport.com/hc/en-us/articles/360016063931-Your-complete-guide-to-being-a-Quip-admin


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: インデックスを作成するときは項目の長さに注意してください。最大文字数は 100 文字です。URL 項目は
大きすぎるため、Big Object のインデックスに含めることはできません。
• メール – 80 文字
• 電話 – 40 文字
• URL – 255 文字

高度な権限セットコンポーネントビューの有効化
権限セットに Apex クラスの割り当てが多数ある場合、ページ設定された結果セット、標準検索条件、並び替
えを有効にして作業の効率を向上します。
対象: この変更は、Contact Manager Edition、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: [ユーザ管理設定] から [高度な権限セットコンポーネントビュー] を有効にします。権限セットを選択し、
[Apex クラスアクセス]を選択して、[編集]をクリックします。権限セットに多数のクラスを割り当てている場
合、表示するページごとの項目数を選択するか、矢印を使用してページをスクロールします。

トピック割り当ての表示ラベルの更新
より具体的なコンテキストを提供するために、トピックの割り当ての表示ラベルが [レコード] から [トピック
の割り当て] に変更されました。この変更は、プロセスビルダーやレポートなど、数か所で表示されます。
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。

異なるリリースでの組織の本番ライセンスの照合
組織で異なるリリースを実行している場合でも、本番組織がある Sandbox の [本番ライセンスに一致] ボタンを
使用します。以前は、Sandbox プレビュー期間中など、その本番組織が異なるリリースバージョンで実行され
ている場合、このボタンは Sandbox で使用できませんでした。
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。
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pageReference.state プロパティとクエリパラメータへの名前空間プレフィック
スの追加 (重要な更新、適用済み)
クエリパラメータと pageReference.state プロパティへの名前空間プレフィックスの追加は、Winter ’19 の重要な更
新で、Summer '19 リリースで適用されました。この重要な更新でパッケージコンポーネント間のクエリパラメー
タの名前の競合が解決されます。2019 年 5 月 17 日から、この更新はローリング方式で自動的に有効になりま
す。組織で自動的に有効になる実際の日付は、Summer '19 リリースに更新するタイミングによって異なります。
すべての組織は 2019 年 6 月 17 日までに更新されます。すべての重要な更新と同じように、今回の更新も Salesforce

が自動的に有効にする前に手動で有効にできます。

メモ: 以前のバージョンのリリースノートでは、ロールアウト日が明記されていませんでした。必ず最新
のリリースノートを参照して最新情報を入手してください。

関連トピック:

Spring ’19 リリースノート: pageReference.state プロパティとクエリパラメータへの名前空間プレフィックスの追
加

セキュリティと ID: Oauth カスタム範囲、大文字と小文字を区別
しない絞り込みを保持する暗号化、セッションセキュリティレベ
ルポリシー、イベントマネージャ

Oauth カスタム範囲を使用して、外部エンティティの保護データへの接続アプリケーションのアクセスを定義
できるようになりました。大文字と小文字を区別しない確定的暗号化スキームを使用して暗号化するデータを
絞り込みます。ユーザが特定の [設定] ページまたはオブジェクトにアクセスする前に、ユーザに高保証セッ
ションセキュリティレベルを要求します。イベントマネージャで新しいダッシュボードを使用してイベントを
監視します。

このセクションの内容:

認証と ID: Oauth カスタム範囲、カスタマイズされたパスワードなしのコミュニティログイン、新しい Trailhead

モジュール
Salesforce の認証と ID 機能では、外部エンティティの保護データへの接続アプリケーションのアクセスを定
義する Oauth カスタム範囲がサポートされるようになりました。コミュニティのパスワードなしログイン
環境をカスタマイズできるようになりました。また、[私のドメイン] のログイン検出の Lightning Login、パ
スワード文字列の制限強化、ログイン失敗のカウンタもサポートされます。その他の機能強化として、右
から左へ記述される言語のパスワードのリセット、連絡先のない外部 ID ユーザ機能を UI から直接有効化す
るなどがあります。モバイルデバイス向けにサインアップおよびログインプロセスを最適化する方法につ
いては、新しい「Salesforce Identity for Mobile-Centric Customers (モバイルを重視するユーザ向けの Salesforce Identity)」
Trailhead モジュールを参照してください。また、「Connected App Basics (接続アプリケーションの基本)」Trailhead

モジュールで機能について説明しています。
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Salesforce Shield: 大文字と小文字を区別しない絞り込みを保持する暗号化、さらに多くの項目の暗号化、新し
いイベントマネージャ
Shield Platform Encryption では、チャットトランスクリプトと、暗号化された項目履歴およびフィード追跡デー
タに関する統計を暗号化できるようになりました。また、カスタムインデックスを使用する複合項目のサ
ポートと共に、大文字と小文字を区別しない確定的暗号化も正式にリリースされました。新しいイベント
マネージャのダッシュボードで、イベントモニタリングのイベントを表示および更新します。
その他のセキュリティ変更: TLS 1.2 の準拠とセッションセキュリティレベルポリシー
2019 年 10 月以降、Salesforce 組織との間の受信接続および送信接続では TLS 1.2 の使用が必須になります。ユー
ザが機密性の高い [設定] ページまたはオブジェクトにアクセスする前に、ユーザに高保証セッションセキュ
リティレベルを要求できます。またはセッションレベルに基づいてユーザをブロックできます。

認証と ID: Oauth カスタム範囲、カスタマイズされたパスワードなし
のコミュニティログイン、新しい Trailhead モジュール
Salesforce の認証と ID 機能では、外部エンティティの保護データへの接続アプリケーションのアクセスを定義す
る Oauth カスタム範囲がサポートされるようになりました。コミュニティのパスワードなしログイン環境をカ
スタマイズできるようになりました。また、[私のドメイン] のログイン検出の Lightning Login、パスワード文字
列の制限強化、ログイン失敗のカウンタもサポートされます。その他の機能強化として、右から左へ記述され
る言語のパスワードのリセット、連絡先のない外部 ID ユーザ機能を UI から直接有効化するなどがあります。
モバイルデバイス向けにサインアップおよびログインプロセスを最適化する方法については、新しい「Salesforce

Identity for Mobile-Centric Customers (モバイルを重視するユーザ向けの Salesforce Identity)」Trailhead モジュールを参照
してください。また、「Connected App Basics (接続アプリケーションの基本)」Trailhead モジュールで機能につい
て説明しています。

このセクションの内容:

カスタム範囲を使用した接続アプリケーションへの外部リソースアクセス権限の付与
接続アプリケーションは、OAuth 認証プロトコルを使用して、保護されたリソースにアクセスできます。プ
ロトコルに含まれる OAuth デフォルト範囲によって、アプリケーションが Salesforce 内の保護されたリソー
スにアクセスする権限が微調整されます。ただし、これらのデフォルト範囲は、保護されたリソースを外
部エンティティがホストしている場合には使用できません。そのため、OAuth カスタム範囲がサポートされ
るようになりました。OAuth カスタム範囲では、接続アプリケーションが外部エンティティからアクセスで
きる保護されたリソースを定義します。
[私のドメイン] のログイン検出での Lightning Login の使用
[私のドメイン] のログイン検出は Lightning Login をサポートするようになりました。[私のドメイン] を使用す
るように組織を設定していて、ログイン検出ページ種別を使用しているユーザは、パスワード、SSO ログイ
ン情報または Lightning Login で自身を認証できるようになりました。Lightning Login により、パスワードでは
なく Salesforce Authenticator を使用してログインすることができます。
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指定ログイン情報の認証プロトコル選択肢の追加
コールアウトの指定ログイン情報を作成するための認証プトロコルとして、JWT、JWT トークンの交換、AWS

署名バージョン 4 を使用できるようになりました。これらのプロトコルは、幅広く採用されているオープ
ン標準を活用し、以前よりさらに多くのソースに安全なアクセスを提供します。JWT または JWT トークンの
交換を使用すると、ユーザによるログイン情報の手動設定に頼らず、ユーザの外部サービス認証ログイン
情報が処理されます。AWS 署名バージョン 4 では、署名バージョン 4 の署名プロセスを使用して、HTTP 経
由で Amazon Web Services へのコールアウトを実行できます。
右から左へ記述される言語を使用したパスワードのリセット (ベータ)

アラビア語、ヘブライ語、ウルドゥー語などの右から左へ記述される (RTL) 言語を使用して、パスワードを
リセットできるようになりました。
より複雑なパスワードを使用したセキュリティの強化
パスワードに、1 つの数字、1 つの英大文字、1 つの英小文字、1 つの特殊文字 (! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ?

@ [ \ ] ^ _ ` { | } ~) のうちの 3 つ以上を含めることをユーザに要求する、より複雑なパスワードのオプションが
提供されるようになりました。パスワードの複雑さの要件は [パスワードポリシー] ページで設定できます。
ユーザアカウントのログイン試行が失敗した回数を表示
ユーザアカウントでのログイン失敗回数を [ユーザの詳細] で監視できるようになりました。ログイン失敗
回数が [パスワードポリシー] で設定された最大値に達すると、アカウントはロックされます。[ユーザの詳
細] から、ユーザのアカウントをロック解除できます。
コミュニティにパスワードなしでログインするための検証ページの作成
パスワードなしのログイン環境を完全にカスタマイズできるようになりました。ユーザがメールアドレス
または電話番号でコミュニティにログインすると (パスワードなしのログイン)、Salesforce から確認コードが
送信されます。同時に、ユーザが確認コードを入力して ID を確認できる検証ページが Salesforce によって生
成されます。デフォルトの Salesforce 検証ページを使用するのではなく、Visualforce と Apex を使用して自分自
身のページを作成できます。
ログイン検出用の新しいパスワードリセットページの紹介
内部 ([私のドメイン]) または外部 (コミュニティ) ユーザのログイにログイン検出を使用した場合、パスワー
ドのリセットの動作は異なります。デフォルトのログインプロセスでは、ユーザがパスワードを忘れた場
合には [パスワードをお忘れですか?] ページが表示され、ユーザ名の入力が求められます。その後、パス
ワードをリセットするためのメールが送られて来ます。ログイン検出では、[パスワードをお忘れですか?]

ページでユーザが [リセット] ボタンをクリックすると、パスワードのリセットリンクを含むメールが送信
されます。アドレスの入力は不要です。
連絡先のない外部 ID ユーザの UI からの有効化
連絡先のない外部 ID ユーザ機能を組織内で有効にします。今までは、Salesforce カスタマーサポートのみが
この機能を有効にすることができました。連絡先情報のないユーザを作成して、外部 ID ユーザ管理のオー
バーヘッドを軽減します。
SSO の SAML ACS URL の変更
シングルサインオン (SSO) を設定すると、SAML アサーションコンシューマサービス (ACS) の URL が生成され
ます。これまで、生成される URL の末尾は so=orgID サフィックスでした。たとえば、
https://mycompany.my.salesforce.com?so=00Dx00000000001 となっていました。パフォーマンス
を向上させるため、新規組織で SSO を設定した場合、サブドメインとコミュニティの URL にこのサフィッ
クスは含まれません。[私のドメイン] サブドメインのない既存の組織と新規組織の場合、URL には引き続き
so=orgID サフィックスが含まれます。
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デフォルトの External Identity ユーザプロファイルを使用したオブジェクトアクセスの制限
意図しないデータ漏洩を防止するため、External Identity ユーザライセンスでプロビジョニングされたユーザ
には、より厳密なオブジェクト権限が適用されるようになりました。デフォルトの External Identity ユーザプ
ロファイルには、外部 ID ユーザに割り当てることができる、より制限された一連のオブジェクト権限が含
まれます。デフォルトのプロファイルをコピーし、必要に応じてオブジェクト権限を変更することで、オ
ブジェクトアクセスを緩和できます。この変更は、Summer '19 より前にプロビジョニングされた外部 ID ユー
ザには適用されません。
Trailhead でのモバイルファースト ID について
Salesforce Identity のこれまでのリリースでは、主にモバイルデバイスでコミュニティにアクセスするユーザ
のログイン環境を改善するために、さまざまな機能を追加してきました。新しい Trailhead モジュールの
「Salesforce Identity for Mobile-Centric Customers (モバイルを重視するユーザ向けの Salesforce Identity)」では、これ
らの機能の使い方を説明します。
Trailhead で接続アプリケーションの基本を学ぶ
接続アプリケーションに慣れているユーザであれば、それらを多数の方法で利用できることをご存知でしょ
う。慣れていないユーザは、接続アプリケーションの機能について新しい「Connected App Basics (接続アプリ
ケーションの基本)」Trailhead モジュールを参照してください。慣れ不慣れに関係なく、このモジュールで
は接続アプリケーションがユーザ、外部サービス、Salesforce をつなげるフレームワークであることを説明
しています。

カスタム範囲を使用した接続アプリケーションへの外部リソースアクセス権限
の付与
接続アプリケーションは、OAuth 認証プロトコルを使用して、保護されたリソースにアクセスできます。プロ
トコルに含まれる OAuth デフォルト範囲によって、アプリケーションが Salesforce 内の保護されたリソースにア
クセスする権限が微調整されます。ただし、これらのデフォルト範囲は、保護されたリソースを外部エンティ
ティがホストしている場合には使用できません。そのため、OAuth カスタム範囲がサポートされるようになり
ました。OAuth カスタム範囲では、接続アプリケーションが外部エンティティからアクセスできる保護された
リソースを定義します。
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。
理由: たとえば、注文システム API から顧客注文の状況を取得する顧客注文状況 Web アプリケーションを構築
するとします。注文システム API からは請求情報などの顧客に関するあらゆる情報を取得できる可能性があり
ますが、このカスタムアプリケーションがアクセスする必要があるのは、注文状況情報のみです。そのため、
Salesforce 組織に order_status カスタム範囲を作成し、それをアプリケーションに割り当てます。注文システム
API をホストしている外部エンティティでは、要求元クライアントが order_status カスタム範囲を持っているこ
とを必須とするポリシーを作成します。この範囲がなければ、クライアントは顧客注文状況情報にアクセスで
きません。最後に、この新しいポリシーを注文システム API に割り当てます。これで、注文システム API は顧
客の注文状況データのみを顧客注文状況 Web アプリケーションと共有します。顧客に関するその他のすべて
の情報は、ロックされたままです。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: OAuth カスタム範囲 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可
能性があります)

[私のドメイン] のログイン検出での Lightning Login の使用
[私のドメイン] のログイン検出は Lightning Login をサポートするようになりました。[私のドメイン] を使用する
ように組織を設定していて、ログイン検出ページ種別を使用しているユーザは、パスワード、SSO ログイン情
報または Lightning Login で自身を認証できるようになりました。Lightning Login により、パスワードではなく
Salesforce Authenticator を使用してログイン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 Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。
理由: ログイン検出では、より柔軟で対象を絞り込んだログインプロセスが可能です。ログインページのプロ
ンプトに対して入力した識別情報によって、ユーザの認証方法が決まります。たとえば、ユーザがログイン
ページのプロンプトに対してメールアドレスや電話番号を入力した場合、そのユーザが Lightning Login で設定
されていれば、確認コードによるログインが行われます。設定されていない場合は、パスワードでのログイン
が行われます。
方法: Apex MyDomainLoginDiscoveryHandler インターフェースで [私のドメイン] のログイン検出を実装し
ます。Lightning Login の場合、Auth.LoginDiscoveryMethod 列挙の値は LightningLogin となります。
Lightning Login でログインするためには、いくつかの条件を満たす必要があります。プログラムを使用してログ
イン資格を判断するには、Auth.getLightningLoginEligibility メソッドを使用します。
Auth.LightningLoginEligibility 列挙を使用して、以下のどの条件が満たされているかをチェックしま
す。
• Lightning Login が有効である。
• Salesforce Authenticator が有効である。
• ユーザが Lightning Login を使用する資格がある。
• ユーザに LightningLogin ユーザ権限がある。
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• ユーザが Lightning Login に登録されている。

関連トピック:

Apex 開発者ガイド: UserManagement クラス (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)

指定ログイン情報の認証プロトコル選択肢の追加
コールアウトの指定ログイン情報を作成するための認証プトロコルとして、JWT、JWT トークンの交換、AWS

署名バージョン 4 を使用できるようになりました。これらのプロトコルは、幅広く採用されているオープン標
準を活用し、以前よりさらに多くのソースに安全なアクセスを提供します。JWT または JWT トークンの交換を
使用すると、ユーザによるログイン情報の手動設定に頼らず、ユーザの外部サービス認証ログイン情報が処理
されます。AWS 署名バージョン 4 では、署名バージョン 4 の署名プロセスを使用して、HTTP 経由で Amazon Web

Services へのコールアウトを実行できます。
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。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 認証プロトコルの選択 (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)

右から左へ記述される言語を使用したパスワードのリセット (ベータ)
アラビア語、ヘブライ語、ウルドゥー語などの右から左へ記述される (RTL) 言語を使用して、パスワードをリ
セット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。

メモ: ベータ機能である RTL 言語のサポート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せず、いつでも中止できます。この機能は評
価のみを目的とし、本番環境での使用はできません。この機能は現状のまま提供され、サポートの対象
外です。この機能に起因あるいは関連して生じた危害または損害に対して Salesforce は一切の責任を負わ
ないものとします。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関するお客様の義務、関連する Salesforce 以
外のアプリケーションおよびコンテンツの使用規約はすべて、お客様によるこの機能の使用にも同様に
適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience の右から左へ記述される (RTL) 言語のレイアウトの改善 (ベータ) (リリース
プレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)
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より複雑なパスワードを使用したセキュリティの強化
パスワードに、1 つの数字、1 つの英大文字、1 つの英小文字、1 つの特殊文字 (! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \

] ^ _ ` { | } ~) のうちの 3 つ以上を含めることをユーザに要求する、より複雑なパスワードのオプションが提供さ
れるようになりました。パスワードの複雑さの要件は [パスワードポリシー] ページで設定できます。
対象: この変更は、Contact Manager Edition、Essentials Edition、Group Edition、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。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: パスワードポリシーの設定 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能に
なる可能性があります)

ユーザアカウントのログイン試行が失敗した回数を表示
ユーザアカウントでのログイン失敗回数を [ユーザの詳細] で監視できるようになりました。ログイン失敗回数
が [パスワードポリシー] で設定された最大値に達すると、アカウントはロックされます。[ユーザの詳細] か
ら、ユーザのアカウントをロック解除できます。
対象: この変更は、Contact Manager Edition、Essentials Edition、Group Edition、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。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: パスワードポリシーの設定 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能に
なる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: ユーザのロック解除 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可
能性があります)

コミュニティにパスワードなしでログインするための検証ページの作成
パスワードなしのログイン環境を完全にカスタマイズできるようになりました。ユーザがメールアドレスまた
は電話番号でコミュニティにログインすると (パスワードなしのログイン)、Salesforce から確認コードが送信さ
れます。同時に、ユーザが確認コードを入力して ID を確認できる検証ページが Salesforce によって生成されま
す。デフォルトの Salesforce 検証ページを使用するのではなく、Visualforce と Apex を使用して自分自身のページ
を作成できます。
対象:この変更は、Lightning Experience や Salesforce Classic でアクセスする Lightning 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。
方法:

Salesforce が生成したデフォルトの検証ページと Visualforce で作成したカスタムページをここで比較できます。
Salesforce 検証ページでは、ロゴ、背景、そしてボタンの色を変更できます。このカスタム Visualforce ページで
は、異なるフォントとテキストの色が使用されています。また、ユーザが確認コードを入力するレイアウトも
カスタマイズされています。

パスワードなしのログインプロセスには 2 つの Apex メソッドを使用します。
System.UserManagement.initPasswordlessLoginメソッドは、ログインプロセスを開始して、確認コー
ドをユーザに送信します。その後、System.UserManagement.verifyPasswordlessLogin メソッドは、
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ユーザが正しい確認コードを入力したかどうかをチェックします。確認コードが正しければ、コミュニティの
ホームページに移動します。
パスワードなしでログインできるのは、すでに Salesforce で検証済みのユーザのみです。
今回のリリースの時点では、パスワードなしのログインとセルフ登録の両方で検証ページをカスタマイズでき
ます。

関連トピック:

Apex 開発者ガイド: UserManagement クラス (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)

ログイン検出用の新しいパスワードリセットページの紹介
内部 ([私のドメイン]) または外部 (コミュニティ) ユーザのログイにログイン検出を使用した場合、パスワード
のリセットの動作は異なります。デフォルトのログインプロセスでは、ユーザがパスワードを忘れた場合には
[パスワードをお忘れですか?] ページが表示され、ユーザ名の入力が求められます。その後、パスワードをリ
セットするためのメールが送られて来ます。ログイン検出では、[パスワードをお忘れですか?] ページでユーザ
が [リセット] ボタンをクリックすると、パスワードのリセットリンクを含むメールが送信されます。アドレス
の入力は不要です。
対象:この変更は、Lightning Experience や Salesforce Classic でアクセスする Lightning 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。
理由: ユーザがログインページのプロンプトで識別情報を入力すると、ログイン検出によってユーザ情報が取
得されます。そのため、プロンプトが表示されたときにユーザが自分のパスワードを思い出せない場合、パス
ワードをリセットするために追加情報を要求する必要はありません。代わりに、ログインするユーザに関連付
けられたメールアドレスでパスワードのリセットリンクを受信できることがユーザに通知されます。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: ログイン検出を使用したログインの簡略化 (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: [私のドメイン] のログイン検出を使用したインタビューベースのログインページの作成 (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)

連絡先のない外部 ID ユーザの UI からの有効化
連絡先のない外部 ID ユーザ機能を組織内で有効にします。今までは、Salesforce カスタマーサポートのみがこの
機能を有効にすることができました。連絡先情報のないユーザを作成して、外部 ID ユーザ管理のオーバーヘッ
ドを軽減します。
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 でアクセスするすべてのコミュニティに適用されます。
対象ユーザ:連絡先のないユーザ機能は、External Identity ライセンスを持つユーザ (顧客やパートナーの製品の ID

を持つユーザ) に適用されます。
方法: [ユーザ管理設定] から連絡先のないユーザ機能を有効にします。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: ユーザ管理設定 (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)

SSO の SAML ACS URL の変更
シングルサインオン (SSO) を設定すると、SAML アサーションコンシューマサービス (ACS) の URL が生成されま
す。これまで、生成される URL の末尾は so=orgID サフィックスでした。たとえば、
https://mycompany.my.salesforce.com?so=00Dx00000000001 となっていました。パフォーマンスを
向上させるため、新規組織で SSO を設定した場合、サブドメインとコミュニティの URL にこのサフィックスは
含まれません。[私のドメイン] サブドメインのない既存の組織と新規組織の場合、URL には引き続き so=orgID

サフィックスが含まれます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience お
よび Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。
方法: このリリースより前の [シングルサインオン設定] ページは次のようになっていました。so= サフィック
スが [ログイン URL] に含まれています。[OAuth 2.0 Token Endpoint] のコミュニティエンドポイントでも表示されて
います。

SAML ACS URL の変更後の [シングルサインオン設定] ページは次のようになります。組織 ID は [ログイン URL] に
含まれません。[OAuth 2.0 Token Endpoint] にも表示されません。Salesforce コミュニティは SAML アサーションフ
ローをサポートしていないため、関連付けられた OAuth エンドポイントは表示されません。
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デフォルトの External Identity ユーザプロファイルを使用したオブジェクトアク
セスの制限
意図しないデータ漏洩を防止するため、External Identity ユーザライセンスでプロビジョニングされたユーザに
は、より厳密なオブジェクト権限が適用されるようになりました。デフォルトの External Identity ユーザプロファ
イルには、外部 ID ユーザに割り当てることができる、より制限された一連のオブジェクト権限が含まれます。
デフォルトのプロファイルをコピーし、必要に応じてオブジェクト権限を変更することで、オブジェクトアク
セスを緩和できます。この変更は、Summer '19 より前にプロビジョニングされた外部 ID ユーザには適用されま
せん。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience お
よび Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。
対象ユーザ: この変更は、Summer '19 以降にプロビジョニングされた External Identity ライセンスおよびすべての
コミュニティライセンスで作成されたコミュニティに適用されます。

関連トピック:

Salesforce External Identity Implementation Guide (Salesforce External Identity 実装ガイド): External Identity ライセンスの詳細
(リリースプレビューの時点で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 でのモバイルファースト ID について
Salesforce Identity のこれまでのリリースでは、主にモバイルデバイスでコミュニティにアクセスするユーザのロ
グイン環境を改善するために、さまざまな機能を追加してきました。新しい Trailhead モジュールの「Salesforce

Identity for Mobile-Centric Customers (モバイルを重視するユーザ向けの Salesforce Identity)」では、これらの機能の使
い方を説明します。
対象: このモジュールは、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning

Experience および Salesforce Classic でアクセスするすべてのコミュニティに適用されます。
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関連トピック:

Trailhead モジュール: Identity for Mobile-Centric Users (モバイルを重視するユーザの ID) (リリースプレビューの時
点で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 で接続アプリケーションの基本を学ぶ
接続アプリケーションに慣れているユーザであれば、それらを多数の方法で利用できることをご存知でしょ
う。慣れていないユーザは、接続アプリケーションの機能について新しい「Connected App Basics (接続アプリケー
ションの基本)」Trailhead モジュールを参照してください。慣れ不慣れに関係なく、このモジュールでは接続ア
プリケーションがユーザ、外部サービス、Salesforce をつなげるフレームワークであることを説明しています。
対象: このモジュールは、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。

関連トピック:

Trailhead モジュール: 接続アプリケーションの基本 (リリースプレビューの時点で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 Shield: 大文字と小文字を区別しない絞り込みを保持する暗
号化、さらに多くの項目の暗号化、新しいイベントマネージャ
Shield Platform Encryption では、チャットトランスクリプトと、暗号化された項目履歴およびフィード追跡データ
に関する統計を暗号化できるようになりました。また、カスタムインデックスを使用する複合項目のサポート
と共に、大文字と小文字を区別しない確定的暗号化も正式にリリースされました。新しいイベントマネージャ
のダッシュボードで、イベントモニタリングのイベントを表示および更新します。

このセクションの内容:

Shield Platform Encryption: 暗号化統計の追加、項目の追加、大文字と小文字を区別しない絞り込みを保持する
暗号化の正式リリース
チャットの本文項目のセキュリティが一層強化されます。[暗号化統計] ページに暗号化された項目履歴と
フィード追跡の変更に関する統計を表示します。大文字と小文字を区別しない絞り込みを保持する暗号化
が正式にリリースされ、大文字と小文字を区別しない確定的暗号化スキームを使用して暗号化するデータ
の絞り込みが向上しました。
イベントモニタリング: Lightning ページビュー EPT 向上のイベントマネージャ
レポートとダッシュボードのデータを見やすくするために、実効ページ時間 (EPT) の異常値が Lightning ペー
ジビューイベントログから除外されるようになりました。イベントモニタリングのイベントの一元的ダッ
シュボードであるイベントマネージャを使用して、イベントを表示および更新します。設定変更履歴でト
ランザクションセキュリティポリシーの変更を記録および参照します。

Shield Platform Encryption: 暗号化統計の追加、項目の追加、大文字と小文字を
区別しない絞り込みを保持する暗号化の正式リリース
チャットの本文項目のセキュリティが一層強化されます。[暗号化統計] ページに暗号化された項目履歴とフィー
ド追跡の変更に関する統計を表示します。大文字と小文字を区別しない絞り込みを保持する暗号化が正式にリ
リースされ、大文字と小文字を区別しない確定的暗号化スキームを使用して暗号化するデータの絞り込みが向
上しました。

このセクションの内容:

暗号化されたデータに関するその他の統計の表示
データを操作しているユーザの履歴を把握することは、コンプライアンス要件を満たすために重要な部分
です。[暗号化統計およびデータ同期] ページには、暗号化された項目履歴およびフィード追跡の変更に関
するデータを表示する見やすいタブが追加されました。
チャットトランスクリプトの暗号化
顧客は、あらゆるトピックについてエージェントと会話し、その中には機密情報も含まれています。Shield

Platform Encryption を使用して、エージェントと顧客のチャットをテキストにした内容を暗号化できるように
なりました。暗号化は [チャットの本文] 項目とチャットの [スーパーバイザトランスクリプト本文] 項目で
使用できます。
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スクラッチ組織のデータの暗号化
テストまたは製品開発に Shield Platform Encryption を含めることを検討している開発者向けに、スクラッチ組
織で Shield Platform Encryption を有効化できるようになりました。この互換性により、Shield Platform Encryption

と互換性のあるアプリケーションや機能を自信を持って作成およびテストすることができます。
大文字と小文字を区別しない確定的暗号化で完全一致を取得 (正式リリース)

大文字と小文字を区別しない完全一致で SOQL クエリを強化します。たとえば、会社が「Acme」のリードオ
ブジェクトに対してクエリを実行すると、絞り込みの結果には「Acme」、「acme」、「ACME」が返されま
す。同様に、絞り込みを保持するスキームで単一性 (ユニーク性) をテストする場合、「Acme」の各バージョ
ンは同一とみなされます。今回のリリースでは、カスタムインデックスを使用する複合項目のサポートが
追加されます。スキニーテーブルのサポートも使用できます (ベータ)。
活動の件名データの暗号化
活動の件名項目を暗号化できるようになり、ToDo、行動、ミーティングに関するデータのセキュリティが
一層強化されます。
メールメッセージの暗号化 (正式リリース)

メールと時間管理ツールは毎日のワークフローにおいて重要な役割を果たします。セキュリティとコンプ
ライアンスの制御を一層強化するために、メールとメール-to-ケースのメッセージを暗号化できるようにな
りました。メールの暗号化に使用する鍵のライフサイクルを制御することで、コンプライアンスと規制の
義務を果たすことができます。

暗号化されたデータに関するその他の統計の表示
データを操作しているユーザの履歴を把握することは、コンプライアンス要件を満たすために重要な部分で
す。[暗号化統計およびデータ同期] ページには、暗号化された項目履歴およびフィード追跡の変更に関する
データを表示する見やすいタブが追加されました。
対象: この変更は、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: 暗号化された項目履歴とフィード追跡エントリに関する統計を表示するには、これらの値が暗号化され
ることを確認します。[設定] の [高度な設定] ページで [項目履歴およびフィード追跡の値を暗号化] をオンにし
ます。これ以降、[暗号化統計] ページからデータを同期するたびに、項目履歴とフィード追跡の値が暗号化さ
れます。
これらの値に関する統計を表示するには、[設定] の [暗号化統計] ページに移動します。オブジェクトを選択
し、右側のペインで [履歴] タブを選択します。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 暗号化カバー率に関する統計情報の取得 (リリースプレビューの時点で内容が刷新された
り、使用不能になる可能性があります)

チャットトランスクリプトの暗号化
顧客は、あらゆるトピックについてエージェントと会話し、その中には機密情報も含まれています。Shield

Platform Encryption を使用して、エージェントと顧客のチャットをテキストにした内容を暗号化できるようにな
りました。暗号化は [チャットの本文] 項目とチャットの [スーパーバイザトランスクリプト本文] 項目で使用で
きます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Salesforce Classic

と Lightning Experience に適用されます。
方法: チャットトランスクリプト用の Shield Platform Encryption へのアクセス方法については、Salesforce カスタマー
サポートまでお問い合わせください。
暗号化をチャット項目に適用するには、[スーパーバイザトランスクリプト本文] 項目を LiveChatTranscript レコー
ドホームレイアウトに追加する必要があります。その後、[設定] の [暗号化ポリシー] ページに移動します。[項
目を暗号化] をクリックし、[編集] をクリックして、暗号化をチャット項目に適用します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 暗号化できる標準項目は? (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)

会話の暗号化

スクラッチ組織のデータの暗号化
テストまたは製品開発に Shield Platform Encryption を含めることを検討している開発者向けに、スクラッチ組織で
Shield Platform Encryption を有効化できるようになりました。この互換性により、Shield Platform Encryption と互換性
のあるアプリケーションや機能を自信を持って作成およびテスト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

と Lightning Experience に適用されます。
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方法: スクラッチ組織を作成するときに、スクラッチ組織定義ファイルに「PlatformEncryption」を機能と
して追加します。
{

“orgName”: “My Scratch Org”,
“edition”: “Enterprise”,
“features”: [“PlatformEncryption”],
“settings”: {

“orgPreferenceSettings”: {
“s1DesktopEnabled”: true

}
}

}

スクラッチ組織を作成した後、Shield Platform Encryption をユーザとして設定できます。必要な権限を割り当て、
鍵素材を生成またはアップロードしてから、データを暗号化します。

大文字と小文字を区別しない確定的暗号化で完全一致を取得 (正式リリース)

大文字と小文字を区別しない完全一致で SOQL クエリを強化します。たとえば、会社が「Acme」のリードオブ
ジェクトに対してクエリを実行すると、絞り込みの結果には「Acme」、「acme」、「ACME」が返されます。
同様に、絞り込みを保持するスキームで単一性 (ユニーク性) をテストする場合、「Acme」の各バージョンは同
一とみなされます。今回のリリースでは、カスタムインデックスを使用する複合項目のサポートが追加されま
す。スキニーテーブルのサポートも使用できます (ベータ)。
対象: この変更は、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: 大文字と小文字を区別しない確定的暗号化を有効にするには、[設定] の [高度な設定] ページで確定的暗号
化を有効にし、[Salesforce のデータ (確定的)] 種別の鍵を生成またはアップロードします。次に、大文字と小文
字を区別しない確定的暗号化がサポートされる標準項目とカスタム項目を項目単位で適用できます。
スキニーテーブルの大文字と小文字を区別しない確定的暗号化のサポート (ベータ) により、クエリ結果が向上
します。この機能を有効にするには、Salesforce カスタマーサポートにご連絡ください。

メモ: 大文字と小文字を区別しない確定的暗号化のスキニーテーブ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。この機
能はお客様各自の裁量で使用し、購入するときは、現在正式にリリースされている製品および機能に基
づいて判断してください。Salesforce はこの機能の特定期間内の正式リリースまたはリリースの有無を保証
せず、いつでも中止できます。この機能は、評価のみを目的とします。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。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関するお客様の義務、関連する Salesforce 以外の
アプリケーションおよびコンテンツの使用規約はすべて、お客様によるこの機能の使用にも同様に適用
されます。大文字と小文字を区別しない確定的暗号化のスキニーテーブル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。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 確定的暗号化スキームを使用したデータの暗号化 (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)
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活動の件名データの暗号化
活動の件名項目を暗号化できるようになり、ToDo、行動、ミーティングに関するデータのセキュリティが一層
強化されます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Salesforce Classic

と Lightning Experience に適用されます。
方法: [設定] の [暗号化ポリシー] ページで、[項目を暗号化]、[編集] の順にクリックし、[活動の件名] を選択し
ます。項目に確率的または確定的のいずれかの暗号化スキームを適用できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Shield Platform Encryption の一般的な考慮事項 (リリースプレビューの時点で内容が刷新された
り、使用不能になる可能性があります)

メールメッセージの暗号化 (正式リリース)

メールと時間管理ツールは毎日のワークフローにおいて重要な役割を果たします。セキュリティとコンプライ
アンスの制御を一層強化するために、メールとメール-to-ケースのメッセージを暗号化できるようになりまし
た。メールの暗号化に使用する鍵のライフサイクルを制御することで、コンプライアンスと規制の義務を果た
すことができます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Salesforce Classic

と Lightning Experience に適用されます。
理由: メールメッセージの [差出人名]、[送信元アドレス]、[宛先アドレス]、[CC アドレス]、[BCC アドレス]、[件
名]、[テキスト内容]、[HTML 内容]、[ヘッダー] 項目を暗号化できます。Shield Platform Encryption では、メールメッ
セージ関連オブジェクトの [リレーションアドレス] 項目もサポートされます。
方法: [設定] の [暗号化ポリシー] ページでメールメッセージ項目を暗号化します。これらの項目に確率的または
確定的暗号化を適用することもできます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 暗号化できる標準項目は? (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)

イベントモニタリング: Lightning ページビュー EPT 向上のイベントマネージャ
レポートとダッシュボードのデータを見やすくするために、実効ページ時間 (EPT) の異常値が Lightning ページ
ビューイベントログから除外されるようになりました。イベントモニタリングのイベントの一元的ダッシュ
ボードであるイベントマネージャを使用して、イベントを表示および更新します。設定変更履歴でトランザク
ションセキュリティポリシーの変更を記録および参照します。

このセクションの内容:

新しい UI を使用したログインイベントストレージの有効化
[イベントモニタリング設定] からログインフォレンジックの設定を削除しました。[イベントマネージャ]

ページでログインイベントのイベントデータストレージを有効にします。
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イベントモニタリングのイベントを 1 か所で管理
イベントモニタリングのストリーミングおよび保存されたイベントを一元的に表示および更新できるイベ
ントマネージャが導入されました。シンプルなダッシュボードから、イベントモニタリングのすべてのイ
ベントを簡単に確認できるようになりました。
設定変更履歴でトランザクションセキュリティポリシーの変更を参照
トランザクションセキュリティポリシーを変更した場合、それらの変更のログを設定変更履歴で参照でき
るようになりました。以前は、設定変更履歴でトランザクションセキュリティポリシーの変更は追跡され
ませんでした。
Lightning ページビューログでの関連性の高い実効ページ時間
実効ページ時間 (EPT) の異常値が Lightning ページビューイベントログから除外されるようになりました。異
常値には 60 秒を超えるページ時間が含まれます (EPT はミリ秒単位で測定されます)。異常値を除外すること
で、レポートとダッシュボードのデータの有用性と読みやすさが向上します。異常値が検出されると、そ
の値は null に置き換えられます。この変更により、EFFECTIVE_PAGE_TIME 項目の null 値が増える可能性があり
ます。
予期しない Apex 例外イベント種別の項目のデータ型の変更
EventLogFile の Apex の予期しない例外イベント種別で、EXCEPTION_MESSAGE 項目と STACK_TRACE のデー
タ型を文字列からテキストに変更しました。

新しい UI を使用したログインイベントストレージの有効化
[イベントモニタリング設定] からログインフォレンジックの設定を削除しました。[イベントマネージャ] ペー
ジでログインイベントのイベントデータストレージを有効にします。
対象: この変更は、イベントモニタリングが有効になっている Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience と 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。イベントのストリーミングおよび保存を有効にするには、「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「イベントマネージャ」と入力します。ログインイベントの横に
あるドロップダウンをクリックし、[保存の有効化] を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: ログインフォレンジックを使用したログインアクティビティのモニタリング (リリースプレ
ビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

イベントモニタリングのイベントを 1 か所で管理
イベントモニタリングのストリーミングおよび保存されたイベントを一元的に表示および更新できるイベント
マネージャが導入されました。シンプルなダッシュボードから、イベントモニタリングのすべてのイベントを
簡単に確認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。
対象ユーザ: すべてのユーザが使用できます。イベントを有効および無効にするには、「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。
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方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「イベント」と入力し、[イベントマネージャ] を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: ストリーミングイベントの監視 (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)

設定変更履歴でトランザクションセキュリティポリシーの変更を参照
トランザクションセキュリティポリシーを変更した場合、それらの変更のログを設定変更履歴で参照できるよ
うになりました。以前は、設定変更履歴でトランザクションセキュリティポリシーの変更は追跡されませんで
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。
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。トランザクションセキュリティ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「設定変更履歴」と入力し、[設定変更履歴の参照]を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: セットアップ変更のモニタリング (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用
不能になる可能性があります)

Lightning ページビューログでの関連性の高い実効ページ時間
実効ページ時間 (EPT) の異常値が Lightning ページビューイベントログから除外されるようになりました。異常
値には 60 秒を超えるページ時間が含まれます (EPT はミリ秒単位で測定されます)。異常値を除外することで、
レポートとダッシュボードのデータの有用性と読みやすさが向上します。異常値が検出されると、その値は
null に置き換えられます。この変更により、EFFECTIVE_PAGE_TIME 項目の null 値が増え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。
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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。

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 ページビューイベント種別 (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)

予期しない Apex 例外イベント種別の項目のデータ型の変更
EventLogFile の Apex の予期しない例外イベント種別で、EXCEPTION_MESSAGE項目と STACK_TRACEのデータ型
を文字列からテキストに変更しました。
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。

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: Apex の予期しない例外イベント種別

その他のセキュリティ変更: TLS 1.2 の準拠とセッションセキュリティ
レベルポリシー
2019 年 10 月以降、Salesforce 組織との間の受信接続および送信接続では TLS 1.2 の使用が必須になります。ユーザ
が機密性の高い [設定] ページまたはオブジェクトにアクセスする前に、ユーザに高保証セッションセキュリ
ティレベルを要求できます。またはセッションレベルに基づいてユーザをブロックできます。

このセクションの内容:

HTTPS 接続には TLS 1.2 が必要 (重要な更新)

最高レベルのセキュリティ標準を維持し、データの安全性を高めるため、Salesforce では以前のトランスポー
トレイヤセキュリティ (TLS) 1.1 暗号化プロトコルを無効にします。2019 年 10 月以降、Salesforce 組織との間の
受信接続および送信接続では TLS 1.2 の使用が必須になります。ブラウザアクセス、API インテグレーショ
ン、およびその他の Salesforce 機能が TLS 1.2 に準拠していることを確認してください。
セッションセキュリティレベルポリシーによる証明書とイベントログファイルへのアクセスの管理
ユーザが特定の [設定] ページまたはオブジェクトにアクセスする前に、ユーザに高保証セッションレベル
を要求します。ユーザを完全にブロックすることもできます。セッションセキュリティレベルポリシーを
変更することによって、2 要素認証、証明書、接続アプリケーション、イベントログファイルへのアクセス
を管理します。
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HTTPS 接続には TLS 1.2 が必要 (重要な更新)
最高レベルのセキュリティ標準を維持し、データの安全性を高めるため、Salesforce では以前のトランスポート
レイヤセキュリティ (TLS) 1.1 暗号化プロトコルを無効にします。2019 年 10 月以降、Salesforce 組織との間の受信
接続および送信接続では TLS 1.2 の使用が必須になります。ブラウザアクセス、API インテグレーション、およ
びその他の Salesforce 機能が TLS 1.2 に準拠していることを確認してください。
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。
時期:この重要な更新は、2019 年 10 月 25 日に適用されます。この日付以降に作成された組織では、デフォルト
で TLS 1.2 が必須になります。
方法:この更新を Sandbox 組織または Developer Edition 組織でテストして、エンドツーエンドの互換性を確認して
から本番組織で有効にすることをお勧めします。
2019 年 10 月 25 日より前にこの重要な更新を有効化するには、[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。HTTPS 接続に TLS 1.2 を必須にするには、[有効化]をクリックし
ます。

関連トピック:

ナレッジ記事: Salesforce による TLS 1.1 の無効化
コミュニティとサイトの HTTPS 接続には TLS 1.2 が必要 (重要な更新)

セッションセキュリティレベルポリシーによる証明書とイベントログファイル
へのアクセスの管理
ユーザが特定の [設定] ページまたはオブジェクトにアクセスする前に、ユーザに高保証セッションレベルを要
求します。ユーザを完全にブロックすることもできます。セッションセキュリティレベルポリシーを変更する
ことによって、2 要素認証、証明書、接続アプリケーション、イベントログファイルへのアクセスを管理しま
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。
理由: 次のセキュリティレベルポリシーが新しく追加されました。
• 証明書を管理 (1) — [証明書と鍵の管理] 設定ページ、[シングルサインオン設定] 設定ページ、証明書オブジェ

クトへのアクセスを制御します。
• 接続アプリケーションを管理する (2) — [接続アプリケーション] 設定ページへのアクセスと [アプリケーショ

ンマネージャ] 設定ページを使用した接続アプリケーションの作成へのアクセスを制御します。
• API で 2 要素認証を管理 (3) — VerificationHistory オブジェクト、TwoFactorInfo オブジェクト、TwoFactorTempCode

オブジェクトへのアクセスを制御します。
• ユーザインターフェースで 2 要素認証を管理 (4) — [ID 検証履歴] 設定ページ、VerificationHistory オブジェクト、

TwoFactorInfo オブジェクト、TwoFactorTempCode オブジェクトへのアクセスを制御します。
• イベントログファイルを参照 (5) — EventLogFile オブジェクトへのアクセスを制御します。
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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。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 機密情報の操作への高保証セッションセキュリティの要求 (リリースプレビューの時点で内
容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

リリース: 新しい変更セットコンポーネント

新しいコンポーネントをリリースできます。

このセクションの内容:

変更セットの新規追加および変更されたコンポーネント
変更セットに使用できるコンポーネントは、エディションによって異なります。これらのコンポーネント
を変更セットに使用できるようになりました。

変更セットの新規追加および変更されたコンポーネント
変更セットに使用できるコンポーネントは、エディションによって異なります。これらのコンポーネントを変
更セットに使用できるようになりました。
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Classic レターヘッド
以前のリリースでは、このコンポーネントの名前はレターヘッドでした。

Lightning Bolt

カスタムアプリケーション、フローカテゴリ、および Lightning コミュニティテンプレートを含めることが
できる、Lightning Bolt ソリューションの定義を表します。

権限セットグループ
(パイロット) 権限セットとセット内の権限のグループを表します。

プロンプト
(ベータ) アプリケーション内ガイダンスプロンプトに関連付けられたメタデータを表します。

おすすめ戦略
おすすめ戦略を表します。おすすめ戦略はデータフローに似たアプリケーションで、データ取得、分岐、
および論理演算を使用してクライアントに提供されるおすすめのセットを決定します。

RecordAction リリース
組織のアクション & おすすめリリースを表します。この変更は、表示ラベルの変更です。以前のバージョ
ンでは、このコンポーネントはガイド付きアクションリストと呼ばれていました。変更セットを更新する
必要はありません。

Salesforce IoT: 戦略的な名前の変更

IoT Insights は、Event Insights に名前が変更されました。

このセクションの内容:

IoT Insights から Event Insights への名前の変更
この機能が提供する幅広い使用事例を反映するため、名前を Event Insights に変更しました。この名前の変更
は、Lightning Experience の Event Insights Lightning 標準コンポーネントと、Android の Field Service Mobile コンポー
ネントに適用されます。

IoT Insights から Event Insights への名前の変更
この機能が提供する幅広い使用事例を反映するため、名前を Event Insights に変更しました。この名前の変更は、
Lightning Experience の Event Insights Lightning 標準コンポーネントと、Android の Field Service Mobile コンポーネントに
適用されます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Salesforce Classic

と Lightning Experience の両方に適用されます。
対象ユーザ: IoT Explorer と IoT Plus のお客様は、Event Insights 標準 Lightning コンポーネントと Android の Field Service

Mobile コンポーネントを使用できます。セールスユーザおよびサービスユーザは、Summer ’19 Event Insights Pilot

の対象となるため、Event Insights Lightning コンポーネントを使用できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: イベントインサイトを使用した Salesforce のあらゆる場所でのデータの表示
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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、Apex を使用する場合、あるいは、好み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あっても、次の機能強化は、別の組織への再販を目的とした優れ
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: Lightning Web コンポーネントを使用できる場所の増加
Lightning Web コンポーネントは、スタンドアロンアプリケーション、Visualforce ページ、および Lightning Out

(ベータ) で使用できます。外部 Web サービスに対する実行時間の長いリクエストを実行するには、Lightning

Web コンポーネントまたは Aura コンポーネントから Apex 継続を使用します。Aura コンポーネントでも時間
を節約した検証を改善しました。
Einstein Platform Services: 画像認識および自然言語処理
データサイエンティストや機械学習の専門家でなくても AI を内蔵したアプリケーションが必要になる場合
があります。Einstein Platform Services API を使用すると、画像認識および自然言語処理によってアプリケーショ
ンを AI 対応にすることができます。Einstein Vision API を使用して、事前にトレーニングされた分類子を活用
するか、カスタム分類子をトレーニングして、あらゆる画像認識事例を解決します。Einstein Language API で
は、自然言語処理の機能を利用してテキストを分析し、テキストのセンチメントや意図を推測できます。
アプリケーションをスマートにすると同時にアプリケーションを天才のように扱います。
Visualforce: ライブコントローラの導入 (パイロット)、非公開静的リソースへのゲストアクセスの更新、FCKEditor

から CKEditor への変更
ライブコントローラ Visualforce コンポーネントを使用して、データの変更をリアルタイムで表示します。非
公開キャッシュコントロールを使用した静的リソースへのゲストユーザアクセスを更新します。Visualforce

では、FCKEditor リッチテキストエディタがサポートされなくなりました。
Apex

Apex に項目レベルでデータを保護するセキュリティ機能が新規追加されました。この機能には、
System.Securityおよび System.SObjectAccessDecisionクラスを使用してアクセスします。プラッ
トフォームキャッシュの機能をスクラッチ組織で使用し、キャッシュデータを利用して Visualforce ページを
高速化できるようになりました。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
フォームイベントを起動できるようになりました。
API

「メタデータ API 関数を使用したメタデータを変更」権限が正式リリースされました。REST API の一括操作
および Bulk API 2.0 のクエリで使用できるパイロットがあります。
カスタムメタデータ型: プロセスビルダーからのレコードの参照、容量の増加
プロセスビルダーを使用するときに、カスタムメタデータ型レコードを参照して機能を再利用します。カ
スタムメタデータ型を使用するときの容量が増え、ユーザインターフェースが更新されました。
Salesforce CLI: 読み込み時間の短縮、プロジェクトスキャフォールディングの拡張
Salesforce コマンドラインインターフェース (CLI) は、組織開発モデルとパッケージ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 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を行うこと
ができます。
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スクラッチ組織: 新機能
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。本番組織や Developer Edition 組織で Dev Hub を有効にした場
合、または Dev Hub トライアル組織がある場合に、スクラッチ組織を作成できます。継続的に新機能のサ
ポートを追加していきます。
VS Code 向け Salesforce 拡張機能: Aura コンポーネントサポートの拡張、予定されている Force.com IDE の廃止
毎週のリリースに加えられた変更のほかに、VS Code v46 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。VS Code Aura コンポーネント拡張機能を使用して Aura コンポーネント開発を加速しま
す。2019 年 10 月の Force.com IDE の廃止に備えて今すぐ準備を開始してください。
開発者コンソール: コードを見やすくする、異なるタイムゾーンでの正確な日付
Fix Code Formatting (コード書式設定の修正) 機能は、Aura コンポーネントの書式設定に Prettier コードフォー
マッタを使用します。開発者コンソールの [Tests (テスト)] タブで、コンピュータのロケール設定に関係な
く、[Enqueued Time (キュー追加時間)] 項目に正しい日時が表示されるようになりました。
デバッグ: デバッグログストレージの増加
デバッグログのストレージ制限が緩和されました。
パッケージ: ロック解除済みパッケージと第二世代管理パッケージの機能強化
ロック解除済みパッケージのインストール方法をカスタマイズし、名前空間化されたロック解除済みパッ
ケージを容易に変更し、第二世代管理パッケージのリードとライセンスを追跡します。
AppExchange パートナー: 管理パッケージおよび AppExchange マーケットプレイスの分析
Salesforce パートナー向けのツールと機能を使用して、AppExchange ビジネスの繁栄を築きます。顧客が
AppExchange リストをどのように検索し、使用しているかを Marketplace Analytics ダッシュボードで確認しま
す。App Analytics データを調べて、登録者が管理パッケージをどのように使用しているかを確認します。
変更データキャプチャ: Apex トリガ、カスタムチャネル、オブジェクトサポートの拡張
変更イベントメッセージ、通知のカスタムストリーム、追加オブジェクトサポートなどの登録用の Apex ト
リガサポートを入手します。
プラットフォームイベント: イベント公開動作、トリガバッチサイズ、公開エラー通知、および Lightning Web

コンポーネント
トランザクションでプラットフォームイベントを公開するタイミングを指定できるようになりました。イ
ベントトリガのバッチサイズを制御し、検出されなかった例外から復旧します。非同期エラー通知用のチャ
ネルに登録することで、イベントのメッセージの公開を監視します。lightning/empApiモジュールによ
る Lightning Web コンポーネントプログラミングモデルの利点を活用します。
開発者向けの新規および変更された項目
ここでは、Salesforce 機能のカスタマイズに役立つ、新規追加および変更されたオブジェクト、コール、ク
ラス、コンポーネント、コマンドなどを見つけることができます。
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Lightning コンポーネント: Lightning Web コンポーネントを使用できる
場所の増加
Lightning Web コンポーネントは、スタンドアロンアプリケーション、Visualforce ページ、および Lightning Out (ベー
タ) で使用できます。外部 Web サービスに対する実行時間の長いリクエストを実行するには、Lightning Web コ
ンポーネントまたは Aura コンポーネントから Apex 継続を使用します。Aura コンポーネントでも時間を節約し
た検証を改善しました。
Lightning コンポーネント用の 2 つのプログラミングモデルの詳細は、以下を参照してください。
• Lightning Web Components Developer Guide (Lightning Web コンポーネント開発者ガイド)

• Lightning Aura Components Developer Guide (Lightning Aura コンポーネント開発者ガイド)

メモ: 新規追加および変更された Lightning Web コンポーネント、Aura コンポーネント、Aura コンポーネン
トインターフェースを探していますか? 新規追加および変更された項目のリストが「開発」セクションの
最後に統合されました。

このセクションの内容:

継続を使用した長時間コールアウトの実行
Apex で Continuation クラスを使用して、Aura コンポーネントまたは Lightning Web コンポーネントから外
部 Web サービスへの長時間要求を行います。コールバックメソッドで応答を処理します。継続を使用して
実行される非同期コールアウトは、実行時間が 5 秒を超える要求を同時に実行できる数である Apex 制限の
10 件にはカウントされません。そのため、より多くの長時間コールアウトを実行でき、コンポーネントを
複雑なバックエンド API と統合できます。
スタンドアロン Aura アプリケーションでの Lightning Web コンポーネントの使用
スタンドアロン Aura アプリケーションへの Lightning Web コンポーネントの追加がサポートされるようにな
りました。
Visualforce ページでの Lightning Web コンポーネントの使用
Lightning Web コンポーネントを Visualforce ページに追加して、両方の技術を使用して作成した機能を組み合
わせることができます。Lightning Web コンポーネントを使用して新機能を実装し、それを既存の Visualforce

ページで使用できます。
Lightning Out を使用したアプリケーションへの Lightning Web コンポーネントの追加 (ベータ)

Lightning Out を使用して、Salesforce サーバの外部で Lightning Web コンポーネントを実行します。Heroku また
はファイアウォール内の部門サーバのどちらで実行される Node.js アプリケーションであっても、スタンド
アロン Aura アプリケーション内で Lightning Web コンポーネントを構築できます。ユーザは、どの場所から
でもこれらのコンポーネントを実行できます。Lightning Out はすでに Aura コンポーネントで使用できます。
この変更により、同じ機能が Lightning Web コンポーネントでも使用できるようになります。
Aura コンポーネントの保存時検証の改善
保存時検証が改善されて、カスタム Aura コンポーネントにエラーがあれば、保存時に特定されるようにな
りました。これまで、一部のコードエラーは保存時に一貫して検出されず、実行時にのみ確認されていま
した。この変更により、保存時にこれまで検出されていなかったカスタムコンポーネントのエラーが明ら
かになる可能性があります。
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動的に作成された Aura コンポーネントでの関数式の作成の防止 (重要な更新)

セキュリティと安定性を高めるために、この更新では、$A.createComponent() または
$A.createComponents() に渡される属性値が Aura 関数式として解釈されないようにします。
管理パッケージの global 以外の Apex コントローラメソッドへのアクセスの無効化 (以前にリリースされた重
要な更新)

Spring '19 リリースノートに記載されているように、この重要な更新では、管理パッケージの Apex コントロー
ラメソッドでアクセス制御が修正されます。この更新を有効にすると、global アクセス修飾子が付いた
メソッドのみが、Aura コンポーネントによってパッケージ名前空間外からアクセス可能になります。これ
らのアクセスコントロールにより、パッケージ作成者がグローバルアクセスを意図していない、サポート
対象外の API メソッドを使用できなくなります。
重要な更新「暗黙的な共有を行う @AuraEnabled Apex コントローラに対して without sharing を使用」の延期
この重要な更新は、Spring '18 でリリースされ、Summer '19 で自動的に有効化される予定でしたが、Winter '20

に延期されました。
Lightning Web コンポーネントでのメールインテグレーションの拡張
カスタムコンポーネントを作成した場合、カスタム Lightning Web コンポーネントは Outlook インテグレーショ
ンペインと Gmail インテグレーションペインの両方でサポートされます。対象タグの lighting__Inbox を使用
すると、作成するコンポーネントは Outlook インテグレーションと Gmail インテグレーションでシームレス
に統合されます。
異なるデバイスに合わせたコンポーネントの設定
Lightning コンポーネントを Lightning ページで使用する場合は、コンポーネントがサポートするフォーム要素
(デスクトップ、電話、またはその両方) を宣言できます。たとえば、デスクトップと電話の両方をサポー
トするアプリケーションページでは、そのページを特定のデバイスで閲覧した場合にのみ表示されるよう
にコンポーネントを設定できるようになりました。コンポーネントのフォーム要素サポートを電話に限定
すると、そのページをデスクトップで閲覧した場合には、そのコンポーネントはアプリケーションページ
に表示されず、電話で閲覧した場合にのみ表示されます。
Lightning Locker との互換性をテストするための JavaScript

Lightning Locker ツールが使いやすくなりました。Locker Console のテキストエリアには、詳細な指示とサンプ
ルコードが表示され、ツールを使用したコードの評価が始めやすくなっています。Locker API ビューアと
Locker Console には新しいアイコンが追加され、スタイルも更新されています。
CORS ホワイトリストへの静的リソースの追加
CORS ホワイトリストに静的リソースを追加できるようになりました。たとえば、Lightning Out を使用して
SAP などの外部サイトで Lightning コンポーネントを表示するとします。コンポーネントが Salesforce に保存さ
れている静的リソースに依存している場合には、[設定] で CORS ホワイトリストに SAP を保存します。CORS

ホワイトリストに登録されていないドメインでは、ブラウザは静的リソースから参照されているフォント
や JavaScript ファイルを読み込みません。

関連トピック:

Lightning Web Components Developer Guide (Lightning Web コンポーネント開発者ガイド)

Lightning Aura Components Developer Guide (Lightning Aura コンポーネント開発者ガイド)
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継続を使用した長時間コールアウトの実行
Apex で Continuation クラスを使用して、Aura コンポーネントまたは Lightning Web コンポーネントから外部
Web サービスへの長時間要求を行います。コールバックメソッドで応答を処理します。継続を使用して実行さ
れる非同期コールアウトは、実行時間が 5 秒を超える要求を同時に実行できる数である Apex 制限の 10 件には
カウントされません。そのため、より多くの長時間コールアウトを実行でき、コンポーネントを複雑なバック
エンド API と統合できます。
対象: この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーショ
ンの Aura コンポーネントと Lightning Web コンポーネントに適用されます。
方法: 継続は複数の長時間アクションを引き起こす可能性があるため、使用する場合は次の制限に注意してく
ださい。
継続あたり最大 3 個のコールアウト

1 つの Continuation オブジェクトに最大 3 個のコールアウトを含めることができます。
継続アクションの順次処理

フレームワークは継続を含むアクションをクライアントから順次処理します。次の継続アクションコール
が実行される前に、前の継続アクションコールが完了している必要があります。クライアントで処理中の
継続は常に 1 つのみになります。

DML 操作の制限
Continuationオブジェクトを返す Apex メソッドは、Data Manipulation Language (DML) の操作を実行できませ
ん。DML ステートメントは、Salesforce のデータを挿入、更新、マージ、削除、および復元します。継続メ
ソッド内で DML 操作が実行された場合、継続実行は続行されず、トランザクションがロールバックされ、
エラーが返されます。
継続用の Apex コールバックメソッドで DML 操作を実行できます。

関連トピック:

Lightning Aura Components Developer Guide (Lightning Aura コンポーネント開発者ガイド)

Lightning Web Components Developer Guide (Lightning Web コンポーネント開発者ガイド)

スタンドアロン Aura アプリケーションでの Lightning Web コンポーネントの使
用
スタンドアロン Aura アプリケーションへの Lightning Web コンポーネントの追加がサポートされるようになりま
した。
対象: この変更は、スタンドアロン Aura アプリケーションの Lightning Web コンポーネントに適用されます。
方法: Lightning Web コンポーネントを参照する場合の命名規則は <namespace:camelCaseComponentName>で
す。これは、Aura コンポーネントで Lightning Web コンポーネントを使用する場合の命名規則と同じです。
このスタンドアロン Aura アプリケーションは、デフォルトの c 名前空間の myComponent  Lightning Web コン
ポーネントを使用します。
<!-- sampleApp.app -->
<aura:application>
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<c:myComponent />
</aura:application>

関連トピック:

Lightning Web Components Developer Guide: Compose Aura Components from Lightning Web Components (Lightning Web コン
ポーネント開発者ガイド: Lightning Web コンポーネントからの Aura コンポーネントの作成)

Visualforce ページでの Lightning Web コンポーネントの使用
Lightning Web コンポーネントを Visualforce ページに追加して、両方の技術を使用して作成した機能を組み合わせ
ることができます。Lightning Web コンポーネントを使用して新機能を実装し、それを既存の Visualforce ページで
使用できます。
対象:この変更は、Visualforce ページの Lightning Web コンポーネントに適用されます。Lightning Web コンポーネン
トを作成するには、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition を使用します。
方法: Visualforce ページへの Lightning Web コンポーネントの追加は 3 ステップで行います。
1. <apex:includeLightning/> コンポーネントを使用して、Visualforce 用 Lightning Web コンポーネントの

JavaScript ライブラリを Visualforce ページに追加します。
2. コンポーネントの連動関係を宣言するスタンドアロン Aura アプリケーションを作成して参照します。
3. $Lightning.createComponent()を使用して、ページにコンポーネントを作成する JavaScript 関数を記述

します。
<namespace:camelCaseComponentName> 命名規則を使用して、Visualforce ページの Lightning Web コンポーネ
ントを参照します。
詳細は、『Lightning Web Components Developer Guide (Lightning Web コンポーネント開発者ガイド)』を参照してくだ
さい。

Lightning Out を使用したアプリケーションへの Lightning Web コンポーネントの
追加 (ベータ)
Lightning Out を使用して、Salesforce サーバの外部で Lightning Web コンポーネントを実行します。Heroku または
ファイアウォール内の部門サーバのどちらで実行される Node.js アプリケーションであっても、スタンドアロン
Aura アプリケーション内で Lightning Web コンポーネントを構築できます。ユーザは、どの場所からでもこれら
のコンポーネントを実行できます。Lightning Out はすでに Aura コンポーネントで使用できます。この変更によ
り、同じ機能が Lightning Web コンポーネントでも使用できるようになります。
対象: この変更は、Salesforce サーバの外部で実行される Lightning Web コンポーネントに適用されます。

メモ:  Lightning Out はベータ機能としてのプレビュー版であり、Salesforce とのマスターサブスクリプション
契約における「サービス」には含まれません。この機能はお客様各自の裁量で使用し、購入するときは、
現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて判断してください。Salesforce はこの機能の特定
期間内の正式リリースまたはリリースの有無を保証せず、いつでも中止できます。この機能は評価のみ
を目的とし、本番環境での使用はできません。この機能は現状のまま提供され、サポートの対象外です。
この機能に起因あるいは関連して生じた危害または損害に対して Salesforce は一切の責任を負わないもの
とします。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関するお客様の義務、関連する Salesforce 以外のアプ
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リケーションおよびコンテンツの使用規約はすべて、お客様によるこの機能の使用にも同様に適用され
ます。

方法: 任意の場所にリリースできる Lightning Web コンポーネントの開発は、Salesforce 内で実行する Lightning Web

コンポーネントの開発とほぼ同じです。Lightning Web コンポーネントの開発についてすでに知っていること
は、そのまま適用できます。違いは、アプリケーションをリモート Web コンテナに埋め込む方法です。
リモート Web コンテナで、スタンドアロン Aura アプリケーションを含むページに Lightning Out JavaScript ライブ
ラリを含めます。スタンドアロン Aura アプリケーションを設定して有効にするためのマークアップを追加し
ます。初期化が完了すると、Lightning Out はアプリケーションをセキュアな接続上で取り込み、設定し、実行
するページの DOM に挿入します。それが完了すると、Lightning コンポーネントコードが後を引き継ぎ、実行し
ます。
Salesforce とリモート Web コンテナの間のセキュアな接続を有効にするには、簡単なマークアップの他に、
Salesforce 内での若干の設定と準備が必要です。さらに、リモート Web コンテナはアプリケーションをホストし
ているため、認証を独自のコードで管理する必要があります。
詳細は、『Lightning Web Components Developer Guide (Lightning Web コンポーネント開発者ガイド)』を参照してくだ
さい。

Aura コンポーネントの保存時検証の改善
保存時検証が改善されて、カスタム Aura コンポーネントにエラーがあれば、保存時に特定されるようになり
ました。これまで、一部のコードエラーは保存時に一貫して検出されず、実行時にのみ確認されていました。
この変更により、保存時にこれまで検出されていなかったカスタムコンポーネントのエラーが明らかになる可
能性があります。
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 Aura コンポーネントに適用されます。
方法: 次にエラーの例をいくつか見てみましょう。このエラーメッセージは新規ではありませんが、このエラー
が実行時ではなく保存時またはパッケージアップグレード時に一貫して検出されるようになりました。
コンポーネントで force:appHostable を実装する場合、コンポーネント内の必須の値を含む属性には、デ
フォルト値を設定する必要があります。このコンポーネントは、保存時にエラーを生成します。
<aura:component implements="force:appHostable">

<!--<aura:attribute name="whom" type="String" required="true" default="world"/>-->
<aura:attribute name="whom" type="String" required="true" />
Hello {!v.whom}!

</aura:component>

エラーは次のとおりです。
You can't mark attributes 'XXXX' as required without specifying default values when the
component implements interface 'force:appHostable'

修正方法は、属性定義を、default="world".を含むコメントアウトされた定義に置き換えることです。
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また別の例として、以前のバージョンの管理パッケージで公開されていた設計属性が管理パッケージで削除さ
れる場合があります。このシナリオでは、パッケージのアップグレード時にエラーが一貫して発生するように
なりました。
You can't remove design attributes 'xxxxxx' when the component implements a Lightning Page
interface.

これを解決するには、設計属性をパッケージに引き続き含めるようにします。

動的に作成された Aura コンポーネントでの関数式の作成の防止 (重要な更新)
セキュリティと安定性を高めるために、この更新では、$A.createComponent() または
$A.createComponents() に渡される属性値が Aura 関数式として解釈されないようにします。
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
ンで Aura コンポーネントを使用する組織に適用されます。
理由: この重要な更新が有効化されると、オブジェクトで $A.createComponent() または
$A.createComponents() に渡される属性値としてキー - 値ペア {"exprType": "FUNCTION"} を使用する
と、予期しない動作がトリガされるのではなく、エラーが発生します。
方法: この重要な更新は Sandbox 内でテストすることをお勧めします。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「重要な更新」と入力します。
2. [重要な更新] を選択します。
3. 「Prevent Creation of Function Expressions When Using $A.createComponent()  or $A.createComponents()  in

Aura Components」(Aura コンポーネントで $A.createComponent() または $A.createComponents() を使用する場合の関
数式の作成の防止) 重要な更新の詳細を確認します。

4. [有効化] をクリックします。
5. 開発したカスタム Aura コンポーネントが正しく動作することをテストします。

関連トピック:

Lightning Aura Components Developer Guide: Dynamically Creating Components (Lightning Aura コンポーネント開発者ガイ
ド: コンポーネントの動的な作成)

重要な更新

管理パッケージの global 以外の Apex コントローラメソッドへのアクセスの
無効化 (以前にリリースされた重要な更新)
Spring '19 リリースノートに記載されているように、この重要な更新では、管理パッケージの Apex コントロー
ラメソッドでアクセス制御が修正されます。この更新を有効にすると、global アクセス修飾子が付いたメ
ソッドのみが、Aura コンポーネントによってパッケージ名前空間外からアクセス可能になります。これらのア
クセスコントロールにより、パッケージ作成者がグローバルアクセスを意図していない、サポート対象外の
API メソッドを使用できなくなります。
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
ンで Aura コンポーネントを使用する組織に適用されます。
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理由: globalが付いた Apex コントローラメソッドのみが、管理パッケージに追加されると、その管理パッケー
ジの名前空間外の Aura コンポーネントによってアクセス可能になります。Apex 定義で publicが付いたメソッ
ドは、パッケージの同じ名前空間に含まれる Aura コンポーネントでのみアクセス可能です。この更新を有効
にすると、これらのルールが適用されます。
この更新の前は、global 以外のメソッド (つまり global アクセス修飾子が付いていない Apex コントローラ
メソッド) は、パッケージ名前空間外の Aura コンポーネントによってアクセス可能でした。
この更新を有効にすると、管理パッケージの global 以外の Apex メソッドに誤って依存するコードを作成し
ていた場合、そのメソッドをコールするサーバアクションは失敗します。パッケージによって globalメソッ
ドとして提供されるサポート対象 API メソッドのみを使用するように、コードを更新してください。
方法: この重要な更新は Sandbox 内でテストすることをお勧めします。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「重要な更新」と入力します。
2. [重要な更新] を選択します。
3. 管理パッケージの global 以外の Apex コントローラメソッドへのアクセスの無効化 (重要な更新) の詳細を

確認します。
4. [有効化] をクリックします。
5. 開発したカスタム Aura コンポーネントが正しく動作することをテストします。

重要な更新「暗黙的な共有を行う @AuraEnabled  Apex コントローラに対して
without sharing を使用」の延期
この重要な更新は、Spring '18 でリリースされ、Summer '19 で自動的に有効化される予定でしたが、Winter '20 に
延期されました。
対象: この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンのモバイルアプリケーショ
ンの Lightning コンポーネントを使用する組織に適用されます。

関連トピック:

Spring '18 リリースノート: 暗黙的な共有を行う @AuraEnabled Apex コントローラに対して without sharing を使用
(重要な更新)

Lightning Web コンポーネントでのメールインテグレーションの拡張
カスタムコンポーネントを作成した場合、カスタム Lightning Web コンポーネントは Outlook インテグレーショ
ンペインと Gmail インテグレーションペインの両方でサポートされます。対象タグの lighting__Inbox を使用する
と、作成するコンポーネントは Outlook インテグレーションと Gmail インテグレーションでシームレスに統合さ
れます。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience と Lightning コミュニティ、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:

Lightning Web Components Developer Guide (Lightning Web コンポーネント開発者ガイド)
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異なるデバイスに合わせたコンポーネントの設定
Lightning コンポーネントを Lightning ページで使用する場合は、コンポーネントがサポートするフォーム要素 (デ
スクトップ、電話、またはその両方) を宣言できます。たとえば、デスクトップと電話の両方をサポートする
アプリケーションページでは、そのページを特定のデバイスで閲覧した場合にのみ表示されるようにコンポー
ネントを設定できるようになりました。コンポーネントのフォーム要素サポートを電話に限定すると、その
ページをデスクトップで閲覧した場合には、そのコンポーネントはアプリケーションページに表示されず、電
話で閲覧した場合にのみ表示されます。
対象: この変更は、Lightning Experience とすべてのバージョンの Salesforce モバイルアプリケーションの Aura コン
ポーネントと Lightning Web コンポーネントに適用されます。
方法:

Aura コンポーネント
Aura コンポーネントがサポートするデバイスのフォーム要素を指定するには、コンポーネントのデザインファ
イルで design:suppportedFormFactors タグセットを使用します。design:suppportedFormFactor サ
ブタグは type 属性をサポートします。有効な type 値は、Large  (デスクトップ) と Small  (電話) です。
この「Hello World」コンポーネントのデザインファイルは、デスクトップと電話の両方のフォーム要素をサポー
トします。
<design:component label="Hello World">

<design:attribute name="subject" label="Subject" description="Name of the person you
want to greet" />

<design:attribute name="greeting" label="Greeting" />
<design:supportedFormFactors>

<design:supportedFormFactor type="Large"/>
<design:supportedFormFactor type="Small"/>

</design:supportedFormFactors>
</design:component>

Lightning Web コンポーネント
Lightning Web コンポーネントの設定ファイルの <targetConfigs> セクションで、supportedFormFactors

タグセットを使用して、コンポーネントがサポートするフォーム要素を宣言します。
たとえば、次のコンポーネントは、2 つのページ種別でサポートされます。各ページ種別について別々の
<targetConfigs>エントリがあり、それぞれのページタイプではコンポーネントの動作が異なることを意味
します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LightningComponentBundle xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<apiVersion>42.0</apiVersion>
<isExposed>false</isExposed>
<masterLabel>Best Component Ever</masterLabel>
<description>This is a demo component.</description>
<targets>

<target>lightning__RecordPage</target>
<target>lightning__AppPage</target>

</targets>
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<targetConfigs>
<targetConfig targets="lightning__RecordPage">

<property name="prop1" type="String" />
<supportedFormFactors>

<supportedFormFactor type="Large" />
</supportedFormFactors>

</targetConfig>
<targetConfig targets="lightning__AppPage">

<property name="prop2" type="Boolean" />
<supportedFormFactors>

<supportedFormFactor type="Small" />
<supportedFormFactor type="Large" />

</supportedFormFactors>
</targetConfigs>

</LightningComponentBundle>

2 つのページ種別では異なるフォーム要素が設定されています。アプリケーションページ (lightning__AppPage)

では、コンポーネントは電話 (Small) とデスクトップ (Large) でサポートされます。レコードページ
(lightning__RecordPage) では、コンポーネントはデスクトップのみでサポートされます。

Lightning Locker との互換性をテストするための JavaScript
Lightning Locker ツールが使いやすくなりました。Locker Console のテキストエリアには、詳細な指示とサンプル
コードが表示され、ツールを使用したコードの評価が始めやすくなっています。Locker API ビューアと Locker

Console には新しいアイコンが追加され、スタイルも更新されています。
対象: これらの変更は、Locker ConsoleとLocker API ビューアに適用されます。これらのツールは、組織のコンポー
ネントライブラリ (your-domain.com/docs/component-library) からも入手できます。
方法: 詳細は、『Lightning Aura コンポーネント開発者ガイド』を参照してください。

CORS ホワイトリストへの静的リソースの追加
CORS ホワイトリストに静的リソースを追加できるようになりました。たとえば、Lightning Out を使用して SAP

などの外部サイトで Lightning コンポーネントを表示するとします。コンポーネントが Salesforce に保存されてい
る静的リソースに依存している場合には、[設定] で CORS ホワイトリストに SAP を保存します。CORS ホワイト
リストに登録されていないドメインでは、ブラウザは静的リソースから参照されているフォントや JavaScript

ファイルを読み込みません。
対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic の Aura コンポーネントと Lightning Web コンポーネント、
およびすべてのコミュニティに適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: CORS を使用した Web ブラウザからの Salesforce リソースへのアクセス
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Einstein Platform Services: 画像認識および自然言語処理
データサイエンティストや機械学習の専門家でなくても AI を内蔵したアプリケーションが必要になる場合が
あります。Einstein Platform Services API を使用すると、画像認識および自然言語処理によってアプリケーションを
AI 対応にすることができます。Einstein Vision API を使用して、事前にトレーニングされた分類子を活用するか、
カスタム分類子をトレーニングして、あらゆる画像認識事例を解決します。Einstein Language API では、自然言
語処理の機能を利用してテキストを分析し、テキストのセンチメントや意図を推測できます。アプリケーショ
ンをスマートにすると同時にアプリケーションを天才のように扱います。

このセクションの内容:

有料プランからのトレーニング要求を優先
有料プランの顧客からのトレーニング要求は無料プランの顧客からの要求よりも優先されます。トレーニ
ング要求は、/train または /retrain リソースへのコールです。無料サービスのユーザの場合、キュー
に他の要求があると、トレーニングが遅れる可能性があります。
例を返す API コールの数を 30 コール/月に制限
各 Einstein プラットフォームサービスアカウントでは、例を返す Einstein Vision および Einstein Language エンド
ポイントへのコール数がカレンダー月あたり 30 回に制限されるようになりました。この制限は、例を返す
すべての API に適用されます。この制限を超えると、エラーメッセージが表示されます。
Einstein Vision: データセットの最大サイズの増加、新しい language 項目
AI の機能を利用して深層学習モデルをトレーニングし、大規模な画像を認識および分類します。事前にト
レーニングされた分類子を活用するか、独自のカスタム分類子をトレーニングして、固有の使用事例を解
決します。
Einstein Language: データセットの最大サイズの増加、新しい language パラメータと項目
Einstein 言語 API を使用して、アプリケーションの自然言語処理を作成し、テキスト内の強力なインサイトを
得ます。Language API には、Einstein Intent API と Einstein Sentiment API が含まれます。

有料プランからのトレーニング要求を優先
有料プランの顧客からのトレーニング要求は無料プランの顧客からの要求よりも優先されます。トレーニング
要求は、/trainまたは /retrainリソースへのコールです。無料サービスのユーザの場合、キューに他の要
求があると、トレーニングが遅れる可能性があります。
対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition、および Contact Manager 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: 自分のプランの種別を確認するには、次の API 使用状況 cURL コールを使用します。
curl -X GET -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache"
https://api.einstein.ai/v2/apiusage

無料プランの場合、plan の値が STARTER になります。有料プランの応答は、次の JSON のようになります。
{
"object": "list",
"data": [
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{
"id": "243121",
"organizationId": "108",
"startsAt": "2019-02-01T00:00:00.000+0000",
"endsAt": "2019-03-01T00:00:00.000+0000",
"planData": [
{
"plan": "SFDC_1M_EDITION",
"amount": 1,
"source": "SALESFORCE"

}
],
"licenseId": "QnbapKxcaJ",
"object": "apiusage",
"predictionsRemaining": 1000000,
"predictionsUsed": 0,
"predictionsMax": 1000000

}
]

}

関連トピック:

Einstein Platform Services Developer Guide: Get API Usage (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド: API 使用状況
を取得する)

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

例を返す API コールの数を 30 コール/月に制限
各 Einstein プラットフォームサービスアカウントでは、例を返す Einstein Vision および Einstein Language エンドポイ
ントへのコール数がカレンダー月あたり 30 回に制限されるようになりました。この制限は、例を返すすべて
の API に適用されます。この制限を超えると、エラーメッセージが表示されます。
対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition、および Contact Manager 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: 例を返す API エンドポイントは以下のとおりです。
• Einstein Vision の例をすべて取得する — GET /v2/vision/datasets/<DATASET_ID>/examples

• Einstein Vision の表示ラベルの例をすべて取得する — GET /v2/vision/examples?labelId=<LABEL_ID>

• Einstein Language の例をすべて取得する — GET /v2/language/datasets/<DATASET_ID>/examples
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• Einstein Language の表示ラベルの例をすべて取得する — GET /v2/language/examples?labelId=<LABEL_ID>

関連トピック:

Einstein Platform Services Developer Guide: Get All Examples (Einstein Vision) (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイ
ド: すべての例の取得 (Einstein Vision))

Einstein Platform Services Developer Guide: Get All Examples (Einstein Language) (Einstein プラットフォームサービス開発者
ガイド: すべての例の取得 (Einstein Language))

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

Einstein Vision: データセットの最大サイズの増加、新しい language 項目
AI の機能を利用して深層学習モデルをトレーニングし、大規模な画像を認識および分類します。事前にトレー
ニングされた分類子を活用するか、独自のカスタム分類子をトレーニングして、固有の使用事例を解決しま
す。

このセクションの内容:

最大画像データセットサイズを 2 GB に増加
より大きな全体像を取得します。画像データセットの最大サイズを 1 GB から 2 GB に倍増しました。
最大データセットサイズを超えるとエラーが返される
(POST コールを使用して) 画像データセットを作成するか、(PUT コールを使用して) 画像データセットにデー
タを追加する場合、結果のデータセットが 2 GB を超えると、コールは失敗して、エラーが返されます。
API 応答 JSON に新しい language 項目を追加
データセット情報を返す Einstein Vision API コールの応答 JSON に language 項目が含まれるようになりまし
た。戻り値は N/A です。
API 応答 JSON に新しい numOfDuplicates 項目を追加
データセット情報を返す Einstein Vision API コールの応答 JSON に numOfDuplicates 項目が含まれるようにな
りました。この項目は、重複しているためにデータセットに追加されなかった画像の数を示します。

関連トピック:

Einstein Platform Services Developer Guide: Introduction to Salesforce Einstein Vision (Einstein プラットフォームサービス開発
者ガイド: Salesforce Einstein Vision の概要)

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

最大画像データセットサイズを 2 GB に増加
より大きな全体像を取得します。画像データセットの最大サイズを 1 GB から 2 GB に倍増しました。
対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition、および Contact Manager 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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最大データセットサイズを超えるとエラーが返される
(POST コールを使用して) 画像データセットを作成するか、(PUT コールを使用して) 画像データセットにデータ
を追加する場合、結果のデータセットが 2 GB を超えると、コールは失敗して、エラーが返されます。
対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition、および Contact Manager 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:

Einstein Platform Services Developer Guide: Create a Dataset from a Zip File Asynchronously (Einstein プラットフォームサービ
ス開発者ガイド: zip ファイルからデータセットを非同期的に作成する)

Einstein Platform Services Developer Guide: Create a Dataset from a Zip File Asynchronously (Einstein プラットフォームサービ
ス開発者ガイド: zip ファイルからデータセットを同期的に作成する)

Einstein Platform Services Developer Guide: Create Examples from a Zip File (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイ
ド: Zip ファイルから例を作成する)

API 応答 JSON に新しい language 項目を追加
データセット情報を返す Einstein Vision API コールの応答 JSON に language 項目が含まれるようになりました。
戻り値は N/A です。
対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition、および Contact Manager 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: language 項目は、次のコールの応答に含まれます。
• データセットを非同期的に作成する — POST /v2/vision/datasets/upload

• データセットを同期的に作成する — POST /v2/vision/datasets/upload/sync

• データセットを作成する — POST /v2/vision/datasets

• データセットを取得する — GET /v2/vision/datasets/<DATASET_ID>

• すべてのデータセットを取得する — GET /v2/vision/datasets

• .zip ファイルから例を作成する — PUT /v2/vision/datasets/<DATASET_ID>/upload

• .zip ファイルからフィードバック例を作成する — PUT /v2/vision/bulkfeedback

データセットを返すコールは次の JSON のようになります。
{

"id": 1014119,
"name": "mountainvsbeach",
"createdAt": "2019-03-06T18:54:01.000+0000",
"updatedAt": "2019-03-06T18:54:07.000+0000",
"labelSummary": {

"labels": [
{

"id": 78375,
"datasetId": 1014119,
"name": "Mountains",
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"numExamples": 231
},
{

"id": 78376,
"datasetId": 1014119,
"name": "Beaches",
"numExamples": 232

}
]

},
"totalExamples": 463,
"totalLabels": 2,
"available": true,
"statusMsg": "SUCCEEDED",
"type": "image",
"language": "N/A",
"numOfDuplicates": 12,
"object": "dataset"

}

関連トピック:

Einstein Platform Services Developer Guide: Create a Dataset from a Zip File Asynchronously (Einstein プラットフォームサービ
ス開発者ガイド: zip ファイルからデータセットを非同期的に作成する)

Einstein Platform Services Developer Guide: Create a Dataset from a Zip File Asynchronously (Einstein プラットフォームサービ
ス開発者ガイド: zip ファイルからデータセットを同期的に作成する)

Einstein Platform Services Developer Guide: Create a Dataset (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド: データセッ
トを作成する)

Einstein Platform Services Developer Guide: Get a Dataset (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド: データセッ
トを取得する)

Einstein Platform Services Developer Guide: Get All Datasets (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド: すべての
データセットを取得する)

API 応答 JSON に新しい numOfDuplicates 項目を追加
データセット情報を返す Einstein Vision API コールの応答 JSON に numOfDuplicates 項目が含まれるようになり
ました。この項目は、重複しているためにデータセットに追加されなかった画像の数を示します。
対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition、および Contact Manager 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: データセットを作成するとき、またはデータセットにデータを追加するときに、重複する画像は除外さ
れます。numOfDuplicates 項目は、次のコールの応答に含まれます。
• データセットを非同期的に作成する — POST /v2/vision/datasets/upload

• データセットを同期的に作成する — POST /v2/vision/datasets/upload/sync

• データセットを作成する — POST /v2/vision/datasets

• データセットを取得する — GET /v2/vision/datasets/<DATASET_ID>

480

Einstein Platform Services: 画像認識および自然言語処理Salesforce Summer '19 リリースノート

https://metamind.readme.io/docs/create-a-dataset-zip-async
https://metamind.readme.io/docs/create-a-dataset-zip-async
https://metamind.readme.io/docs/create-examples-from-zip
https://metamind.readme.io/docs/create-examples-from-zip
https://metamind.readme.io/docs/create-a-dataset
https://metamind.readme.io/docs/create-a-dataset
https://metamind.readme.io/docs/get-a-dataset
https://metamind.readme.io/docs/get-a-dataset
https://metamind.readme.io/docs/get-all-datasets
https://metamind.readme.io/docs/get-all-datasets


• すべてのデータセットを取得する — GET /v2/vision/datasets

• .zip ファイルから例を作成する — PUT /v2/vision/datasets/<DATASET_ID>/upload

• .zip ファイルからフィードバック例を作成する — PUT /v2/vision/bulkfeedback

データセットを返すコールは次の JSON のようになります。
{

"id": 1014119,
"name": "mountainvsbeach",
"createdAt": "2019-03-06T18:54:01.000+0000",
"updatedAt": "2019-03-06T18:54:07.000+0000",
"labelSummary": {

"labels": [
{

"id": 78375,
"datasetId": 1014119,
"name": "Mountains",
"numExamples": 231

},
{

"id": 78376,
"datasetId": 1014119,
"name": "Beaches",
"numExamples": 232

}
]

},
"totalExamples": 463,
"totalLabels": 2,
"available": true,
"statusMsg": "SUCCEEDED",
"type": "image",
"language": "N/A",
"numOfDuplicates": 12,
"object": "dataset"

}

関連トピック:

Einstein Platform Services Developer Guide: Create a Dataset from a Zip File Asynchronously (Einstein プラットフォームサービ
ス開発者ガイド: zip ファイルからデータセットを非同期的に作成する)

Einstein Platform Services Developer Guide: Create a Dataset from a Zip File Asynchronously (Einstein プラットフォームサービ
ス開発者ガイド: zip ファイルからデータセットを非同期的に作成する)

Einstein Platform Services Developer Guide: Create a Dataset (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド: データセッ
トを作成する)

Einstein Platform Services Developer Guide: Get a Dataset (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド: データセッ
トを取得する)

Einstein Platform Services Developer Guide: Get All Datasets (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド: すべての
データセットを取得する)
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Einstein Language: データセットの最大サイズの増加、新しい language パラ
メータと項目
Einstein 言語 API を使用して、アプリケーションの自然言語処理を作成し、テキスト内の強力なインサイトを得
ます。Language API には、Einstein Intent API と Einstein Sentiment API が含まれます。

このセクションの内容:

最大テキストデータセットサイズを 2 GB に増加
より多くの語を保存します。テキストデータセットの最大サイズを 1 GB から 2 GB に倍増しました。
最大データセットサイズを超えるとエラーが返される
(POST コールを使用して) テキストデータセットを作成するか、(PUT コールを使用して) テキストデータセッ
トにデータを追加する場合、結果のデータセットが 2 GB を超えると、コールは失敗して、エラーが返され
ます。
テキストデータセットの作成時に省略可能な language パラメータを使用
テキストデータセットを作成するときに、新しい language パラメータを使用して言語を指定できるよう
になりました。デフォルトは ENGLISHです。このパラメータは今後の使用のために作成したものであり、
ユーザは現時点で何もする必要はありません。
API 応答 JSON に新しい language 項目を追加
データセット情報を返す Einstein Language API コールの応答 JSON に language 項目が含まれるようになりま
した。既存のデータセットの戻り値は ENGLISH です。
API 応答 JSON に新しい numOfDuplicates 項目を追加
データセット情報を返す Einstein Language API コールの応答 JSON に numOfDuplicates 項目が含まれるよう
になりました。この項目は、重複しているためにデータセットに追加されなかったテキスト文字列の数を
示します。

関連トピック:

Einstein Platform Services Developer Guide: Introduction to Salesforce Einstein Language (Einstein プラットフォームサービス
開発者ガイド: Salesforce Einstein Language の概要)

Salesforce Einstein: ボットの設定の迅速化、予測ビルダーのデータチェッカー、Sales Cloud 四半期別売上予測

最大テキストデータセットサイズを 2 GB に増加
より多くの語を保存します。テキストデータセットの最大サイズを 1 GB から 2 GB に倍増しました。
対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition、および Contact Manager 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。

最大データセットサイズを超えるとエラーが返される
(POST コールを使用して) テキストデータセットを作成するか、(PUT コールを使用して) テキストデータセット
にデータを追加する場合、結果のデータセットが 2 GB を超えると、コールは失敗して、エラーが返されます。
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対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition、および Contact Manager 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:

Einstein Platform Services Developer Guide: Create a Dataset from a File Asynchronously (Einstein プラットフォームサービス開
発者ガイド: ファイルからデータセットを非同期的に作成する)

Einstein Platform Services Developer Guide: Create a Dataset from a File Synchronously (Einstein プラットフォームサービス開
発者ガイド: ファイルからデータセットを同期的に作成する)

Einstein Platform Services Developer Guide: Create Examples from a File (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド:

ファイルから例を作成する)

テキストデータセットの作成時に省略可能な language パラメータを使用
テキストデータセットを作成するときに、新しい language パラメータを使用して言語を指定できるように
なりました。デフォルトは ENGLISH です。このパラメータは今後の使用のために作成したものであり、ユー
ザは現時点で何もする必要はありません。
対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition、および Contact Manager 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: language 項目は、次のコールで使用できます。
• データセットを非同期的に作成する — POST /v2/language/datasets/upload

• データセットを同期的に作成する — POST /v2/language/datasets/upload/sync

API 応答 JSON に新しい language 項目を追加
データセット情報を返す Einstein Language API コールの応答 JSON に language 項目が含まれるようになりまし
た。既存のデータセットの戻り値は ENGLISH です。
対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition、および Contact Manager 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: language 項目は、次のコールの応答に含まれます。
• データセットを非同期的に作成する — POST /v2/language/datasets/upload

• データセットを同期的に作成する — POST /v2/language/datasets/upload/sync

• データセットを取得する — GET /v2/language/datasets/<DATASET_ID>

• すべてのデータセットを取得する — GET /v2/language/datasets

• ファイルから例を作成する — PUT /v2/language/datasets/<DATASET_ID>/upload

データセットを返すコールは次の JSON のようになります。
{

"id": 1001108,
"name": "sentiment_dataset",
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"createdAt": "2018-06-14T20:48:46.000+0000",
"updatedAt": "2019-03-02T07:59:53.000+0000",
"labelSummary": {

"labels": [
{

"id": 17568,
"datasetId": 1001108,
"name": "negative",
"numExamples": 300

},
{

"id": 17569,
"datasetId": 1001108,
"name": "neutral",
"numExamples": 300

},
{

"id": 17570,
"datasetId": 1001108,
"name": "positive",
"numExamples": 300

}
]

},
"totalExamples": 900,
"totalLabels": 3,
"available": true,
"statusMsg": "SUCCEEDED",
"type": "text-sentiment",
"language": "ENGLISH",
"numOfDuplicates": 23,
"object": "dataset"

}

関連トピック:

Einstein Platform Services Developer Guide: Create a Dataset from a File Asynchronously (Einstein プラットフォームサービス開
発者ガイド: ファイルからデータセットを非同期的に作成する)

Einstein Platform Services Developer Guide: Create a Dataset from a File Synchronously (Einstein プラットフォームサービス開
発者ガイド: ファイルからデータセットを同期的に作成する)

Einstein Platform Services Developer Guide: Get a Dataset (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド: データセッ
トを取得する)

Einstein Platform Services Developer Guide: Get All Datasets (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド: すべての
データセットを取得する)

Einstein Platform Services Developer Guide: Create Examples from a File (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド:

ファイルから例を作成する)
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API 応答 JSON に新しい numOfDuplicates 項目を追加
データセット情報を返す Einstein Language API コールの応答 JSON に numOfDuplicates 項目が含まれるようにな
りました。この項目は、重複しているためにデータセットに追加されなかったテキスト文字列の数を示しま
す。
対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition、および Contact Manager 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: データセットを作成するとき、またはデータセットにデータを追加するときに、重複するテキスト文字
列は除外されます。numOfDuplicates 項目は、次のコールの応答に含まれます。
• データセットを非同期的に作成する — POST /v2/language/datasets/upload

• データセットを同期的に作成する — POST /v2/language/datasets/upload/sync

• データセットを取得する — GET /v2/language/datasets/<DATASET_ID>

• すべてのデータセットを取得する — GET /v2/language/datasets

• ファイルから例を作成する — PUT /v2/language/datasets/<DATASET_ID>/upload

データセットを返すコールは次の JSON のようになります。
{

"id": 1001108,
"name": "sentiment_dataset",
"createdAt": "2018-06-14T20:48:46.000+0000",
"updatedAt": "2019-03-02T07:59:53.000+0000",
"labelSummary": {

"labels": [
{

"id": 17568,
"datasetId": 1001108,
"name": "negative",
"numExamples": 300

},
{

"id": 17569,
"datasetId": 1001108,
"name": "neutral",
"numExamples": 300

},
{

"id": 17570,
"datasetId": 1001108,
"name": "positive",
"numExamples": 300

}
]

},
"totalExamples": 900,
"totalLabels": 3,
"available": true,
"statusMsg": "SUCCEEDED",
"type": "text-sentiment",
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"language": "ENGLISH",
"numOfDuplicates": 23,
"object": "dataset"

}

関連トピック:

Einstein Platform Services Developer Guide: Create a Dataset from a File Asynchronously (Einstein プラットフォームサービス開
発者ガイド: ファイルからデータセットを非同期的に作成する)

Einstein Platform Services Developer Guide: Create a Dataset from a File Synchronously (Einstein プラットフォームサービス開
発者ガイド: ファイルからデータセットを同期的に作成する)

Einstein Platform Services Developer Guide: Get a Dataset (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド: データセッ
トを取得する)

Einstein Platform Services Developer Guide: Get All Datasets (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド: すべての
データセットを取得する)

Einstein Platform Services Developer Guide: Create Examples from a File (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド:

ファイルから例を作成する)

Visualforce: ライブコントローラの導入 (パイロット)、非公開静的リ
ソースへのゲストアクセスの更新、FCKEditor から CKEditor への変更

エディション

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

ライブコントローラ Visualforce コンポーネントを使用して、データの変更をリア
ルタイムで表示します。非公開キャッシュコントロールを使用した静的リソー
スへのゲストユーザアクセスを更新します。Visualforce では、FCKEditor リッチテ
キストエディタがサポートされなくなりました。
これらの機能強化の影響を受ける機能についての詳細は、『Visualforce 開発者ガ
イド』を参照してください。

このセクションの内容:

ライブコントローラ (パイロット) によるデータ更新のリアルタイム表示
ライブコントローラは、Visualforce ページを動的に再表示してデータの変更を
リアルタイムで表示する標準 Visualforce コンポーネントです。Visualforce ペー
ジは、Lightning Data Service を使用する Lightning コンポーネントの動作と同様に自動的に再表示されます。ラ
イブコントローラは、Lightning Experience で Visualforce を使用するページであればどこでも使用することがで
きます。ライブコントローラは Visualforce ページごとに 1 つだけ使用できます。
非公開静的リソースへのゲストユーザアクセスの更新
セキュリティを強化するため、非公開キャッシュコントロールを使用した静的リソースへのゲストユーザ
アクセスは削除されました。使用しているカスタマイズでゲストユーザにこのアクセス権が必要な場合は、
プロファイル権限を編集してアクセス権を付与します。ゲストユーザプロファイルを変更しない場合は、
ゲストユーザはキャッシュコントロールが公開に設定された静的リソースにのみアクセスできます。
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Visualforce ページのリッチテキストエディタが FCKEditor から CKEditor に置き換わる
Visualforce では、FCKEditor リッチテキストエディタがサポートされなくなりました。すべての標準 Visualforce

コンポーンネントでは、より安全な CKEditor リッチテキストエディタが使用されるようになりました。
Visualforce ページにある FCKEditor へのハードコード化された参照を削除してください。

ライブコントローラ (パイロット) によるデータ更新のリアルタイム表示
ライブコントローラは、Visualforce ページを動的に再表示してデータの変更をリアルタイムで表示する標準
Visualforce コンポーネントです。Visualforce ページは、Lightning Data Service を使用する Lightning コンポーネントの
動作と同様に自動的に再表示されます。ライブコントローラは、Lightning Experience で Visualforce を使用するペー
ジであればどこでも使用することができます。ライブコントローラは Visualforce ページごとに 1 つだけ使用で
きます。
対象: この機能は、Lightning Experience で使用できます。

メモ: ライブコントローラは、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。ライブコントローラは、
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。

時期: このパイロット機能は、2019 年 6 月 19 日に使用可能になります。
ライブコントローラは、標準コントローラと共に使用して 1 つのレコードの更新をリスンするか、標準リスト
コントローラと共に使用して複数のレコードの更新をリスンすることができます。また、カスタムコントロー
ラと共に使用することもできます。
方法: <apex:liveController />という構文を使用して Visualforce ページにライブコントローラを含めます。
ライブコントローラを使用して 1 つの取引先レコードの更新を表示する方法は次のとおりです。
<apex:page standardController="Account">

<apex:liveController/>
<apex:detail subject="{!account.id}"/>

</apex:page>

最初に標準コントローラを定義します。2 行目でライブコントローラを作成します。これは標準コントローラ
レコードの更新をリスンします。ライブコントローラは、取引先が更新されると Visualforce ページを更新しま
す。
カスタムコントローラの場合は、ライブコントローラの records 属性を使用してレコードの変更を追跡しま
す。以下の例では、accountsController カスタムコントローラの取引先名のリストが表示されます。取引
先オブジェクトに関連付けられたレコードをすべて取得するには、{!accounts} 式を records 属性に割り
当てます。次に、テーブルを保持するフォームを作成します。ここで取引先のリストを反復処理します。各行
に取引先名が表示されます。
<apex:page controller="accountsController" tabstyle="Account">

<apex:liveController records="{!accounts}"/>
<apex:form>

<apex:pageBlockSection >
<apex:dataList value="{!accounts}" var="acct" type="1">
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<apex:outputText value="{!acct.name}"/>
</apex:dataList>

</apex:pageBlockSection>
</apex:form>

</apex:page>

ライブコントローラには、更新の動作を制御する追加の属性があります。以下の例では、oncomplete属性を
使用して、更新が行われたときにアラートを表示します。
<apex:page standardController="Account">

<script language="javascript">
function complete() {

alert("An update has occurred");
}

</script>

<apex:liveController oncomplete="complete();"/>
<apex:detail subject="{!account.id}"/>

</apex:page>

ここでは、JavaScript の complete() 関数がアラートメッセージを表示します。ライブコントローラを作成す
るときに、ライブコントローラが取引先レコードの更新を検出するとコードが実行されるよう、complete()

を oncomplete 属性に割り当てます。

関連トピック:

Visualforce 開発者ガイド: Quick Start: Get Started with Live Controller in Lightning Experience (クイックスタート: Lightning

Experience での Live Controller の使用開始)

非公開静的リソースへのゲストユーザアクセスの更新
セキュリティを強化するため、非公開キャッシュコントロールを使用した静的リソースへのゲストユーザアク
セスは削除されました。使用しているカスタマイズでゲストユーザにこのアクセス権が必要な場合は、プロ
ファイル権限を編集してアクセス権を付与します。ゲストユーザプロファイルを変更しない場合は、ゲスト
ユーザはキャッシュコントロールが公開に設定された静的リソースにのみアクセスできます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience お
よび Salesforce Classic でアクセスする Lightning コミュニティと Salesforce タブ + Visualforce コミュニティに適用され
ます。
方法: 既存のカスタマイズで非公開静的リソースへのアクセス権が必要な場合は、ゲストユーザプロファイル
の [非公開静的リソースを参照] 権限を有効にします。
コミュニティの場合
1. コミュニティビルダーの [設定] で [全般] を選択します。
2. [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。
3. [システム権限] をクリックします。
4. [編集] をクリックします。
5. [非公開静的リソースを参照] 権限を選択して、[保存] をクリックします。
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Salesforce サイトの場合
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「サイト」と入力し、[サイト] を選択します。
2. 制御するサイトの名前をクリックします。
3. [公開アクセス設定] をクリックします。
4. [システム権限] をクリックします。
5. [編集] をクリックします。
6. [非公開静的リソースを参照] 権限を選択して、[保存] をクリックします。

Visualforce ページのリッチテキストエディタが FCKEditor から CKEditor に置き換
わる
Visualforce では、FCKEditor リッチテキストエディタがサポートされなくなりました。すべての標準 Visualforce コ
ンポーンネントでは、より安全な CKEditor リッチテキストエディタが使用されるようになりました。Visualforce

ページにある FCKEditor へのハードコード化された参照を削除してください。
対象: この変更は Salesforce Classic に適用されます。
方法: FCKEditor は iframe に読み込まれるか、"/apexpages/fckeditor" を参照するインライン JavaScript を使用し
て読み込まれます。エディタを削除するには、このパスのコードを検索し、関連コードを削除します。
現在のカスタマイズを CKEditor に移行するには、組み込みの <apex:inputTextarea richtext="true" />

Visualforce コンポーネントを使用するか、SObject 項目を操作するときに <apex:inputField /> コンポーネン
トを使用します。
また、FCKEditor は静的リソースとして使用することもできます。こちらから FCKEditor ソースコードをダウン
ロードし、静的リソースとして組織に追加します。Visualforce の URLFOR() 関数を使用してリソースを参照し
ます。

Apex
Apex に項目レベルでデータを保護するセキュリティ機能が新規追加されました。この機能には、
System.Security および System.SObjectAccessDecision クラスを使用してアクセスします。プラット
フォームキャッシュの機能をスクラッチ組織で使用し、キャッシュデータを利用して Visualforce ページを高速
化できるようになりました。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
ベントを起動できるようになりました。
これらの機能強化についての詳細は『Apex 開発者ガイド』を参照してください。
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このセクションの内容:

Apex での項目レベルセキュリティの適用 (パイロット)

Apex に項目レベルでデータを保護するセキュリティ機能が新規追加されました。この機能には、Security

および SObjectAccessDecisionクラスを使用してアクセスします。Apex で現在のユーザの read、create、
または update 操作のコンテキストでセキュアに処理を行うには、stripInaccessible メソッドを使用し
ます。現在のユーザの項目レベルセキュリティに基づいて、このメソッドを使用してクエリ結果からユー
ザがアクセスできない項目を除外できます。また、このメソッドを使用して、DML 操作の前にアクセスで
きない項目を sObject から削除して例外を回避し、信頼されないソースから非逐次化された sObject を適切な
状態にすることもできます。
スクラッチ組織でのプラットフォームキャッシュの使用
スクラッチ組織でプラットフォームキャッシュを使用できるようにしてパフォーマンス向上を図ります。
組織全体または個々のセッションで使用可能なキャッシュデータを利用して、Visualforce ページを高速化で
きます。負荷の高い SOQL および SOSL クエリを繰り返し実行して同じコールアウトを複数回実行する必要
はなくなります。そのすべてと sObject のリストをプラットフォームキャッシュに読み込み、いつでも必要
なときにより速く取得できます。パッケージ化にも使用できます。
Apex 一括処理クラスからのプラットフォームイベントの起動 (正式リリース)

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を起動できます。
Database.RaisesPlatformEvents インターフェースを実装し、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 API バージョン 44.0 以降を使用する必要があります。プラットフォームイ
ベントレコードに、エラー発生時の一括処理ジョブのフェーズ (start、execute、finish) が追加されました。
Database.Batchable インターフェースの start および finish メソッドで、エラー時にプラットフォームイ
ベントが起動されるようになりました (ベータリリースでは行われていませんでした)。
組織スキーマの改善されたキャッシュの有効化 (重要な更新、延期)

この重要な更新は、Summer '19 で自動的に有効化される予定でしたが、Winter '19 に延期されました。この重
要な更新によって、組織スキーマの詳細の改善されたキャッシュを有効にし、バージョン固有のオブジェ
クトおよび項目処理での既知の問題を解決できます。

関連トピック:

Apex: 新規および変更された項目

Apex での項目レベルセキュリティの適用 (パイロット)
Apex に項目レベルでデータを保護するセキュリティ機能が新規追加されました。この機能には、Securityお
よび SObjectAccessDecision クラスを使用してアクセスします。Apex で現在のユーザの read、create、また
は update 操作のコンテキストでセキュアに処理を行うには、stripInaccessibleメソッドを使用します。現
在のユーザの項目レベルセキュリティに基づいて、このメソッドを使用してクエリ結果からユーザがアクセス
できない項目を除外できます。また、このメソッドを使用して、DML 操作の前にアクセスできない項目を sObject

から削除して例外を回避し、信頼されないソースから非逐次化された sObject を適切な状態にすることもでき
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。
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メモ: このパイロット機能は、パイロットプログラムとして自動的に Sandbox 組織、開発者組織、スクラッ
チ組織で使用できます。この機能は変更される可能性があり、パイロット期間中は本番組織で使用でき
ません。パイロットプログラムは変更される可能性があり、参加は保証されません。この機能は、Salesforce

がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で正式リリースを発表しない限り、正式リリースさ
れません。特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証できません。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。この機能に関するフィードバックや提案は、
IdeaExchange の「Security.stripInaccessible」グループに投稿してください。

方法: stripInaccesible メソッドは、ソースレコードに現在のユーザの項目レベルセキュリティチェックに失敗し
た項目がないか確認し、sObject のリストを返すために作成します。返されるリストは、現在のユーザがアクセ
スできない項目が除外されている以外は、ソースレコードと同じです。

例: ユーザに Opportunity オブジェクトの Probability 項目を作成する権限がない場合、この例ではレ
コードを作成する前に Probability 項目を削除します。DML 操作は例外を発生させずに完了します。
List<Opportunity> opportunities = new List<Opportunity>{

new Opportunity(Name='Opportunity1'),
new Opportunity(Name='Opportunity2', Probability=95)

};

// Strip fields that are not creatable
SObjectAccessDecision decision = Security.stripInaccessible(

AccessType.CREATABLE,
opportunities);

// Print stripped records
for (SObject strippedOpportunity : decision.getRecords()) {

System.debug(strippedOpportunity);
}

// print modified indexes
System.debug(decision.getModifiedIndexes());

// Print removed fields
System.debug(decision.getRemovedFields());

//System.debug Output
// DEBUG|Opportunity:{Name=Opportunity1}
// DEBUG|Opportunity:{Name=Opportunity2}
// DEBUG|{1}
// DEBUG|{Opportunity={Probability}}

スクラッチ組織でのプラットフォームキャッシュの使用
スクラッチ組織でプラットフォームキャッシュを使用できるようにしてパフォーマンス向上を図ります。組織
全体または個々のセッションで使用可能なキャッシュデータを利用して、Visualforce ページを高速化できます。
負荷の高い SOQL および SOSL クエリを繰り返し実行して同じコールアウトを複数回実行する必要はなくなりま
す。そのすべてと sObject のリストをプラットフォームキャッシュに読み込み、いつでも必要なときにより速
く取得できます。パッケージ化にも使用できます。
対象: この変更はすべてのエディションのスクラッチ組織に適用されます。
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方法: PLATFORMCACHE をスクラッチ組織の JSON 設定ファイルの feature セクションに追加し、CLI でスクラッチ
組織を作成します。スクラッチ組織には 3 MB のプラットフォームキャッシュが付属します。柔軟性を高める
ため、最小必須パーティションサイズは 1 MB に減りました。パーティションの作成、サイズ変更、削除には、
メタデータ API を使用して PlatformCachePartition メタデータ型をリリースします。

メモ: スクラッチ組織を手動で削除するか、スクラッチ組織が期限切れの場合、すべてのキャッシュデー
タは削除され、リソースはクリアされます。この操作は元に戻せません。

Apex 一括処理クラスからのプラットフォームイベントの起動 (正式リリース)
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を起動できます。
Database.RaisesPlatformEvents インターフェースを実装し、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 API バージョン 44.0 以降を使用する必要があります。プラットフォームイベン
トレコードに、エラー発生時の一括処理ジョブのフェーズ (start、execute、finish) が追加されました。
Database.Batchableインターフェースの start および finish メソッドで、エラー時にプラットフォームイベン
トが起動されるようになりました (ベータリリースでは行われていませんでした)。
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。
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

}

組織スキーマの改善されたキャッシュの有効化 (重要な更新、延期)
この重要な更新は、Summer '19 で自動的に有効化される予定でしたが、Winter '19 に延期されました。この重要
な更新によって、組織スキーマの詳細の改善されたキャッシュを有効にし、バージョン固有のオブジェクトお
よび項目処理での既知の問題を解決できます。
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。
理由: この重要な更新は、標準オブジェクト、カスタムオブジェクト、およびそれらの項目を含む組織スキー
マを定義してキャッシュする内部システムを改善することで、既知のバグを修正します。ドキュメントに記載
された組織のスキーマの動作に変更はありません。この更新では、ドキュメントが既知の動作と一致しないバ
グが修正されます。また、ドキュメントに記載されていないオブジェクト種別が Apex の Describe Result メソッ
ドに表示されたり、バージョン固有のスキーマの詳細が不適切に再利用されるという、まれに発生する断続的
な問題も解決されます。

API
「メタデータ API 関数を使用したメタデータを変更」権限が正式リリースされました。REST API の一括操作およ
び Bulk API 2.0 のクエリで使用できるパイロットがあります。
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メモ: 新規追加および変更された API オブジェクト、型、REST リソースをお探しですか? 「開発」セクショ
ンに記載されている新機能が参照しづらいというフィードバックが寄せられました。今回のリリースで、
新規追加および変更された項目のリストが「開発」セクションの最後に統合されました。知っておくべ
き変更は引き続きすべてカバーされています。ご意見をお寄せください。リリースノートのトピックの
フィードバックフォームを使用するか、@salesforcedocs 宛にツイートしてください。

このセクションの内容:

メタデータへのアクセス権を委任する場合のユーザアクセスの制限 (正式リリース)

必要以上のアクセス権を割り当てずにユーザがメタデータ API を使用してメタデータの参照と更新を行える
ようにします。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。「メタデータ API 関数を使用したメタデータを変更」ユーザ権限は、Salesforce の [設定] 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。これらのページでは更新にメタデータ API が
使用されないためです。

関連トピック:

API: 新規および変更された項目

メタデータへのアクセス権を委任する場合のユーザアクセスの制限 (正式リリー
ス)
必要以上のアクセス権を割り当てずにユーザがメタデータ API を使用してメタデータの参照と更新を行えるよ
うにします。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。「メタデータ API 関数を使用したメタデータを変更」ユーザ権限は、Salesforce の [設定] 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。これらのページでは更新にメタデータ API が使用され
ないためです。
対象ユーザ:「メタデータ API 関数を使用したメタデータを変更」権限を持つユーザには、変更しようとするメ
タデータでサポートされる機能の使用を有効にする権限も必要です。ユーザには、リリースツール (変更セッ
ト、Ant 移行ツール、または Salesforce CLI) を有効にする権限も必要です。「メタデータ API 関数を使用したメタ
データを変更」権限では、ユーザが Apex メタデータをリリースできますが、ユーザが Apex 開発およびデバッ
グ機能を使用する場合は、引き続き「すべてのデータの編集」権限が必要です。
方法:「メタデータ API 関数を使用したメタデータを変更」権限は、「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。ユーザの「Apex 開発」権限も有効に
なっている場合、「メタデータ API 関数を使用したメタデータを変更」権限には Apex への参照および更新アク
セス権も含まれます。

メモ:  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 API 関数を
使用したメタデータを変更」および「Apex 開発」権限を委任する場合は注意が必要です。
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カスタムメタデータ型: プロセスビルダーからのレコードの参照、容
量の増加
プロセスビルダーを使用するときに、カスタムメタデータ型レコードを参照して機能を再利用します。カスタ
ムメタデータ型を使用するときの容量が増え、ユーザインターフェースが更新されました。

このセクションの内容:

プロセスビルダーでのカスタムメタデータ型レコードの参照
プロセスビルダーの数式からカスタムメタデータ型レコードを参照し、定義した機能を再利用してビジネ
スプロセスを自動化します。値を変更するには、プロセスやプロセスで使用するハードコード化された数
式の代わりに、カスタムメタデータ型で値を更新できます。
より多くのカスタムメタデータ型の取得
組織ごとに使用可能なカスタムメタデータ型の数を 100 から 200 に倍増しました。この数には、組織で開発
されたすべてのデータ型と、管理および未管理パッケージからインストールされたすべてのデータ型が含
まれます。
システムの概要でのカスタムメタデータ型の使用状況の監視
現在のカスタムメタデータ型の使用パターンを把握して、今後のカスタムメタデータ型の作業を計画しま
す。[システムの概要] でカスタムメタデータ型の使用状況を参照できるようになりました。組織で使用し
ているカスタムメタデータ型の数とカスタムメタデータ型レコードのサイズに関する情報を取得できます。
カスタムメタデータ型の作成の表示オプションを新機能に合わせて更新
管理パッケージのカスタムメタデータ型を作成するときの [表示] オプションのテキストを最新の機能に合
わせて変更しました。以前は、2 番目のオプションに「同じ管理パッケージ内の Apex コードのみがこの種
別を参照できます」と記載されていました。Apex コードは同じ名前空間内に存在しなければならなくなっ
たため、それに従ってテキストを変更しました。

プロセスビルダーでのカスタムメタデータ型レコードの参照
プロセスビルダーの数式からカスタムメタデータ型レコードを参照し、定義した機能を再利用してビジネスプ
ロセスを自動化します。値を変更するには、プロセスやプロセスで使用するハードコード化された数式の代わ
りに、カスタムメタデータ型で値を更新できます。
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のみの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: たとえば、取引先オブジェクトの [年間売上] 項目の金額が $100,000 を超えた場合にメールを送信するか、
他のアクションをトリガするとします。
1. カスタムメタデータ型を作成します。
2. 使用する型のカスタム項目を作成し、「Minimum Revenue (最小収益)」という名前を付けます。
3. 使用する型のレコードを作成し、「FY20」という名前を付けます。
4. システム変数から、プロセスビルダーでカスタムメタデータレコードを参照します。

$CustomMetadata.CustomMetadataTypeAPIName.RecordAPIName.FieldAPIName
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正しいサフィックスを使用してください。カスタムメタデータ型には、__mdt を使用します。項目には、
__c を使用します。レコードにはサフィックスは必要ありません。数式は次のようになります。
[Account].AnnualRevenue >
$CustomMetadata.Annual_Revenue__mdt.Annual_Revenue.Minimum_Revenue__c

最小収益額が変更された場合、プロセスではなくカスタムメタデータレコードを編集します。

より多くのカスタムメタデータ型の取得
組織ごとに使用可能なカスタムメタデータ型の数を 100 から 200 に倍増しました。この数には、組織で開発さ
れたすべてのデータ型と、管理および未管理パッケージからインストールされたすべてのデータ型が含まれま
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のみの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。

システムの概要でのカスタムメタデータ型の使用状況の監視
現在のカスタムメタデータ型の使用パターンを把握して、今後のカスタムメタデータ型の作業を計画します。
[システムの概要] でカスタムメタデータ型の使用状況を参照できるようになりました。組織で使用しているカ
スタムメタデータ型の数とカスタムメタデータ型レコードのサイズに関する情報を取得できます。
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のみの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。
方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「システムの概要」と入力し、[システムの概要] を選択します。
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カスタムメタデータ型の作成の表示オプションを新機能に合わせて更新
管理パッケージのカスタムメタデータ型を作成するときの [表示] オプションのテキストを最新の機能に合わせ
て変更しました。以前は、2 番目のオプションに「同じ管理パッケージ内の Apex コードのみがこの種別を参照
できます」と記載されていました。Apex コードは同じ名前空間内に存在しなければならなくなったため、それ
に従ってテキストを変更しました。
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のみの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: 最新の機能、つまり、同じ名前空間内の Apex コードがこの種別を参照できることがテキストに反映され
るようになりました。
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Salesforce CLI: 読み込み時間の短縮、プロジェクトスキャフォールディ
ングの拡張
Salesforce コマンドラインインターフェース (CLI) は、組織開発モデルとパッケージ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 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を行うことができま
す。
Salesforce CLI の変更は定期的にリリースされます。コア CLI プラグインの v45 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。プレリリースバージョンの詳細は、Salesforce CLI コマンドリファ
レンスの v46 を参照してください。

このセクションの内容:

oclif を使用した Salesforce CLI コマンドの実行の迅速化
Salesforce CLI (sfdx-cli) の v7 では、Salesforce CLI が Heroku のオープン CLI フレームワーク (oclif) に移行されま
した。このフレームワークでは、CLI 更新に関するいくつかの以前からの問題が修正され、CLI 読み込み時間
が改善されました。また、カスタム実行フックや組み込みオートコンプリートなどの将来の重要な機能を
取り入れる準備も行うことができます。
DX プロジェクトの構造から推測を排除
デフォルトでは、Salesforce CLI と Visual Studio Code 向け Salesforce 拡張機能で作成した Salesforce DX プロジェク
ト構造では、ソースディレクトリに拡張スキャフォールディングが使用されるようになりました。ソース
をどのように整理するかを考える必要がなくなりました。
アプリケーションのライフサイクル全体に対する source コマンドの使用 (正式リリース)

お待たせしました! スクラッチ組織、Developer Edition 組織、トライアル組織、Sandbox、そして本番組織でさ
えも、ソース形式での開発、取得そしてデプロイのエクスペリエンスを統一したいという皆様の願いが実
現しました。force: source:deploy および force:source:retrieve コマンドを更新し、
force:mdapi:deployおよび force:mdapi:retrieveコマンドと同じパラメータが使用できるようにな
りました。source:deploy、source:retrieve、および source:delete コマンドは、2019 年 6 月 15 日
に正式リリースされます。

関連トピック:

Salesforce CLI: 新規および変更されたコマンド

oclif を使用した Salesforce CLI コマンドの実行の迅速化
Salesforce CLI (sfdx-cli) の v7 では、Salesforce CLI が Heroku のオープン CLI フレームワーク (oclif) に移行されまし
た。このフレームワークでは、CLI 更新に関するいくつかの以前からの問題が修正され、CLI 読み込み時間が改
善されました。また、カスタム実行フックや組み込みオートコンプリートなどの将来の重要な機能を取り入れ
る準備も行うことができます。
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。
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DX プロジェクトの構造から推測を排除
デフォルトでは、Salesforce CLI と Visual Studio Code 向け Salesforce 拡張機能で作成した Salesforce DX プロジェクト構
造では、ソースディレクトリに拡張スキャフォールディングが使用されるようになりました。ソースをどのよ
うに整理するかを考える必要がなくなりました。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience、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: Spring '19 (v45) の Salesforce CLI では、force:project:create --template パラメータのデフォルト値は
empty です。これによって、最小限のスキャフォールディングが提供されます (以前の動作を維持します)。
Summer '19 (v46) では、デフォルトが standard になります。
2019 年 4 月 25 日の時点では、VS Code 向け Salesforce 拡張機能の [SFDX: Create Project (SFDX: プロジェクトを作成)]

は、拡張構造を持つプロジェクトを生成します。
理由: 拡張プロジェクト構造 (standard) には、より多くのソース種別用のディレクトリが含まれ、組織への
ソースの取得と組織からのソースの転送が容易になります。

さらに、VS Code 向け Salesforce 拡張機能で使用される次のファイルも追加されます。
• .gitignore  — バージョン管理に Git を使いやすくします。
• .prettierrcおよび .prettierignore  — Prettier を使用して Aura コンポーネントと Lightning Web コンポー

ネント (および .json、.md、.html、.js などの標準ファイル形式) を書式設定しやすくします。
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• .vscode/extensions.json  — Visual Studio Code を起動したときに、プロジェクトに推奨される拡張機能を
インストールするようユーザに促します。

• .vscode/launch.json  — Replay Debugger を設定して、検出可能性と使いやすさを向上させます。
• .vscode/settings.json  — デフォルトでは、このファイルには保存時に転送またはリリースする 1 つの

設定があり、false に設定されています。この値を変更したり、他の設定を追加したりできます。
方法: 拡張スキャフォールディングを使用する場合は、Salesforce DX プロジェクトを作成するときに standard

テンプレートオプションを指定します。
force:project:create --template standard

拡張スキャフォールディングを含まないプロジェクトを作成する場合は、empty を指定します。
force:project:create --template empty

関連トピック:

Prettier

アプリケーションのライフサイクル全体に対する source コマンドの使用 (正
式リリース)
お待たせしました! スクラッチ組織、Developer Edition 組織、トライアル組織、Sandbox、そして本番組織でさえ
も、ソース形式での開発、取得そしてデプロイのエクスペリエンスを統一したいという皆様の願いが実現しま
した。force: source:deployおよび force:source:retrieveコマンドを更新し、force:mdapi:deploy

および force:mdapi:retrieveコマンドと同じパラメータが使用できるようになりました。source:deploy、
source:retrieve、および source:delete コマンドは、2019 年 6 月 15 日に正式リリースされます。
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: 新しいパラメータをすぐに使用するには、Salesforce CLI 用 salesforcedxプラグインのプレリリースバー
ジョン (v46) をインストールしてください。

関連トピック:

Salesforce CLI: 新規および変更されたコマンド
Salesforce CLI のプレリリースバージョンのインストール

スクラッチ組織: 新機能
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。本番組織や Developer Edition 組織で Dev Hub を有効にした場合、または
Dev Hub トライアル組織がある場合に、スクラッチ組織を作成できます。継続的に新機能のサポートを追加し
ていきます。
詳細は、『Salesforce DX 開発者ガイド』の「スクラッチ組織」を参照してください。
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このセクションの内容:

スクラッチ組織の機能をさらに追加して環境を作成
スクラッチ組織には設定可能な機能がさらに多く提供されています。
Einstein ボットを使用するスクラッチ組織の設定
Dev Hub で Einstein 機能を有効にして、スクラッチ組織でチャットボット機能を有効化する手動ステップを排
除します。Einstein の利用規約に同意した場合、この Dev Hub 組織から作成された各スクラッチ組織では個別
の同意が不要になります。以前に Einstein の利用規約に同意して Einstein 関連の機能を有効にしている場合、
この設定はすでに有効になっています。

スクラッチ組織の機能をさらに追加して環境を作成
スクラッチ組織には設定可能な機能がさらに多く提供されています。
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。
方法: 機能をスクラッチ組織定義ファイルに追加します。
• ActionPlans

• AddCustomObjects:<数量> (最小 1: 最大 30)

• AddCustomRelationships:<数量> (最小 1: 最大 30: 乗数 5)

• AddDatacomCrmRecordCredit:<数量> (最小 1: 最大 30)

• AddInsightsQueryLimit:<数量> (最小 1: 最大 30: 乗数 10)

• AnalyticsAdminPerms

• ChatterAnswersUser

• DatacomDnbAccounts

• DatacomFullClean

• DeferSharingCalc

• EinsteinAnalyticsPlus

• EinsteinBuilder

• EventLogFile

• ExternalIdentityLogin

• FieldService

• FlowSites

• HealthCloudUser

• IndustriesManufacturing

• InsightsPlatform

• JigsawUser

• MarketingUser

• MobileUser

• OfflineUser

• PlatformCache

• PlatformEncryption
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• ProductsAndSchedules

• RecordTypes

• RetainFieldHistory

• SalesUser

• ServiceUser

• SurveyCreatorUser

• WavePlatform

サポートされる機能の完全なリストについては、『Salesforce DX 開発者ガイド』の「スクラッチ組織定義の設定
値」を参照してください。

廃止されるスクラッチ組織の機能
次のスクラッチ組織機能は Summer '19 で廃止されました。
• SalesWave (代わりに DevelopmentWave を使用)

• ServiceWave (代わりに DevelopmentWave を使用)

Einstein ボットを使用するスクラッチ組織の設定
Dev Hub で Einstein 機能を有効にして、スクラッチ組織でチャットボット機能を有効化する手動ステップを排除
します。Einstein の利用規約に同意した場合、この Dev Hub 組織から作成された各スクラッチ組織では個別の同
意が不要になります。以前に Einstein の利用規約に同意して Einstein 関連の機能を有効にしている場合、この設
定はすでに有効になっています。
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: Dev Hub 組織のシステム管理者であることが必要です。
方法: スクラッチ組織を作成する前に、Dev Hub 設定ページで [Einstein 機能を有効化] をオンにします。
スクラッチ組織定義ファイルでチャットボット機能を追加します。次に例を示します。
{

"orgName": "AcmeCorp",
"edition": "Developer",
"features": ["ServiceCloud", "Chatbot"],
"hasSampleData": "false",
"settings": {
"orgPreferenceSettings": {
"s1DesktopEnabled": true,
"selfSetPasswordInApi": true,
"s1EncryptedStoragePref2": false

}
}

}
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VS Code 向け Salesforce 拡張機能: Aura コンポーネントサポートの拡
張、予定されている Force.com IDE の廃止
毎週のリリースに加えられた変更のほかに、VS Code v46 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。VS Code Aura コンポーネント拡張機能を使用して Aura コンポーネント開発を加速します。2019

年 10 月の Force.com IDE の廃止に備えて今すぐ準備を開始してください。
VS Code 向け Salesforce 拡張機能の使用を開始する方法については、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。
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:

2019 年 10 月に廃止される Force.com IDE

Eclipse の Force.com IDE プラグインは、メンテナンスのみの状態にあります。商品のサポートは、2019 年 10 月
12 日の廃止日までオフィシャルチャネルで提供されますが、廃止日までに生じた重要なセキュリティの問
題のみが更新の対象になります。
VS Code 向け Aura 拡張機能による編集環境の改善
VS Code 向け Salesforce Aura 拡張機能では、Aura コンポーネントタグ、属性、JavaScript のコード補完がサポー
トされるようになりました。Lightning Explorer View (ベータ) で、Aura コンポーネントと Lightning Web コンポー
ネント両方のコンポーネントの参照やドキュメントを表示します。

関連トピック:

DX プロジェクトの構造から推測を排除

2019 年 10 月に廃止される Force.com IDE
Eclipse の Force.com IDE プラグインは、メンテナンスのみの状態にあります。商品のサポートは、2019 年 10 月 12

日の廃止日までオフィシャルチャネルで提供されますが、廃止日までに生じた重要なセキュリティの問題のみ
が更新の対象になります。
対象: この変更は、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: 2019 年 10 月 12 日に、Force.com IDE のあらゆる種類のサポートまたは更新が提供されなくなります。その
日に、ドキュメントのアーカイブや商品のダウンロードリンクの削除も開始されます。
方法: Visual Studio Code 向け Salesforce 拡張機能またはパートナーによって作成されたいずれかの優れたツールへ
の移行を開始することをお勧めします。詳細は、Salesforce 開発者ブログの「The Future of Salesforce IDEs (Salesforce

IDE の今後)」を参照してください。
https://github.com/forcedotcom/idecoreリポジトリは、2019 年 10 月 12 日にアーカイブされます。リポジトリでは、
ソースコードは引き続き使用できますが、プル要求は受け入れられなくなります。リポジトリのアーカイブ後
に Force.com IDE に貢献するには、フォークを作成します。アーカイブされたリポジトリについての詳細は、
GitHub ヘルプの「About archiving repositories (リポジトリのアーカイブについて)」を参照してください。
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VS Code 向け Aura 拡張機能による編集環境の改善
VS Code 向け Salesforce Aura 拡張機能では、Aura コンポーネントタグ、属性、JavaScript のコード補完がサポートさ
れるようになりました。Lightning Explorer View (ベータ) で、Aura コンポーネントと Lightning Web コンポーネント
両方のコンポーネントの参照やドキュメントを表示します。
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:  Lightning Explorer View はベータ機能としてのプレビュー版であり、Salesforce とのマスターサブスクリ
プション契約における「サービス」には含まれません。この機能はお客様各自の裁量で使用し、購入す
るときは、現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて判断してください。Salesforce はこの
機能の特定期間内の正式リリースまたはリリースの有無を保証せず、いつでも中止できます。Lightning

Explorer View は評価のみを目的とし、本番環境での使用はできません。この機能は現状のまま提供され、
サポートの対象外です。この機能に起因あるいは関連して生じた危害または損害に対して Salesforce は一
切の責任を負わないものとします。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関するお客様の義務、関連
する Salesforce 以外のアプリケーションおよびコンテンツの使用規約はすべて、お客様によるこの機能の
使用にも同様に適用されます。この機能の使用は、Salesforce.com Program Agreement (Salesforce.com プログラ
ム契約) に準拠します。問題が発生した場合、または機能強化を求める場合は、GitHub の問題を登録して
ください。

時期: この変更は、VS Code v45.8.0 向け Salesforce 拡張機能で使用可能になります。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: VS Code マーケットプレイスから Salesforce Extension Pack (Salesforce 拡張機能パック)をインストールします。
VS Code で Lightning Explorer View (ベータ) を有効にするには、[Preferences (個人設定)] で検索バーに「lightning

explorer」と入力します。[Show the lightning explorer view (lightning explorer view を表示)] を選択します。

関連トピック:

Salesforce Extensions for Visual Studio Code (Visual Studio Code 向け Salesforce 拡張機能)

Open a Github Issue in Salesforce Extensions for Visual Studio Code (GitHub の Visual Studio Code 向け Salesforce 拡張機能の
問題を開く)

503

VS Code 向け Salesforce 拡張機能: Aura コンポーネント
サポートの拡張、予定されている Force.com IDE の廃止

Salesforce Summer '19 リリースノート

https://trailblazer.me/resource/documents/documents/pdf/TermsOfUse_en_US.pdf
https://trailblazer.me/resource/documents/documents/pdf/TermsOfUse_en_US.pdf
https://marketplace.visualstudio.com/items/salesforce.salesforcedx-vscode/changelog
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=salesforce.salesforcedx-vscode
https://forcedotcom.github.io/salesforcedx-vscode/
https://github.com/forcedotcom/salesforcedx-vscode/issues/new
https://github.com/forcedotcom/salesforcedx-vscode/issues/new


開発者コンソール: コードを見やすくする、異なるタイムゾーンでの
正確な日付
Fix Code Formatting (コード書式設定の修正) 機能は、Aura コンポーネントの書式設定に Prettier コードフォーマッ
タを使用します。開発者コンソールの [Tests (テスト)] タブで、コンピュータのロケール設定に関係なく、[Enqueued

Time (キュー追加時間)] 項目に正しい日時が表示されるようになりました。

このセクションの内容:

開発者コンソールでの Prettier を使用したコードの書式設定
開発者コンソールの新しい Fix Code Formatting (コード書式設定の修正) 機能は、Aura コンポーネントの書式設
定に Prettier コードフォーマッタを使用します。この機能では、開発者コンソール、および Visual Studio Code

向け Salesforce 拡張機能などのデスクトップベースの開発者ツールの両方をチームの全員が使用できます。
開発者コンソールと VS Code 向け Salesforce 拡張機能に一貫した Aura コンポーネントの書式設定が適用される
ようになりました。Prettier は、VS Code 向け Salesforce 拡張機能およびサンプルギャラリーのアプリケーショ
ン用の標準コードフォーマッタです。
すべてのタイムゾーンで正確な [Tests (テスト)] タブの [Enqueued Time (キュー追加時間)] 項目
開発者コンソールの [Tests (テスト)] タブで、コンピュータのロケール設定に関係なく、[Enqueued Time (キュー
追加時間)] 項目に正しい日時が表示されるようになりました。これまで、[Enqueued Time (キュー追加時間)]

の値は一部のタイムゾーンで不正確でした。

開発者コンソールでの Prettier を使用したコードの書式設定
開発者コンソールの新しい Fix Code Formatting (コード書式設定の修正) 機能は、Aura コンポーネントの書式設定
に Prettier コードフォーマッタを使用します。この機能では、開発者コンソール、および Visual Studio Code 向け
Salesforce 拡張機能などのデスクトップベースの開発者ツールの両方をチームの全員が使用できます。開発者コ
ンソールと VS Code 向け Salesforce 拡張機能に一貫した Aura コンポーネントの書式設定が適用されるようになり
ました。Prettier は、VS Code 向け Salesforce 拡張機能およびサンプルギャラリーのアプリケーション用の標準コー
ドフォーマッタです。
対象: この変更は、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。

メモ:  Fix Code Formatting (コード書式設定の修正) は、Internet Explorer では使用できません。

対象ユーザ:開発者コンソールを使用するには、「API の有効化」および「すべてのデータの参照」権限が必要
です。Lightning リソースへの変更を保存するには、「アプリケーションのカスタマイズ」権限も必要です。
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方法: 開いているファイルでコードを見やすくするには、[Edit (編集)] > [Fix Code Formatting (コード書式設定の
修正)]を選択します。または、Ctrl+Alt+F キーを押します。コードの書式設定を設定するには、[File (ファイル)] >

[Preferences (個人設定)] を選択し、名前が「Prettier:」で始まる設定を調整します。

関連トピック:

Prettier

Prettier ドキュメント: Options (オプション)

Visual Studio Code 向け Salesforce 拡張機能ドキュメント: Set Up the Prettier Code Formatter for Salesforce Projects (Salesforce

プロジェクト用の Prettier コードフォーマッタの設定)

サンプルギャラリー
Salesforce ヘルプ: サポートされるブラウザ

すべてのタイムゾーンで正確な [Tests (テスト)] タブの [Enqueued Time (キュー
追加時間)] 項目
開発者コンソールの [Tests (テスト)] タブで、コンピュータのロケール設定に関係なく、[Enqueued Time (キュー追
加時間)] 項目に正しい日時が表示されるようになりました。これまで、[Enqueued Time (キュー追加時間)] の値は
一部のタイムゾーンで不正確でした。
対象: この変更は、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。

デバッグ: デバッグログストレージの増加
デバッグログのストレージ制限が緩和されました。

このセクションの内容:

保存できるデバッグログの数とサイズの増加
デバッグログの最大サイズを 5 MB から 20 MB に増加しました。20 MB の制限では、デバッグログの 99.99% は
切り捨てられません。また、組織あたりのデバッグログストレージおよび 15 分間で生成できるデバッグロ
グの制限を 250 MB から 1,000 MB に増加しました。

保存できるデバッグログの数とサイズの増加
デバッグログの最大サイズを 5 MB から 20 MB に増加しました。20 MB の制限では、デバッグログの 99.99% は切
り捨てられません。また、組織あたりのデバッグログストレージおよび 15 分間で生成できるデバッグログの
制限を 250 MB から 1,000 MB に増加しました。
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。
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パッケージ: ロック解除済みパッケージと第二世代管理パッケージの
機能強化
ロック解除済みパッケージのインストール方法をカスタマイズし、名前空間化されたロック解除済みパッケー
ジを容易に変更し、第二世代管理パッケージのリードとライセンスを追跡します。

このセクションの内容:

ロック解除済みパッケージのインストールおよびアップグレード方法のカスタマイズ
ロック解除済みパッケージをインストールおよびアップグレードするときのオプションが追加されました。
Apex の再コンパイルをパッケージのみで実行するのか、組織全体で実行するのかを指定できます。また、
パッケージバージョンのアップグレード中に、新しいパッケージバージョンで削除とマークされているメ
タデータ型を削除するのか、廃止にするのかを選択できます。これらのカスタマイズオプションは、Salesforce

CLI とパッケージインストーラ UI で使用できます。
名前空間化されたロック解除済みパッケージの変更とデバッグの容易化
Apex クラス、Apex トリガ、Visualforce コンポーネントの Apex ログと Apex コードが表示されるようにして、
名前空間を持つロック解除済みパッケージの変更とデバッグを簡単に行えるようにしました。また、イン
ストールした組織でパッケージからコンポーネントをすぐに削除しなければならない場合、パッケージバー
ジョンを更新せずに [設定] から簡単に行うことができます。リリース済みのメタデータでは、パッケージ
の名前空間が保持されます。
ロック解除済みパッケージのその他の機能強化
ロック解除済みパッケージの小さいながらも重要なその他の変更について説明します。

ロック解除済みパッケージのインストールおよびアップグレード方法のカスタ
マイズ
ロック解除済みパッケージをインストールおよびアップグレードするときのオプションが追加されました。
Apex の再コンパイルをパッケージのみで実行するのか、組織全体で実行するのかを指定できます。また、パッ
ケージバージョンのアップグレード中に、新しいパッケージバージョンで削除とマークされているメタデータ
型を削除するのか、廃止にするのかを選択できます。これらのカスタマイズオプションは、Salesforce CLI とパッ
ケージインストーラ UI で使用できます。
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。Dev Hub を使用可能なエ
ディション: Developer Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。
方法: ロック解除済みパッケージを有効にするには、先に Dev Hub を有効にします。[設定] から、[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。[Dev Hub を有効化] を選択し、[ロック解除済
みパッケージ (正式リリース) と第二世代管理パッケージ (ベータ) を有効化] を選択します。

506

パッケージ: ロック解除済みパッケージと第二世代管理
パッケージの機能強化

Salesforce Summer '19 リリースノート



名前空間化されたロック解除済みパッケージの変更とデバッグの容易化
Apex クラス、Apex トリガ、Visualforce コンポーネントの Apex ログと Apex コードが表示されるようにして、名前
空間を持つロック解除済みパッケージの変更とデバッグを簡単に行えるようにしました。また、インストール
した組織でパッケージからコンポーネントをすぐに削除しなければならない場合、パッケージバージョンを更
新せずに [設定] から簡単に行うことができます。リリース済みのメタデータでは、パッケージの名前空間が保
持されます。
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。Dev Hub を使用可能なエ
ディション: Developer Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。
方法: ロック解除済みパッケージを有効にするには、先に Dev Hub を有効にします。[設定] から、[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。[Dev Hub を有効化] を選択し、[ロック解除済
みパッケージ (正式リリース) と第二世代管理パッケージ (ベータ) を有効化] を選択します。
インストールしたロック解除済みパッケージからメタデータをリリースするには、[設定] から、[クイック検
索] ボックスに「インストール済みパッケージ」と入力し、[インストール済みパッケージ] を選択します。メタ
データを削除するパッケージを選択し、[コンポーネントを表示] を選択して、[削除] をクリックします。

メモ: 同じ名前空間を使用するロック解除済みパッケージと管理パッケージがある場合、Apex コードとロ
グは非表示のままになります。

ロック解除済みパッケージのその他の機能強化
ロック解除済みパッケージの小さいながらも重要なその他の変更について説明します。
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。Dev Hub を使用可能なエ
ディション: Developer Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。
理由: ロック解除済みパッケージの機能を拡張します。変更点を次に示します。
• 名前空間のないロック解除済みパッケージに、関連ユーザまたはキューを参照する承認プロセスを承認者

として含めます。
• ロック解除済みパッケージに標準オブジェクトを参照する権限セットを追加します。
• トランスレーションワークベンチを使用してロック解除済みパッケージの翻訳を上書きします。
方法: ロック解除済みパッケージを有効にするには、先に Dev Hub を有効にします。[設定] から、[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。[Dev Hub を有効化] を選択し、[ロック解除済
みパッケージ (正式リリース) と第二世代管理パッケージ (ベータ) を有効化] を選択します。

AppExchange パートナー: 管理パッケージおよび AppExchange マー
ケットプレイスの分析
Salesforce パートナー向けのツールと機能を使用して、AppExchange ビジネスの繁栄を築きます。顧客が AppExchange

リストをどのように検索し、使用しているかを Marketplace Analytics ダッシュボードで確認します。App Analytics

データを調べて、登録者が管理パッケージをどのように使用しているかを確認します。

507

AppExchange パートナー: 管理パッケージおよび
AppExchange マーケットプレイスの分析

Salesforce Summer '19 リリースノート



このセクションの内容:

Marketplace Analytics を使用した AppExchange リストの健全性の確認
Marketplace Analytics ダッシュボードには、顧客が AppExchange リストをどのように検索し、使用しているかが
表示されます。ダッシュボードの活動の概要でリストの健全性をすばやく確認します。トラフィックの参
照元、検索語、リストでの活動間のリレーションをダッシュボードの視覚化でさらに掘り下げます。
App Analytics を使用した管理パッケージの使用状況の把握
AppExchange の App Analytics では、登録者が管理パッケージをどのように使用しているかに関するデータが提
供されます。減少のリスクを特定し、機能開発に情報を提供します。SOAP API で AppAnalyticsQueryRequest を
使用して、ログファイルと月間使用状況概要をリクエストします。

Marketplace Analytics を使用した AppExchange リストの健全性の確認
Marketplace Analytics ダッシュボードには、顧客が AppExchange リストをどのように検索し、使用しているかが表
示されます。ダッシュボードの活動の概要でリストの健全性をすばやく確認します。トラフィックの参照元、
検索語、リストでの活動間のリレーションをダッシュボードの視覚化でさらに掘り下げます。
対象ユーザ: Marketplace Analytics を使用するには、Salesforce パートナーコミュニティの「リストの管理」権限が
必要です。
理由: 会社の開発およびマーケティングのリソースをより効率的に適用し、訪問数、インストール数、購入数
の増加を図ります。

活動の概要では、リストの主要なパフォーマンス総計値 (インストール数など) が 1 か所で示されます (1)。トレ
ンドインジケータでは、前のレポート期間と比較して総計値がどのように変化したかが示されるため、何が成
長し、どこに商機があるかが明確になります (2)。
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視覚化では、トラフィックの参照元、AppExchange の検索語、リストでの活動間のリレーションが示されます。
この形式によりデータ内のパターンを容易に見つけることができるため、そのパターンを使用して質問に答え
たり、ビジネスの問題を解決したりできます。たとえば、ソリューションの新機能についての認識を高めたい
と考えます。リストへのトラフィックを促進するには、ダッシュボードを参照し、最も多い訪問数を示してい
る検索語を確認して、それに従ってリストのテキストを最適化します (3)。
方法: Salesforce パートナーコミュニティから公開コンソールを開きます。

公開コンソールから [分析] (4) または [ダッシュボードの参照] (5) をクリックします。

App Analytics を使用した管理パッケージの使用状況の把握
AppExchange の App Analytics では、登録者が管理パッケージをどのように使用しているかに関するデータが提供
されます。減少のリスクを特定し、機能開発に情報を提供します。SOAP API で AppAnalyticsQueryRequest を使用し
て、ログファイルと月間使用状況概要をリクエストします。
対象: この変更は、Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
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方法: App Analytics を有効化するには、Salesforce パートナーコミュニティでケースを登録します。App Analytics

は、セキュリティレビューに合格した管理パッケージでのみ使用できます。

変更データキャプチャ: Apex トリガ、カスタムチャネル、オブジェ
クトサポートの拡張
変更イベントメッセージ、通知のカスタムストリーム、追加オブジェクトサポートなどの登録用の Apex トリ
ガサポートを入手します。

このセクションの内容:

Apex トリガでの変更イベントメッセージの処理
Apex 変更イベントトリガで、Lightning プラットフォームの変更イベントメッセージを処理できるようにな
りました。変更イベントトリガは、データベーストランザクションが完了した後に非同期で実行されます。
リソースを大量に消費するビジネスロジックは変更イベントトリガで非同期に実行され、トランザクショ
ンベースのロジックは引き続き Apex オブジェクトトリガで実行されます。変更イベントトリガでは、変更
の処理を分離することで、トランザクションの処理時間を短縮できます。
カスタムチャネルを使用した変更データキャプチャ通知のストリームの作成
カスタムチャネルに登録して、アプリケーションで使用されるイベント種別のストリームを受信します。
たとえば、セールスオブジェクト (取引先、取引先責任者、注文など) に関するリアルタイムの情報を使用
するアプリケーションがある場合、それらのオブジェクトでカスタムチャネルを作成します。カスタムチャ
ネルに登録すると、それらのオブジェクトについてのみ通知を受信します。
追加のオブジェクトに関する変更イベント通知の受信
変更データキャプチャで、CampaignMember、CampaignMemberStatus、および Contract オブジェクトのレコード
変更に関する通知を受信できるようになりました。
トランザクション境界内の変更の同期で isTransactionEnd の代わりに transactionKey を使用
isTransactionEndヘッダー項目はトランザクションベースの複製に使用できないことがあったため、変
更イベントメッセージから削除されました。トランザクション境界内のデータストアにデータを複製する
には、代わりに transactionKey 項目を使用します。transactionKey 値が変更されると、前のトラン
ザクションキーのすべての変更がコミットされます。

Apex トリガでの変更イベントメッセージの処理
Apex 変更イベントトリガで、Lightning プラットフォームの変更イベントメッセージを処理できるようになりま
した。変更イベントトリガは、データベーストランザクションが完了した後に非同期で実行されます。リソー
スを大量に消費するビジネスロジックは変更イベントトリガで非同期に実行され、トランザクションベースの
ロジックは引き続き Apex オブジェクトトリガで実行されます。変更イベントトリガでは、変更の処理を分離
することで、トランザクションの処理時間を短縮できます。
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: トリガで処理される各変更イベントには、レコード項目と、ヘッダー項目の変更に関するメタデータ情
報が含まれます。
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変更イベントトリガは「after-insert」トリガで、after insert キーワードで定義されます。このトリガは、
変更イベントメッセージが公開された後に起動します。after insert トリガを開発者コンソールで Apex オブジェ
クトトリガと同じように作成します。トリガの作成時に、組織で使用できる変更イベントが設定された sObject

ドロップダウンから変更イベントオブジェクトを選択します。サポートされている標準オブジェクトの場合、
変更イベント名は StandardObjectNameChangeEvent となります。カスタムオブジェクトの場合、変更イ
ベント名は CustomObjectName__ChangeEvent となります。

例: 次のトリガは、AccountChangeEvent のシンプルな変更イベントトリガです。
trigger MyAccountChangeTrigger on AccountChangeEvent (after insert) {

for (AccountChangeEvent event : Trigger.New) {
// Process event messages

}
}

変更イベントトリガのテスト
Apex 変更イベントトリガをパッケージ化または本番環境にリリースする前に、Apex テストを実施し、十分な
コードカバー率を達成する必要があります。
変更イベントトリガをテストするには、テストメソッド用の変更イベント通知の生成を有効にします。
Test.enableChangeDataCapture();

Test.enableChangeDataCapture() メソッドにより、[設定] で選択されたエンティティに関係なく、Apex

テストで変更イベントトリガを起動できます。このメソッドは、組織の変更データキャプチャエンティティの
選択に影響を与えません。
DML 操作の実行後、対応するトリガにイベントメッセージを配信します。
Test.getEventBus().deliver();

または、テストで Test.startTest()、Test.stopTest() メソッドブロックを使用する場合、
Test.stopTest() の実行後に、変更イベントメッセージによって関連付けられたトリガが起動します。

例: このテストメソッドは、テストで実行すべきステートメントの順序を示しており、変更データキャプ
チャエンティティの有効化から開始します。
@isTest static void testChangeEventTrigger() {

// Enable all Change Data Capture entities for notifications.
Test.enableChangeDataCapture();

// Insert one or more test records
// ...

// Deliver test change events
Test.getEventBus().deliver();

// Verify the change event trigger’s execution
// ...

}
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カスタムチャネルを使用した変更データキャプチャ通知のストリームの作成
カスタムチャネルに登録して、アプリケーションで使用されるイベント種別のストリームを受信します。たと
えば、セールスオブジェクト (取引先、取引先責任者、注文など) に関するリアルタイムの情報を使用するアプ
リケーションがある場合、それらのオブジェクトでカスタムチャネルを作成します。カスタムチャネルに登録
すると、それらのオブジェクトについてのみ通知を受信します。
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: メタデータ API の PlatformEventChannel 型を使用してチャネルを作成できます。チャネルをパッケージして
アプリケーションで配布することもできます。ストリーミング API (CometD) で次の登録チャネル形式を使用し
てカスタムチャネルに登録できます。
/data/YourChannelName__chn

たとえば、チャネル名が SalesEvents の場合、登録チャネルは次のようになります。
/data/SalesEvents__chn

追加のオブジェクトに関する変更イベント通知の受信
変更データキャプチャで、CampaignMember、CampaignMemberStatus、および Contract オブジェクトのレコード変
更に関する通知を受信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。
方法: 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 [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。

トランザクション境界内の変更の同期で isTransactionEnd の代わりに
transactionKey を使用
isTransactionEnd ヘッダー項目はトランザクションベースの複製に使用できないことがあったため、変更
イベントメッセージから削除されました。トランザクション境界内のデータストアにデータを複製するには、
代わりに transactionKey項目を使用します。transactionKey値が変更されると、前のトランザクション
キーのすべての変更がコミットされます。
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: これまで、isTransactionEnd 項目は複数ステップのトランザクションの最後の変更 (リードの取引開
始など) を示していました。ただし、この項目はトランザクションに関連するすべてのオブジェクトで変更デー
タキャプチャが有効になっている場合にのみ役立ちました。最後の変更に対応するオブジェクトが有効化され
ていない場合、登録者は isTransactionEnd=true の変更イベントメッセージを受信しませんでした。
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プラットフォームイベント: イベント公開動作、トリガバッチサイ
ズ、公開エラー通知、および Lightning Web コンポーネント
トランザクションでプラットフォームイベントを公開するタイミングを指定できるようになりました。イベン
トトリガのバッチサイズを制御し、検出されなかった例外から復旧します。非同期エラー通知用のチャネルに
登録することで、イベントのメッセージの公開を監視します。lightning/empApiモジュールによる Lightning

Web コンポーネントプログラミングモデルの利点を活用します。

このセクションの内容:

プラットフォームイベントの公開動作の選択
プラットフォームイベントを定義または変更するときに、プラットフォームイベントメッセージが Lightning

プラットフォームトランザクションでいつ公開されるかを選択できます。イベントメッセージをトランザ
クションがコミットされた後にのみ公開するか、コールが実行された直後に公開するかを選択します。以
前は、プラットフォームイベントメッセージはすぐに公開されていました。
プラットフォームイベントトリガでの小さいイベントバッチの処理と例外からの復旧
イベントストリーム内にチェックポイントを設定し、プラットフォームイベントトリガが新しい呼び出し
の実行をそこから再開できるようにします。Apex ガバナ制限に達した場合や別の検出されなかった例外が
発生した場合は、トリガの新しい実行中にチェックポイントが使用されます。トリガ処理は、最後に成功
したチェックポイントのイベントメッセージの後から再開します。また、1 回のトリガ実行で処理されるイ
ベントの数を明示的に制御するようにチェックポイントを設定することもできます。
非同期プラットフォームイベント公開エラーの通知の受信 (ベータ)

大規模プラットフォームイベントを公開し、isSuccess()が trueを返すと、その公開操作が Salesforce の
キューに登録されます。その後、システムで公開操作が実行できなくなるようなエラーが発生した場合
に、/event/AsyncOperationEvent チャネルに登録することでそのエラーの通知を受信できます。
Lightning Web コンポーネントでのストリーミングイベントの受信
Winter '19 では、Aura コンポーネントでイベントストリーミングチャネルを登録するための lightning:empApi

Aura コンポーネントが導入されました。lightning/empApiモジュールを使用して、Lightning Web コンポー
ネントで同じ作業ができるようになりました。

プラットフォームイベントの公開動作の選択
プラットフォームイベントを定義または変更するときに、プラットフォームイベントメッセージが Lightning プ
ラットフォームトランザクションでいつ公開されるかを選択できます。イベントメッセージをトランザクショ
ンがコミットされた後にのみ公開するか、コールが実行された直後に公開するかを選択します。以前は、プ
ラットフォームイベントメッセージはすぐに公開されていました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。
理由: 公開トランザクションがコミットするデータに登録者が依存している場合は、トランザクションがコミッ
トされた後に公開することを選択します。たとえば、あるプロセスがイベントメッセージを公開し、ToDo レ
コードを作成するとします。そのイベントに登録している 2 つ目のプロセスは起動したときに ToDo レコード
があることを想定しています。この場合は、プラットフォームイベントにコミット後の公開動作を選択しま
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す。この動作を選択する別の理由として、トランザクションが失敗したときにイベントメッセージを公開した
くない場合があります。
トランザクションが成功したかどうかに関係なくイベントメッセージが使用できることが望ましい場合はすぐ
に公開することを選択します。また、公開者と登録者が独立していて、公開者がコミットするデータに登録者
が依存していない場合にもこの公開動作を選択します。たとえば、記録目的で使用されるイベントにはすぐに
公開する動作が適しています。
方法: 公開動作は [設定] またはメタデータ API を使用して定義できます。[設定] で、[クイック検索] ボックスに
「プラットフォームイベント」と入力し、[プラットフォームイベント]を選択します。プラットフォームイベン
トを追加するか、既存のプラットフォームイベントを編集します。

メタデータ API では、CustomObject 型の新しい publishBehavior 項目を有効な値に設定します。
Summer '19 より前に作成されたプラットフォームイベントでは、公開動作は [すぐに公開] のままです。

メモ: 公開動作オプションは、Apex、プロセスビルダー、Flow Builder などの Lightning プラットフォームと
Salesforce API で公開されたイベントメッセージに適用されます。
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プラットフォームイベントトリガでの小さいイベントバッチの処理と例外から
の復旧
イベントストリーム内にチェックポイントを設定し、プラットフォームイベントトリガが新しい呼び出しの実
行をそこから再開できるようにします。Apex ガバナ制限に達した場合や別の検出されなかった例外が発生した
場合は、トリガの新しい実行中にチェックポイントが使用されます。トリガ処理は、最後に成功したチェック
ポイントのイベントメッセージの後から再開します。また、1 回のトリガ実行で処理されるイベントの数を明
示的に制御するようにチェックポイントを設定することもできます。
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。
理由: 処理するイベントメッセージ数が少ないほど、トリガは Apex ガバナ制限に達する可能性が低くなりま
す。プラットフォームイベントトリガの最大バッチサイズは 2,000 で、Apex オブジェクトトリガの最大バッチ
サイズは 200 です。そのため、プラットフォームイベントトリガは制限に達する可能性がより高く、この機能
によるメリットがあります。
方法: トリガ再開のチェックポイントを設定するには、最後に正常に処理されたイベントメッセージの再実行
ID を setResumeCheckpoint(replayId)メソッドを使用して設定します。トリガの実行フローが意図的に、
または未処理の例外 (制限の例外など) によって停止すると、新しいバッチ (Trigger.New の sObject リスト) を
使用して、トリガがもう一度起動します。新しいバッチは、設定した再実行 ID の後のイベントメッセージか
ら開始します。setResumeCheckpoint(replayId)メソッドによってトリガ実行は停止しませんが、明示的
に実行を終了することができます。たとえば、バッチサイズを制御するには、特定の数のイベントメッセージ
が処理されたら実行フローを終了するようにします。

例: このトリガによって、各反復の最後に処理されたイベントメッセージの再実行 ID が設定されます。制
限の例外が発生すると、トリガがもう一度起動し、設定された再実行 ID の後のイベントメッセージから
処理が再開されます。
trigger ResumeEventProcessingTrigger on Low_Ink__e (after insert) {

for (Low_Ink__e event : Trigger.New) {
// Process the event message.
// ...

// Set the Replay ID of the last successfully processed event message.
// If a limit is hit, the trigger refires and processing starts with the
// event after the last one processed (the set Replay ID).
EventBus.TriggerContext.currentContext().setResumeCheckpoint(event.replayId);

}
}

非同期プラットフォームイベント公開エラーの通知の受信 (ベータ)
大規模プラットフォームイベントを公開し、isSuccess() が true を返すと、その公開操作が Salesforce の
キューに登録されます。その後、システムで公開操作が実行できなくなるようなエラーが発生した場合
に、/event/AsyncOperationEvent チャネルに登録することでそのエラーの通知を受信できます。
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。
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メモ: /event/AsyncOperationEventチャネ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。この機能はお客様各自の
裁量で使用し、購入するときは、現在正式にリリースされている製品および機能に基づいて判断してく
ださい。Salesforce はこの機能の特定期間内の正式リリースまたはリリースの有無を保証せず、いつでも中
止できます。この機能は評価のみを目的とし、本番環境での使用はできません。この機能は現状のまま
提供され、サポートの対象外です。この機能に起因あるいは関連して生じた危害または損害に対して
Salesforce は一切の責任を負わないものとします。制限、Salesforce の権利の留保、サービスに関するお客様
の義務、関連する Salesforce 以外のアプリケーションおよびコンテンツの使用規約はすべて、お客様によ
るこの機能の使用にも同様に適用されます。/event/AsyncOperationEvent チャネルに関するフィー
ドバックや提案は、Trailblazer Community に投稿してください。

理由: 以前は、Apex と API で publish コールが返す SaveResult からの同期エラー応答のみを受信できました。通知
チャネルを使用することで、publish コールが返した後に非同期に発生したエラーについても通知を受信できる
ようになりました。
方法: この変更の一環として、新しいエラー状況コード PLATFORM_EVENT_PUBLISH_FAILED が追加されまし
た。この状況コードは、大規模プラットフォームイベントメッセージが、1 回以上の試行の後にシステムエ
ラーによって公開できない場合に返されます。
次の例は、大規模イベント公開の失敗について受信する AsyncOperationEvent メッセージを示しています。失敗
に関する情報は OperationDetailsオブジェクトに含まれています。非同期公開エラーのエラー状況コード
は PLATFORM_EVENT_PUBLISH_FAILED です。システムエラーによって公開できなかったイベントメッセー
ジは SourceEventオブジェクトに含まれています。エラー通知メッセージには operationId項目も含まれ
ています。これは、publish コールが返すのと同じ操作 ID です。この ID を使用して、エラーを対応する publish

に照合します。
{

"schema":"MKsvE2J5292JLE7HNWz6Dg",
"payload":{

"OperationDetails":[
{

"Status":"FAILURE",
"Fields":[

"HighVolumePlatformEvent"
],
"Category":"PlatformEventPublishError",
"Message":"The platform event message could not be published. Try again later.",

"StatusCode":"PLATFORM_EVENT_PUBLISH_FAILED"
}
],
"CreatedById":"005xx000001X7gTAAS",
"OperationId":"f6477da8-f664-446a-aee8-df651f9c3a50",
"CreatedDate":"2019-02-26T00:48:46Z",
"SourceEvent":{

"com.sforce.eventbus.News_Event__e":{
"Location__c":"Mountain City"

}
}

},
"event":{

"replayId":1
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}
}

操作 ID を使用したエラー通知と publish コールの照合
publish コールがイベントメッセージを Salesforce のキューに登録し、成功応答を返すときには、操作 ID が含ま
れています。操作 ID は公開操作を一意に識別するもので、エラー通知と publish コールを照合するために使用
されます。次の例は、プラットフォームイベントメッセージを公開する REST API sObject POST 要求の応答を示し
ています。応答の message項目の errors配列要素に操作 ID が含まれ、状況コードは OPERATION_ENQUEUED

となっています。
{
"id" : "e00xx0000000001AAA",
"success" : true,
"errors" : [ {
"statusCode" : "OPERATION_ENQUEUED",
"message" : "f6477da8-f664-446a-aee8-df651f9c3a50",
"fields" : [ ]

} ]
}

Apex で操作 ID を取得するには、EventBus.getOperationId(SaveResult)をコールし、EventBus.publish()

が返した SaveResult を渡します。

Lightning Web コンポーネントでのストリーミングイベントの受信
Winter '19 では、Aura コンポーネントでイベントストリーミングチャネルを登録するための lightning:empApi

Aura コンポーネントが導入されました。lightning/empApiモジュールを使用して、Lightning Web コンポーネ
ントで同じ作業ができるようになりました。
対象: この変更は、Performance Edition、Unlimited Edition、Enterprise Edition、Developer Edition の Lightning Experience に
適用されます。
方法: イベントチャネルを登録するには、lightning/empApiモジュールをインポートし、そのメソッドを使
用します。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イベントな
どのイベントを受信できます。

関連トピック:

新規追加または変更された Lightning Web コンポーネントのモジュール

開発者向けの新規および変更された項目
ここでは、Salesforce 機能のカスタマイズに役立つ、新規追加および変更されたオブジェクト、コール、クラ
ス、コンポーネント、コマンドなどを見つけることができます。

このセクションの内容:

Lightning コンポーネント: 新規追加および変更された項目
更新された Lightning コンポーネントを使用して、UI を簡単に作成します。
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Apex: 新規および変更された項目
次のクラス、Enum、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。
API: 新規および変更された項目
API バージョン 46.0では、より多くのメタデータ型とデータオブジェクトにアクセスできます。メタデータ
API で使用できる設定が追加されました。
Salesforce CLI: 新規および変更されたコマンド
Salesforce CLI の変更は定期的にリリースされます。コア CLI プラグインの v45 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。プレリリースバージョンの詳細は、Salesforce CLI コマンド
リファレンスの v46 を参照してください。

Lightning コンポーネント: 新規追加および変更された項目
更新された Lightning コンポーネントを使用して、UI を簡単に作成します。

このセクションの内容:

変更された Lightning Web コンポーネント
次の変更されたコンポーネントを使用して、UI を簡単に作成します。
新規追加または変更された Lightning Web コンポーネントのモジュール
カスタムチャット UI の表示、イベントメッセージをリスンするためのストリーミングチャネルへの登録、
およびコミュニティのナビゲーションを行うための新しいモジュールを使用してください。
変更された Aura コンポーネント
次の変更されたコンポーネントを使用して、UI を簡単に作成します。

変更された Lightning Web コンポーネント
次の変更されたコンポーネントを使用して、UI を簡単に作成します。

メモ: [コンポーネントの参照] では、一部の Lightning Web コンポーネントの [仕様] ページに、Salesforce の
お客様が使用できない属性やメソッドが表示されます。これらの属性とメソッドには「組織内使用のた
めに予約されています」と示されており、予告なく実装が変更されることがあります。

アイコンをサポートするコンポーネントでは、Salesforce の個人の言語設定が右から左への (RTL) 言語 (アラビア
語、ヘブライ語、ウルドゥー語など) に設定されている場合、自動的にアイコンの RTL バージョンが使用され
ます。読み取り方向を暗示するアイコンにのみ、RTL バージョンがあります。
• lightning-avatar

• lightning-button

• lightning-button-icon

• lightning-button-menu

• lightning-button-icon-stateful

• lightning-button-stateful

• lightning-card

• lightning-dual-listbox
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• lightning-helptext

• lightning-icon

• lightning-menu-item

• lightning-pill

• lightning-tab

• lightning-vertical-navigation-item-icon

lightning-button-icon

次の属性が新規追加されました。
• tooltip  — ユーザがボタン上にカーソルまたはフォーカスを移動すると表示されるテキスト。ツール

ヒントは、ボタンおよび画面領域と相対的に自動配置されます。
次の属性は非推奨になりました。
• icon-class  — Shadow DOM の制限により、独自の CSS クラスをアイコンの svg 要素に適用することはで

きません。今後のリリースで代替ソリューションを探してください。
lightning-button-menu

次の属性が新規追加されました。
• tooltip  — ユーザがボタン上にカーソルまたはフォーカスを移動すると表示されるテキスト。ツール

ヒントは、ボタンおよび画面領域と相対的に自動配置されます。
lightning-checkbox-group

次の属性が新規追加されました。
• variant  — このバリエーションはチェックボックスグループの外観を変更します。使用できるバリエー

ションは standard と label-hidden です。デフォルトは standard です。このバリエーションを
slds-form-element_horizontal または slds-form-element_stacked  Lightning Design System クラ
スの代わりに使用します。

lightning-combobox

次の属性が変更されています。
• variant  — label-inlineおよび label-stackedバリエーションが追加されました。label-inline

を使用して、表示ラベルとコンボボックスの水平方向の位置を揃えます。label-stacked を使用し
て、表示ラベルをコンボボックスの上に配置します。このバリエーションを
slds-form-element_horizontal または slds-form-element_stacked  Lightning Design System クラ
スの代わりに使用します。

lightning-datatable

次の型が変更されました。
• date  — hour12 属性はユーザのロケールによって決まります。時間を 12 時間形式で表示するには、列

の定義で typeAttributes: { hour12: true } を使用します。
• url  —リンクがデフォルトでは新しいタブで開くようになりました。リンクを現在のタブまたはウィン

ドウで開くには、列の定義で typeAttributes: { target: '_self' } を使用します。
lightning-dual-listbox

次の属性が変更されています。
• variant  — label-inlineおよび label-stackedバリエーションが追加されました。label-inline

を使用して、表示ラベルとデュアルリストボックスの水平方向の位置を揃えます。label-stacked を
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使用して、表示ラベルをデュアルリストボックスの上に配置します。このバリエーションを
slds-form-element_horizontal または slds-form-element_stacked  Lightning Design System クラ
スの代わりに使用します。

lightning-icon

次の属性が変更されています。
• variant  — success バリエーションが追加されました。success バリエーションを使用して、アイ

コンの塗りつぶしを緑に変更します。
lightning-input

次の属性が新規追加されました。
• date-style  — type='date'または type='datetime'の場合の日付の表示スタイル。有効な値は、

short、medium、long です。デフォルト値は medium です。各スタイルの形式はロケールに固有で
す。この属性はモバイルデバイスに影響を与えません。
デフォルトでは、日付は中程度の長さのスタイルで表示されます。たとえば、en-US ロケールでは Jan 7,

2019 になります。01/07/2019 のような短縮形式を指定するには、date-style="short"と設定します。
January 7, 2019 のような長い形式を指定するには、date-style="long" と設定します。
ユーザが異なるスタイルで日付を入力した場合、コンポーネントは blur イベント中に指定された
date-styleに形式を変更します。入力される日付は、ユーザの Salesforce ロケールで有効であり、かつ
short、medium、long のいずれかのスタイルと一致する必要があります。

• time-style  — type='time'または type='datetime'の場合の時間の表示スタイル。有効な値は、
short、medium、long です。デフォルト値は short です。medium および long スタイルは、現在同
じ形式です。
デフォルトでは、時間は短いスタイルで表示されます。たとえば、en-US ロケールでは 6:53 PM になりま
す。6:53:33 PM のように秒を含めるスタイルを指定するには、time-style="medium" または
time-style="long" と設定します。

• autocomplete  — 項目の自動入力を制御します。この属性は、email、search、tel、text、および
url 入力種別でサポートされます。値 on および off がサポートされますが、自動入力動作はブラウ
ザに応じて異なります。autocomplete属性を設定すると、lightning-inputコンポーネントは値を
そのまま渡してブラウザに解釈させます。

次の属性が変更されています。
• variant  — label-inlineおよび label-stackedバリエーションが追加されました。label-inline

を使用して、表示ラベルと入力項目の水平方向の位置を揃えます。label-stacked を使用して、表示
ラベルを入力項目の上に配置します。このバリエーションを slds-form-element_horizontal また
は slds-form-element_stacked  Lightning Design System クラスの代わりに使用します。

lightning-input-address

次の属性が変更されています。
• variant  — label-inlineおよび label-stackedバリエーションが追加されました。label-inline

を使用して、表示ラベルと住所項目の水平方向の位置を揃えます。label-stacked を使用して、表示
ラベルを住所項目の上に配置します。このバリエーションを slds-form-element_horizontal また
は slds-form-element_stacked  Lightning Design System クラスの代わりに使用します。
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lightning-input-field

次のメソッドが新規追加されました。
• reset()  — フォーム項目を初期値にリセットします。
次の属性が変更されています。
• class  — slds-form-element_1-colクラスがサポートされるようになりました。親フォームがコン

パクト密度を使用していて、ラベルと入力項目の 33/66% 配分を減らす必要がある場合、この Lightning

Design System クラスを使用します。
lightning-input-location

次の属性が変更されています。
• variant  — label-inlineおよび label-stackedバリエーションが追加されました。label-inline

を使用して、表示ラベルと地理位置情報項目の水平方向の位置を揃えます。label-stacked を使用し
て、表示ラベルを地理位置情報項目の上に配置します。このバリエーションを
slds-form-element_horizontal または slds-form-element_stacked  Lightning Design System クラ
スの代わりに使用します。

lightning-input-name

次の属性が変更されています。
• variant  — label-inlineおよび label-stackedバリエーションが追加されました。label-inline

を使用して、表示ラベルと名前項目の水平方向の位置を揃えます。label-stacked を使用して、表示
ラベルを名前項目の上に配置します。このバリエーションを slds-form-element_horizontal また
は slds-form-element_stacked  Lightning Design System クラスの代わりに使用します。

lightning-input-rich-text

次のメソッドが新規追加されました。
• getFormat  — 現在選択されているコンテンツの形式を表すオブジェクトを返します。有効な形式は、

font、size、align です。
• setFormat(formats)  — エディタで現在のカーソル位置以降の形式を設定します。この形式は、現在

選択されているコンテンツにも適用されます。有効な形式は、font、size、align です。formats

は、形式名と値のキー - 値ペアです。
lightning-map

lightning-map では、Salesforce ドメイン maps.a.forceusercontent.com のコンテンツが iframe に読み
込まれます。このコンポーネントを独自のドメインで使用する必要があり、コンテンツセキュリティポリ
シーの frame-src ディレクティブを Lightning コミュニティや Lightning Out などで使用する場合、
maps.a.forceusercontent.com をホワイトリストに登録する必要があります。
次の属性が新規追加されました。
• list-view  — 場所のリストを表示または非表示にします。有効な値は、visible、hidden、auto で

す。デフォルトは autoで、複数のマーカーが存在する場合にのみリストを表示します。無効な値が渡
されると、リストビューは非表示になります。

lightning-output-field

次の属性が変更されています。
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• class  — slds-form-element_1-colクラスがサポートされるようになりました。親フォームがコン
パクト密度を使用していて、ラベルと出力項目の 33/66% 配分を減らす必要がある場合、この Lightning

Design System クラスを使用します。
lightning-pill

アイコンまたはアバターを指定していない場合、ピルは画像のプレースホルダスペースを残しません。
lightning-radio-group

次の属性が新規追加されました。
• variant  — このバリエーションはラジオグループの外観を変更します。使用できるバリエーションは

standard と label-hidden です。デフォルトは standard です。このバリエーションを
slds-form-element_horizontal または slds-form-element_stacked  Lightning Design System クラ
スの代わりに使用します。

lightning-record-edit-form

次の属性が新規追加されました。
• density  — フォームの項目と表示ラベルの配置スタイルを設定します。使用できる値は、compact、

comfy、auto です。デフォルトは auto で、コンポーネントがユーザの表示密度設定とフォームの幅
に従って動的に密度を設定できます。compact を使用して、項目とその表示ラベルを同じ行に表示し
ます。comfy を使用して、項目を表示ラベルの下に表示します。

次のイベントハンドラが変更されています。
• onerror  — event.detail.output.fieldErrors を使用して、必須項目がないときにエラーの詳細

を返すことができるようになりました。フォームにエラーメッセージを自動的に表示するには、
lightning-input-field コンポーネントの直前または直後に lightning-messages を含めます。

他には次のような変更があります。
• ビューモードでは、編集アイコンは編集可能な項目にのみ表示されます。これまで、編集アイコンはす

べての項目に表示されていました。編集可能な項目とは、ユーザインターフェース API で updateable

とマークされている項目です。編集可能項目の編集アイコンは、カーソルを上に置くまでグレー表示さ
れています。

• 暗号化項目は、項目が保存された後にのみマスクされるようになりました。
• fields 属性を使用している場合、lightning-messages は必須項目が含まれていない場合に保存時

に必須項目がないことを示すエラーメッセージを表示します。
lightning-record-form

次の属性が新規追加されました。
• density  — フォームの項目と表示ラベルの配置スタイルを設定します。使用できる値は、compact、

comfy、auto です。デフォルトは auto で、コンポーネントがユーザの表示密度設定とフォームの幅
に従って動的に密度を設定できます。compact を使用して、項目とその表示ラベルを同じ行に表示し
ます。comfy を使用して、項目を表示ラベルの下に表示します。

次のイベントハンドラが変更されています。
• onerror  — event.detail.output.fieldErrors を使用して、必須項目がないときにエラーの詳細

を返すことができるようになりました。フォームにエラーメッセージを自動的に表示するには、
lightning-input-field コンポーネントの直前または直後に lightning-messages を含めます。

他には次のような変更があります。
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• ビューモードでは、編集アイコンは編集可能な項目にのみ表示されます。これまで、編集アイコンはす
べての項目に表示されていました。編集可能な項目とは、ユーザインターフェース API で updateable

とマークされている項目です。編集可能項目の編集アイコンは、カーソルを上に置くまでグレー表示さ
れています。

• 暗号化項目は、項目が保存された後にのみマスクされるようになりました。
• fields 属性を使用している場合、lightning-messages は必須項目が含まれていない場合に保存時

に必須項目がないことを示すエラーメッセージを表示します。
lightning-record-view-form

次の属性が新規追加されました。
• density  — フォームの項目と表示ラベルの配置スタイルを設定します。使用できる値は、compact、

comfy、auto です。デフォルトは auto で、コンポーネントがユーザの表示密度設定とフォームの幅
に従って動的に密度を設定できます。compact を使用して、項目とその表示ラベルを同じ行に表示し
ます。comfy を使用して、項目を表示ラベルの下に表示します。

lightning-textarea

次の属性が変更されています。
• variant  — label-inlineおよび label-stackedバリエーションが追加されました。label-inline

を使用して、表示ラベルと名前項目の水平方向の位置を揃えます。label-stacked を使用して、表示
ラベルをテキストエリア項目の上に配置します。このバリエーションを
slds-form-element_horizontal または slds-form-element_stacked  Lightning Design System クラ
スの代わりに使用します。

関連トピック:

コンポーネントライブラリ

新規追加または変更された Lightning Web コンポーネントのモジュール
カスタムチャット UI の表示、イベントメッセージをリスンするためのストリーミングチャネルへの登録、お
よびコミュニティのナビゲーションを行うための新しいモジュールを使用してください。

新しいモジュール
lightningsnapin/baseChatMessage

指定されたユーザ種別のメッセージを含むカスタムチャット UI を表示します。
lightning/empApi

ストリーミングチャネルの登録とイベントメッセージのリスンを行うメソッドにアクセスできます。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イベントのチャネルを含
む、すべてのストリーミングチャネルがサポートされています。

@salesforce/apexContinuation

外部 Web サービスに対する実行時間の長い要求を実行するための継続を返す Apex メソッドへのアクセスを
提供します。
詳細情報については、「継続を使用した長時間コールアウトの実行」を参照してください。
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変更されたモジュール
lightning/navigation

pageReferences、URL へのクエリパラメータとしての state属性の使用、および CurrentPageReference

のサポートなどの強化。これらの更新の一部として、コミュニティの standard__namedPageは廃止とな
ります。代わりに、comm__namedPage を使用してください。

@salesforce/user/isGuest

ユーザがゲストユーザであるかを指定する boolean 値。

関連トピック:

コンポーネントライブラリ

変更された Aura コンポーネント
次の変更されたコンポーネントを使用して、UI を簡単に作成します。
アイコンをサポートするコンポーネントでは、Salesforce の個人の言語設定が右から左への (RTL) 言語 (アラビア
語、ヘブライ語、ウルドゥー語など) に設定されている場合、アイコンの RTL バージョンが使用されます。読
み取り方向を暗示するアイコンにのみ、RTL バージョンがあります。
• lightning:avatar

• lightning:button

• lightning:buttonIcon

• lightning:buttonMenu

• lightning:buttonIconStateful

• lightning:buttonStateful

• lightning:card

• lightning:dualListbox

• lightning:helptext

• lightning:icon

• lightning:menuItem

• lightning:pill

• lightning:tab

• lightning:verticalNavigationItemIcon

force:recordEdit

デスクトップでは、リッチテキストエディタの [画像] ボタンにより [画像を選択] ダイアログが開くように
なりました。これにより、[ファイル] ホームで使用できる画像を選択できます。[画像を選択] ダイアログか
ら画像をアップロードすることもできます。画像の選択は、Lightning Out とスタンドアロンアプリケーショ
ンではサポートされません。システムのファイルセレクタを使用するリッチテキストエディタを使用して
レコードフォームを表示するには、代わりに lightning:recordEditFormを使用します。モバイルデバ
イスでは、リッチテキストエディタは、引き続きネイティブのファイルセレクタを使用します。

lightning:buttonIcon

次の属性が新規追加されました。
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• tooltip  — ユーザがボタン上にカーソルまたはフォーカスを移動すると表示されるテキスト。ツール
ヒントは、ボタンおよび画面領域と相対的に自動配置されます。

lightning:buttonMenu

次の属性が新規追加されました。
• tooltip  — ユーザがボタン上にカーソルまたはフォーカスを移動すると表示されるテキスト。ツール

ヒントは、ボタンおよび画面領域と相対的に自動配置されます。
lightning:checkboxGroup

次の属性が新規追加されました。
• variant  — このバリエーションはチェックボックスグループの外観を変更します。使用できるバリエー

ションは、standard、label-hidden、label-inline、label-stackedです。デフォルトは standard

です。label-hiddenを使用して、表示ラベルを非表示にし、支援技術では使用できるようにします。
label-inline を使用して、表示ラベルとチェックボックスグループの水平方向の位置を揃えます。
label-stacked を使用して、表示ラベルをチェックボックスグループの上に配置します。このバリ
エーションを slds-form-element_horizontalまたは slds-form-element_stacked  Lightning Design

System クラスの代わりに使用します。
lightning:combobox

次の属性が変更されています。
• variant  — label-inlineおよび label-stackedバリエーションが追加されました。label-inline

を使用して、表示ラベルとコンボボックスの水平方向の位置を揃えます。label-stacked を使用し
て、表示ラベルをコンボボックスの上に配置します。このバリエーションを
slds-form-element_horizontal または slds-form-element_stacked  Lightning Design System クラ
スの代わりに使用します。

lightning:datatable

次の型が変更されました。
• date  — hour12 属性はユーザのロケールによって決まります。時間を 12 時間形式で表示するには、列

の定義で typeAttributes: { hour12: true } を使用します。
• url  —リンクがデフォルトでは新しいタブで開くようになりました。リンクを現在のタブまたはウィン

ドウで開くには、列の定義で typeAttributes: { target: '_self' } を使用します。
lightning:dualListbox

次の属性が変更されています。
• variant  — label-inlineおよび label-stackedバリエーションが追加されました。label-inline

を使用して、表示ラベルとデュアルリストボックスの水平方向の位置を揃えます。label-stacked を
使用して、表示ラベルをデュアルリストボックスの上に配置します。このバリエーションを
slds-form-element_horizontal または slds-form-element_stacked  Lightning Design System クラ
スの代わりに使用します。

lightning:icon

次の属性が変更されています。
• variant  — success バリエーションが追加されました。success バリエーションを使用して、アイ

コンの塗りつぶしを緑に変更します。
lightning:input

次の属性が新規追加されました。
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• dateStyle  — type='date' または type='datetime' の場合の日付の表示スタイル。有効な値は、
short、medium、long です。デフォルト値は medium です。各スタイルの形式はロケールに固有で
す。この属性はモバイルデバイスに影響を与えません。
デフォルトでは、日付は中程度の長さのスタイルで表示されます。たとえば、en-US ロケールでは Jan 7,

2019 になります。短いスタイル (01/07/2019 など) を指定するには、dateStyle="short"と設定します。
長いスタイル (January 7, 2019 など) を指定するには、dateStyle="long" と設定します。
ユーザが異なるスタイルで日付を入力すると、コンポーネントは入力を受け入れ、blurイベント中に、
指定された dateStyle に書式を再設定します。入力される日付は、ユーザの Salesforce ロケールで有効
であり、かつ short、medium、long のいずれかのスタイルと一致する必要があります。

• timeStyle  — type='time' または type='datetime' の場合の時間の表示スタイル。有効な値は、
short、medium、long です。デフォルト値は short です。medium および long スタイルは、現在同
じ形式です。
デフォルトでは、時間は短いスタイルで表示されます。たとえば、en-US ロケールでは 6:53 PM になりま
す。秒を含むスタイル (6:53:33 PM など) を指定するには、timeStyle="medium" または
timeStyle="long" と設定します。

• autocomplete  — 項目の自動入力を制御します。この属性は、email、search、tel、text、および
url 入力種別でサポートされます。値 on および off がサポートされますが、自動入力動作はブラウ
ザに応じて異なります。autocomplete属性を設定すると、lightning:inputコンポーネントは値を
渡してブラウザで解釈できるようにします。

次の属性が変更されています。
• variant  — label-inlineおよび label-stackedバリエーションが追加されました。label-inline

を使用して、表示ラベルと入力項目の水平方向の位置を揃えます。label-stacked を使用して、表示
ラベルを入力項目の上に配置します。このバリエーションを slds-form-element_horizontal また
は slds-form-element_stacked  Lightning Design System クラスの代わりに使用します。

lightning:inputAddress

次の属性が変更されています。
• variant  — label-inlineおよび label-stackedバリエーションが追加されました。label-inline

を使用して、表示ラベルと住所項目の水平方向の位置を揃えます。label-stacked を使用して、表示
ラベルを住所項目の上に配置します。このバリエーションを slds-form-element_horizontal また
は slds-form-element_stacked  Lightning Design System クラスの代わりに使用します。

lightning:inputField

次のメソッドが新規追加されました。
• reset()  — フォーム項目を初期値にリセットします。
次の属性が変更されています。
• class  — slds-form-element_1-colクラスがサポートされるようになりました。親フォームがコン

パクト密度を使用していて、ラベルと入力項目の 33/66% 配分を減らす必要がある場合、この Lightning

Design System クラスを使用します。
lightning:inputLocation

次の属性が変更されています。
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• variant  — label-inlineおよび label-stackedバリエーションが追加されました。label-inline

を使用して、表示ラベルと地理位置情報項目の水平方向の位置を揃えます。label-stacked を使用し
て、表示ラベルを地理位置情報項目の上に配置します。このバリエーションを
slds-form-element_horizontal または slds-form-element_stacked  Lightning Design System クラ
スの代わりに使用します。

lightning:inputName

次の属性が変更されています。
• variant  — label-inlineおよび label-stackedバリエーションが追加されました。label-inline

を使用して、表示ラベルと名前項目の水平方向の位置を揃えます。label-stacked を使用して、表示
ラベルを名前項目の上に配置します。このバリエーションを slds-form-element_horizontal また
は slds-form-element_stacked  Lightning Design System クラスの代わりに使用します。

lightning:inputRichText

次のメソッドが新規追加されました。
• getFormat  — 現在選択されているコンテンツの形式を表すオブジェクトを返します。有効な形式は、

font、size、align です。
• setFormat(formats)  — エディタで現在のカーソル位置以降の形式を設定します。この形式は、現在

選択されているコンテンツにも適用されます。有効な形式は、font、size、align です。formats

は、形式名と値のキー - 値ペアです。
lightning:map

lightning:map では、Salesforce ドメイン maps.a.forceusercontent.com のコンテンツが iframe に読み
込まれます。このコンポーネントを独自のドメインで使用する必要があり、コンテンツセキュリティポリ
シーの frame-src ディレクティブを Lightning コミュニティや Lightning Out などで使用する場合、
maps.a.forceusercontent.com をホワイトリストに登録する必要があります。
次の属性が新規追加されました。
• listView  — 場所のリストを表示または非表示にします。有効な値は、visible、hidden、auto で

す。デフォルトは autoで、複数のマーカーが存在する場合にのみリストを表示します。無効な値が渡
されると、リストビューは非表示になります。

lightning:navigation

Lightning コミュニティのいくつかの機能強化が pageReference オブジェクトに追加されました。
• state プロパティのサポートが追加されました。
• コミュニティでは、名前付きページ種別 standard__namedPage が非推奨になります。コミュニティ

参照では comm__namedPage を使用してください。
• サポートされるページへのログインがコミュニティに追加されました。

lightning:outputField

次の属性が変更されています。
• class  — slds-form-element_1-colクラスがサポートされるようになりました。親フォームがコン

パクト密度を使用していて、ラベルと出力項目の 33/66% 配分を減らす必要がある場合、この Lightning

Design System クラスを使用します。
lightning:radioGroup

次の属性が新規追加されました。
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• variant  — このバリエーションはラジオグループの外観を変更します。使用できるバリエーションは、
standard、label-hidden、label-inline、label-stackedです。デフォルトは standardです。
label-hidden を使用して、表示ラベルを非表示にし、支援技術では使用できるようにします。
label-inlineを使用して、表示ラベルとラジオグループの水平方向の位置を揃えます。label-stacked

を使用して、表示ラベルをラジオグループの上に配置します。このバリエーションを
slds-form-element_horizontal または slds-form-element_stacked  Lightning Design System クラ
スの代わりに使用します。

lightning:recordEditForm

次の属性が新規追加されました。
• density  — フォームの項目と表示ラベルの配置スタイルを設定します。使用できる値は、compact、

comfy、auto です。デフォルトは auto で、コンポーネントがユーザの表示密度設定とフォームの幅
に従って動的に密度を設定できます。compact を使用して、項目とその表示ラベルを同じ行に表示し
ます。comfy を使用して、項目を表示ラベルの下に表示します。

次のイベントハンドラが変更されています。
• onerror  — 必須項目がない場合、event.getParam("output").fieldErrors を使用してエラーの

詳細を返せるようになりました。エラーメッセージを自動的にフォームに表示するには、
lightning:messages を lightning:inputField コンポーネントの直前または直後に追加します。

他には次のような変更があります。
• ビューモードでは、編集アイコンは編集可能な項目にのみ表示されます。これまで、編集アイコンはす

べての項目に表示されていました。編集可能な項目とは、ユーザインターフェース API で updateable

とマークされている項目です。編集可能項目の編集アイコンは、カーソルを上に置くまでグレー表示さ
れています。

• 暗号化項目は、項目が保存された後にのみマスクされるようになりました。
• fields 属性を使用する場合、必須項目が含まれていないと、lightning:messages は必須項目の欠

落に関するエラーメッセージを表示します。
lightning:recordForm

次の属性が新規追加されました。
• density  — フォームの項目と表示ラベルの配置スタイルを設定します。使用できる値は、compact、

comfy、auto です。デフォルトは auto で、コンポーネントがユーザの表示密度設定とフォームの幅
に従って動的に密度を設定できます。compact を使用して、項目とその表示ラベルを同じ行に表示し
ます。comfy を使用して、項目を表示ラベルの下に表示します。

次のイベントハンドラが変更されています。
• onerror  — 必須項目がない場合、event.getParam("output").fieldErrors を使用してエラーの

詳細を返せるようになりました。エラーメッセージを自動的にフォームに表示するには、
lightning:messages を lightning:inputField コンポーネントの直前または直後に追加します。

他には次のような変更があります。
• ビューモードでは、編集アイコンは編集可能な項目にのみ表示されます。これまで、編集アイコンはす

べての項目に表示されていました。編集可能な項目とは、ユーザインターフェース API で updateable

とマークされている項目です。編集可能項目の編集アイコンは、カーソルを上に置くまでグレー表示さ
れています。
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• 暗号化項目は、項目が保存された後にのみマスクされるようになりました。
• fields 属性を使用する場合、必須項目が含まれていないと、lightning:messages は必須項目の欠

落に関するエラーメッセージを表示します。
lightning:recordViewForm

次の属性が新規追加されました。
• density  — フォームの項目と表示ラベルの配置スタイルを設定します。使用できる値は、compact、

comfy、auto です。デフォルトは auto で、コンポーネントがユーザの表示密度設定とフォームの幅
に従って動的に密度を設定できます。compact を使用して、項目とその表示ラベルを同じ行に表示し
ます。comfy を使用して、項目を表示ラベルの下に表示します。

lightning:textarea

次の属性が変更されています。
• variant  — label-inlineおよび label-stackedバリエーションが追加されました。label-inline

を使用して、表示ラベルとテキストエリア項目の水平方向の位置を揃えます。label-stacked を使用
して、表示ラベルをテキストエリア項目の上に配置します。このバリエーションを
slds-form-element_horizontal または slds-form-element_stacked  Lightning Design System クラ
スの代わりに使用します。

関連トピック:

コンポーネントライブラリ

Apex: 新規および変更された項目
次のクラス、Enum、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。
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: 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
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。ユーザの活動目的アクティ
ビティの進行状況を取得し、ソーシャル投稿でより多くの操作を実行します。

関連トピック:

Apex: 新機能

Apex: 新規および変更されたクラスおよびインターフェース
次のクラスおよびインターフェースが新規追加または変更されています。
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このセクションの内容:

新規 Apex クラス
今回のリリースでこれらのクラスが導入されました。
変更された Apex クラス
次の既存のクラスで、メソッドまたは定数が新規追加または変更されました。
新規 Apex Enum

今回のリリースで以下の列挙が導入されました。
変更された Apex Enum

次の Enum が今回のリリースで更新されました。
新しい Apex インターフェース
次のインターフェースが今回のリリースで導入されました。

新規 Apex クラス
今回のリリースでこれらのクラスが導入されました。
System 名前空間のクラス

Security クラス (パイロット)

新しい System.Security クラスには、Apex アプリケーションをセキュアに実装するメソッドが含ま
れます。メソッドを使用して、DML 操作の前にアクセスできない項目を削除して例外の発生を回避し、
表示されない項目をクエリ結果から除外できます。このパイロット機能は、パイロットプログラムとし
て自動的に Sandbox 組織、開発者組織、スクラッチ組織で使用できます。
stripInaccessible(accessCheckType, sourceRecords, enforceRootObjectCRUD)

ソースレコードから、現在のユーザの項目レベルセキュリティチェックに失敗した項目が除外され
た sObject のリストを作成します。このメソッドでは、オブジェクトレベルのアクセス権チェックを
適用するオプションも提供されます。

SObjectAccessDecision クラス
新しい System.SObjectAccessDecision クラスは、Security.stripInaccessible メソッドの戻り型です。こ
のクラスは、指定された操作 (create、update、read) に基づいて、そのコンテキストの現在のユーザがア
クセス可能な項目のみが含まれる sObject のリストを返すメソッドを提供します。
getModifiedIndexes()

stripInaccessible メソッドで変更された sObject のインデックスを返します。
getRecords()

現在のユーザの項目レベルセキュリティチェックに失敗した項目が除外されている以外はソースレ
コードと同じ、新しい sObject のリストを返します。

getRemovedFields()

sObject 型と対応するアクセスできない項目の対応付けを返します。対応付けのキーは、sObject 型の
文字列表現です。対応付けの値は、アクセスできない項目の名前を示す一連の文字列です。

変更された Apex クラス
次の既存のクラスで、メソッドまたは定数が新規追加または変更されました。
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Auth.SessionManagement クラス
新しいメソッド

getLightningLoginEligibility(userId)

[私のドメイン] で組織を設定し、ログイン検出ページ種別を使用している場合、Lightning Login でログ
インしているユーザの資格状況を返します。このメソッドを使用してユーザをカスタムログインフ
ローにリダイレクトします。たとえば、ログイン試行の後に使用して、ユーザに Lightning Login の資
格がない場合はパスワードフローにリダイレクトします。

EventBus.TriggerContext クラス
新しいメソッド

getResumeCheckpoint()

setResumeCheckpoint() によって設定された再生 ID を返します。返された値は、イベントメッ
セージの再生 ID で、このイベントメッセージの後にトリガ処理が新しいトリガ呼び出しで再開しま
す。

setResumeCheckpoint(resumeReplayId)

イベントストリーミング内にチェックポイントを設定します。このチェックポイントで、プラット
フォームイベントトリガが新しい呼び出しで再開します。このメソッドを使用して、制限に関する
例外やキャッチされなかった例外から回復したり、1 つのトリガ実行で処理されるイベント数を制御
したりします。このメソッドをコールするときは、最後に正常に処理されたイベントメッセージの
再生 ID を渡します。例外がキャッチされなかったためか、意図的に、Trigger.Newのすべてのイベ
ントが処理される前にトリガが実行を停止した場合、トリガは再度呼び出されます。新しい実行は、
ストリーム内のチェックポイントが設定された再生 ID を持つイベントメッセージの後のイベントメッ
セージから開始します。

Schema.FieldSetMember クラス
新しいメソッド

getSObjectField()

この項目のトークンを返します。
Schema.SObjectField クラス

新しいメソッド
getDescribe(options)

この項目の Describe Field Result を返します。このメソッドでは、オブジェクトのすべての Describe Field

Result を取得するオプションも提供されています。
System.EventBus クラス

新しいメソッド
getOperationId(result)

渡された SaveResult に基づいて、非同期イベント公開操作の ID を返します。この ID を使用し
て、/event/AsyncOperationEvent チャネルで送信された非同期公開結果を相関付けます。
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System.Test クラス
新しいメソッド

enableChangeDataCapture()

Apex テストでこのメソッドを使用して、サポートされるすべての変更データキャプチャエンティティ
に対して変更イベント通知が生成されるようにします。テストの開始部分で、DML 操作の実行と
Test.getEventBus().deliver(); のコールを行う前にこのメソッドをコールします。

System.UserManagement クラス
新しいメソッド

initPasswordlessLogin(userId, method)

外部ユーザ向けにカスタムの (Visualforce) ログインおよび検証ページを作成する場合に、パスワード
なしのログインに対する確認を呼び出します。

verifyPasswordlessLogin(userId, method, identifier, code, startUrl)

パスワードなしのログイン用にカスタムの (Visualforce) 検証ページを作成する場合に、確認を実行し
ます。ログインしようとしているユーザが正常に確認コードを入力すると、そのユーザはログイン
されます。

新規 Apex Enum

今回のリリースで以下の列挙が導入されました。
AccessType 列挙

sObject の項目のアクセス権チェック種別を示します。
LightningLoginEligibility 列挙

Auth.SessionManagement.getLightningLoginEligibilityメソッドで使用される Lightning Login 資格
値が含まれます。

変更された Apex Enum

次の Enum が今回のリリースで更新されました。
LoginDiscoveryMethod 列挙

[私のドメイン] のログインプロセスでログイン検出が使用される場合に、ユーザの ID 確認に使用されるメ
ソッドが含まれます。
この Enum に新しい値 LIGHTNING_LOGIN. が追加されました。Lightning Login によって ID を確認します。

新しい Apex インターフェース
次のインターフェースが今回のリリースで導入されました。
TxnSecurity.EventCondition インターフェース (ベータ)

トランザクションセキュリティポリシーに基づいて、特定のイベントの発生時にアクションを実行するか
どうかを実装クラスで指定できるようにします。このインターフェースは、リアルタイムイベントモニタ
リング (ベータ) で作成された Apex ポリシーでのみ使用されます。

532

開発者向けの新規および変更された項目Salesforce Summer '19 リリースノート



evaluate(event)

リアルタイムイベントモニタリング (ベータ) で作成されたトランザクションセキュリティポリシーに対
してイベントを評価します。イベントがポリシーをトリガすると、メソッドは true を返します。

ConnectApi (Chatter in Apex): 新規および変更されたクラス
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。ユーザの活動目的アクティビ
ティの進行状況を取得し、ソーシャル投稿でより多くの操作を実行します。
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 データをより簡単に公開できます。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、複数のコールではなく 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 Chatter in Apex クラス
次のクラスが新規追加されました。
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 Chatter in Apex クラス
次のクラスが新規追加されました。

活動目的
次の新規メソッドは、ConnectApi.Missions クラスに含まれます。
ユーザの活動目的アクティビティの進行状況を取得

• getUserMissionsProgress(communityId, userId)

ソーシャルエンゲージメント
これらの新しいメソッドは、ConnectApi.SocialEngagement クラスに含まれます。
最大 200 件のソーシャル投稿の公開を承認または却下

• massApprove(massApproval)
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ソーシャルネットワークからソーシャル投稿を削除

メモ: ソーシャルネットワークからソーシャル投稿を削除しても、Salesforce からレコードが削除され
ることはありません。

• deleteSocialPost(socialPostId, socialAccountId)

ソーシャル投稿へのいいね!

• likeSocialPost(socialPostId, socialAccountId)

ソーシャル投稿へのいいね! の取り消し
• unlikeSocialPost(socialPostId, socialAccountId)

ソーシャル投稿の非表示
• hideSocialPost(socialPostId, socialAccountId)

ソーシャル投稿の再表示
• unhideSocialPost(socialPostId, socialAccountId)

ソーシャル投稿公開の承認要求の取り消し
• recallApproval(socialPostId)

管理ソーシャルアカウントとソーシャル人格間のフォローリレーションを取得
• getRelationship(id, socialPersonaId)

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。

Next Best Actions

ConnectApi.RecommendationReactionInput

この入力クラスには、次の新しいプロパティがあります。
• externalId  — おすすめの外部 ID。この ID は、Salesforce の 18 文字の ID である必要はありません。たと

えば、外部システムの商品番号にすることもできます。

ソーシャルエンゲージメント
ConnectApi.SocialPostMassApprovalInput

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。
• isApproved  — ソーシャル投稿の公開を承認するか (true)、却下するか (false) を指定します。
• socialPostIdList  — 最大 200 件のソーシャル投稿 ID のリスト。

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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コミュニティ
ConnectApi.Community

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。
• templateName  — コミュニティのテンプレートの名前。

Files

ConnectApi.File

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。
• isFileAsset  — ファイルがアセットかどうかを示します。

活動目的
ConnectApi.AbstractUserMissionActivity

この新しい出力クラスは、ConnectApi.UserMission および ConnectApi.UserMissionActivity の
スーパークラスです。次のプロパティがあります。
• activityCount  — 指定されたユーザ種別の活動目的アクティビティの数。
• activityType  — ユーザの活動目的アクティビティの種別。値は次のとおりです。

– FeedItemAnswerAQuestion  — ユーザが質問に回答しました。
– FeedItemLikeSomething  — ユーザが投稿またはコメントにいいね! しました。
– FeedItemMarkAnswerAsBest  — ユーザが回答を最良の回答としてマークしました。
– FeedItemPostQuestion  — ユーザが質問を投稿しました。
– FeedItemReceiveAComment  — ユーザが投稿に対するコメントを受け取りました。
– FeedItemReceiveALike  — ユーザが投稿またはコメントに対するいいね! を受け取りました。
– FeedItemReceiveAnAnswer  — ユーザが質問に対する回答を受け取りました。
– FeedItemWriteAComment  — ユーザが投稿に対してコメントしました。
– FeedItemWriteAPost  — ユーザが投稿しました。
– FeedItemYourAnswerMarkedBest  — ユーザの回答が最良の回答としてマークされました。

ConnectApi.UserMission

この新しい出力クラスは ConnectApi.AbstractUserMissionActivity のサブクラスで、次のプロパ
ティがあります。
• missionName  — 活動目的の名前。
• missionThreshold  — 活動目的のしきい値。ユーザがこのアクティビティ数に達すると、活動目的は

達成されます。

Next Best Actions

ConnectApi.NBARecommendation

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。
• externalId  — おすすめの外部 ID。この ID は、Salesforce の 18 文字の ID である必要はありません。たと

えば、外部システムの商品番号にすることもできます。
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ConnectApi.Recommendation

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。
• externalId  — おすすめの外部 ID。この ID は、Salesforce の 18 文字の ID である必要はありません。たと

えば、外部システムの商品番号にすることもできます。
ConnectApi.RecommendationReaction

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。
• externalId  — 反応があったおすすめの外部対象 ID。この ID は、Salesforce の 18 文字の ID である必要は

ありません。たとえば、外部システムの商品番号にすることもできます。

ソーシャルエンゲージメント
ConnectApi.DeleteSocialPostIntent

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• socialAccountId  — ソーシャル投稿を削除したソーシャルアカウントの ID。
• socialPostId  — 削除するソーシャル投稿の ID。

ConnectApi.LikeSocialPostIntent

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• socialAccountId  — ソーシャル投稿にいいね! と言うソーシャルアカウントの ID。
• socialPostId  — いいね! と言うソーシャル投稿の ID。

ConnectApi.SocialAccountRelationship

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• isFollowed  — ソーシャルアカウントがソーシャル人格からフォローされていうかどうかを示します。
• isFollowing  — ソーシャルアカウントがソーシャル人格をフォローしているかどうかを示します。
• socialAccountId  — ソーシャルアカウントの ID。
• socialPersonaId  — ソーシャル人格の ID。

ConnectApi.SocialPostMassApprovalOutput

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• isApproved  — ソーシャル投稿の公開が承認されたか (true)、却下されたか (false) を指定します。

API: 新規および変更された項目
API バージョン 46.0では、より多くのメタデータ型とデータオブジェクトにアクセスできます。メタデータ API

で使用できる設定が追加されました。

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。
SOQL

Salesforce Object Query Language (SOQL) では、SOQL ポリモーフィズムが更新されました。
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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。
SOAP API

SOAP API では、コールが変更されました。
Chatter REST API

Chatter REST API を使用して、モバイルアプリケーション、イントラネットサイト、およびサードパーティの
Web アプリケーションを Salesforce に統合します。コミュニティを作成して公開し、ユーザの活動目的アク
ティビティの進行状況を取得し、ソーシャル投稿でより多くの操作を実行します。
レポートおよびダッシュボード REST API

レポートおよびダッシュボード REST API の機能強化では、新しい URL パラメータ、オブジェクト、プロパ
ティによって、行レベルの数式、ダッシュボードの並び替え、条件付きレポート登録を記述できます。
ユーザインターフェース API

新しいオブジェクトを使用し、Lightning コミュニティを表示するモバイルアプリケーションを作成します。
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。
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。
メタデータ API で公開される設定
一部の設定がメタデータ API でメタデータ型の Boolean 項目として公開されました。
Lightning コンソール JavaScript API

Lightning コンソール JavaScript API で、ユーティリティ項目がポップアウトされるかどうかの情報を提供する
ようになりました。

関連トピック:

API

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。

Salesforce 全体
アプリケーション内ガイダンスプロンプトを作成してユーザにニュース、トレーニング、ヒントなどを配信

新しい Prompt、PromptAction、PromptActionShare、PromptActionOwnerSharingRule、PromptVersion オブジェクトを
使用します。

セールスプロセス
Lightning Dialer の通話品質に関するフィードバックの提供

新しい VoiceCallQualityFeedback および VoiceCallQualityFeedbackShare オブジェクトを使用します。
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商品スケジュールのカスタマイズ
OpportunityLineItemSchedule オブジェクトでカスタム項目、入力規則、Apex トリガがサポートされるようにな
りました。スケジュールを削除すると、トリガの削除も呼び出されるようになりました。カスタマイズ可
能な商品スケジュールが有効化されている場合、デフォルトのスケジュールでカスタム項目を使用し、そ
のレイアウトをカスタマイズできます。ただし、最初の挿入時は、適用している入力規則または Apex トリ
ガでスキップされます。

パートナーリレーションを作成および削除可能
「すべてのデータの参照」権限の要件は、AccountPartner、OpportunityPartner、および Partner オブジェクトか
ら削除されました。これらのオブジェクトは、Opportunity および Account オブジェクトに対するユーザの参
照および削除権限に従って作成および削除できるようになりました。

主取引先を商談の作成と同時に設定
既存の Opportunity オブジェクトの ContactID 項目を使用して主取引先として設定します。

納入商品
Asset オブジェクトで一括クエリジョブでの主キー (PK) Chunking をサポート

PK Chunking は、大量のレコードを効率的に処理するのに役立ちます。詳細は、「PK Chunking ヘッダー」お
よび「PK Chunking を使用した一括クエリサンプルの説明」を参照してください。

承認プロセス
ユーザが承認者である承認プロセスからのメール通知を無効化

既存の User オブジェクトの新しい UserPreferencesReceiveNoNotificationsAsApprover項目を使用
します。

ユーザが代理承認者である承認プロセスからのメール通知を有効化
既存の User オブジェクトの新しい UserPreferencesReceiveNotificationsAsDelegatedApprover項
目を使用します。

認証と ID

接続アプリケーションに外部リソースへのアクセス権限を付与
新しい OauthCustomScope オブジェクトを使用します。これは、接続アプリケーションが外部エンティ
ティからアクセス可能な保護されたリソースを定義する権限を表します。

ユーザアカウントのログイン試行が失敗した回数を表示
既存の User オブジェクトの新しい NumberOfFailedLogins 項目を使用します。

デバイスで実行中のオペレーティングシステムバージョンを表示
既存の UserDevice オブジェクトの新しい PlatformVersion 項目を使用します。

ユーザがリストビューにアクセスしようとしたかどうかの確認
VerificationHistory オブジェクトの Activity 項目の新しい ListView 選択リストオプションを使用します。

API アクセスで組織のストリーミングログアウトイベントデータを表示
LogoutEventStream オブジェクトを「API の有効化」権限を持つ組織で使用できるようになりました。
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ユーザログインイベントに関するデータ表示の追加
• LoginEvent オブジェクトの CountryIso項目を使用して、ユーザが Salesforce にログインした場所の国コー

ドを表示します。
• LoginEvent オブジェクトの HttpMethod 項目を使用して、ログイン要求の HTTP メソッドを識別します。

署名バージョン 4 の署名プロセスを使用する Amazon Web Services のリソースへの HTTP 経由でのコールアウト
を有効化

既存の NamedCredential オブジェクトの新しい AwsAccessKey、AwsService、AwsRegion、および
AwsAccessSecret 項目を使用します。

トークンベースの指定ログイン情報を作成してより簡単に外部接続
既存の NamedCredential オブジェクトの新しい AuthTokenEndpointUrl、JwtAudience、
JwtFormulaSubject、JwtIssuer、JwtSigningCertificate、JwtTextSubject、および
JwtValidityPeriodSeconds 項目を使用します。

データ保護とプライバシー
認証フォームのバージョンと有効期限を管理

新しい AuthorizationForm オブジェクトを使用します。
認証フォームに対する顧客の同意を保存

新しい AuthorizationFormConsent オブジェクトを使用します。
認証フォーム同意レコードの項目値への変更に関する情報を取得

新しい AuthorizationFormConsentHistory オブジェクトを使用します。
認証フォームに関連付けられたデータ使用目的を示す

新しい AuthorizationFormDataUse オブジェクトを使用します。
認証フォームデータ使用レコードの項目値への変更に関する情報を取得

新しい AuthorizationFormDataUseHistory オブジェクトを使用します。
認証フォームデータ使用オブジェクトを所有者以外のユーザと共有するためのルールに関する情報を取得

新しい AuthorizationFormDataUseOwnerSharingRule オブジェクトを使用します。
認証フォームデータ使用へのアクセスレベルのリストに関する情報を取得

新しい AuthorizationFormDataUseShare オブジェクトを使用します。
認証フォームレコードの項目値への変更に関する情報を取得

新しい AuthorizationFormHistory オブジェクトを使用します。
認証フォームオブジェクトを所有者以外のユーザと共有するためのルールに関する情報を取得

新しい AuthorizationFormOwnerSharingRule を使用します。
認証フォームへのアクセスレベルのリストに関する情報を取得

新しい AuthorizationFormShare オブジェクトを使用します。
認証フォームのテキストと言語を指定

新しい AuthorizationFormText オブジェクトを使用します。
認証フォームテキストレコードの項目値への変更に関する情報を取得

新しい AuthorizationFormTextHistory オブジェクトを使用します。
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SecurityClassification 選択リストでデータ機密性値に関する情報を取得
新しい FieldSecurityClassification オブジェクトを使用します。

連絡方法 (郵送、ソーシャル、Web) に関する顧客の同意設定を追跡
既存の Consent オブジェクトの actionパラメータの新しい mailing、social、および web値を使用しま
す。

特定のタイムスタンプに関する顧客の同意設定を取得
既存の Consent オブジェクトの新しい datetime パラメータを使用します。

特定の理由での連絡に関する顧客の同意設定を取得
既存の Consent オブジェクトの新しい purpose パラメータを使用します。

動作の変更: 顧客の同意設定の集計時に Consent オブジェクトに含まれるオブジェクトを追加
Consent オブジェクトは、DataUsePurpose オブジェクトと ContactPointTypeConsent オブジェクトの項目を参照し
ます。

新規追加された項目
Individual オブジェクトに 3 つの新しい項目 InfluencerRating、ConsumerCreditScore、
ConsumerCreditScoreProvider が追加されました。

Einstein Analytics

非推奨: Einstein Analytics で UI_RENDER_TIME の代わりに EPT を使用
UI_RENDER_TIME は Summer '19 の API バージョン 46.0 で廃止されます。代わりに Wave パフォーマンスイベント
種別の EPT 項目を使用します。

メール
EmailMessage

項目 MessageIdentifier および ThreadIdentifier に idLookup プロパティが追加されました。
EmailTemplate

新しい EnhancedLetterheadId 項目を使用して、メールテンプレートに関連付けられている拡張レター
ヘッドを判別します。
新しい参照のみの DeliveryRate、TotalDelivered、TotalSoftBounced、TotalHardBounced、
TotalOpens、および TotalSent項目を使用して、テンプレートに関連するエンゲージメントアクティビ
ティを把握します。

EnhancedLetterhead

拡張レターヘッド機能の新しいオブジェクトを使用します。

Field Service Lightning

作業種別ベースのスケジュール制限を作成してチームが特定の種類のジョブにかける時間数を制御
新しい WorkCapacityLimit、WorkCapacityUsage、および ServiceAppointmentCapacityUsage オ
ブジェクトを使用します。詳細は、「各作業種別のスケジュール制限の設定」を参照してください。

サービス予定通知が送信されるのが割り当て時か派遣時かを選択
FieldServiceMobileSettings オブジェクトの新しい IsAssignmentNotification および
IsDispatchNotification 項目を使用します。
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IsUseSalesforceMobileActions 項目は、将来の使用のために予約されています。
この項目は将来のリリースのために API に残ります。

Shift 標準オブジェクトへのデータの入力を開始
新しい Shift オブジェクトが、将来のリリースでサービスリソースのスケジュールに使用されます。

シフト状況の情報を取得
新しい ShiftStatus オブジェクトを使用します。

シフトオブジェクトを所有者以外のユーザと共有するためのルールに関する情報を取得
新しい ShiftOwnerSharingRule オブジェクトを使用します。

シフトへのアクセスレベルのリストに関する情報を取得
新しい ShiftShare オブジェクトを使用します。

シフトレコードの項目値への変更に関する情報を取得
新しい ShiftHistory オブジェクトを使用します。

フロー
フローインタビューを画面から一時停止されたかどうかで絞り込みまたは並び替え

既存の FlowInterview オブジェクトの新しい WasPausedFromScreen 項目を使用します。
フロー定義に関するメタデータを取得

新しい FlowDefinitionView オブジェクトを使用します。
フローバージョンに関するメタデータを取得

新しい FlowVersionView オブジェクトを使用します。
フロー変数に関するメタデータを取得

新しい FlowVariableView オブジェクトを使用します。

パッケージ化
パッケージバージョンの非推奨

MetadataPackageVersion オブジェクトの新しい IsDeprecated 項目を使用します。

権限セットグループ
MutingPermissionSet (パイロット)

無効化された権限のセットを表し、PermissionSetGroup (パイロット)と一緒に使用します。このオブジェクト
は、API バージョン 46.0 以降で使用できます。

共有
レコードの参照アクセス権を決定する表示属性に関する情報を取得

新しい RecordVisibility (パイロット) オブジェクトを使用します。
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ソーシャルカスタマーサービス
ソーシャル投稿の最初の添付ファイルの種別を指定

SocialPost オブジェクトの既存の AttachmentType項目の新しいサポート対象の値 APPLICATION、AUDIO、
TEXT を使用します。

ユーザのソーシャルネットワークアバターを取得
既存の SocialPersona オブジェクトの新しい AvatarURL 項目を使用します。

ケース管理
マクロの命令の実行を制御するロジックを追加

MacroInstruction オブジェクトの Operation 項目の新しい IF、ELSEIF、ELSE、および ENDIF 値を使用し
ます。

マクロの命令の実行を制御する式を指定
MacroInstruction オブジェクトに条件付きステートメントを定義するとき、新しい ExpressionFilter オブジェクト
を使用します。

条件付きマクロの式で使用する条件を定義
ExpressionFilterCriteria オブジェクトを使用して ExpressionFilter オブジェクトで使用する条件を定義します。

アクション & おすすめコンポーネントにクイックアクションを表示
RecordAction オブジェクトの既存の ActionType 項目の新しい値 QuickAction を使用します。

アクション & おすすめコンポーネントから開始したクイックアクションの履歴を表示
RecordActionHistory オブジェクトの既存の ActionType 項目の新しい値 QuickAction を探します。

ケースマイルストンの新しくドキュメント化された項目
CaseMilestone オブジェクトの、前の API バージョンで導入された項目 TimeSinceTargetInDays、
TimeSinceTargetInHours、TimeRemainingInDays、および TimeRemainingInHoursがドキュメント
化されました。API バージョン 46.0 以降、これらのバージョンは Lightning Experience で使用できます。

エンタープライズテリトリー管理
オブジェクトマネージャでオブジェクトテリトリー割り当てルールページレイアウトを編集

ObjectTerritory2AssignmentRule オブジェクトの describeLayout() プロパティによって、オブ
ジェクトマネージャでオブジェクトテリトリー割り当てルールを使用できるようになります。

イベントモニタリング
異常値を除外してレポートとダッシュボードのイベントログデータを改善

Lightning ページビューイベント種別で、60 秒を超える EFFECTIVE_PAGE_TIME 項目の異常値がイベントログか
ら除外されるようになりました。

予期しない Apex 例外イベント種別の項目のデータ型の変更
EventLogFile の予期しない Apex 例外イベント種別では、EXCEPTION_MESSAGE と STACK_TRACE 項目のデータ型が
String から Text.に変更されました。
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Lightning コミュニティ
AppMenuItem

このオブジェクトを使用してモバイルアプリケーションで使用するアプリケーションを取得すると、
mobileStartUrl で Lightning コミュニティの完全修飾ドメイン名が返されるようになりました。

ChannelProgramMemberHistory

新しい channelProgramMemberhistory を使用すると、ユーザは、チャネルプログラムのメンバーであ
るパートナーに対する変更履歴を追跡できます。

NetworkMember

新しい PreferencesDisableBestAnswerEmailが false に設定されると、投稿へのユーザの回答が最良と
マークされるとそのユーザはメールを受信します。

Salesforce アンケート
質問の表示ラベルへの完全なユーザ入力を保存

既存の SurveyQuestion オブジェクトの新しい QuestionName 項目を使用します。
アンケートの質問への参加者の完全な回答を保存

既存の SurveyQuestionResponse オブジェクトの新しい ResponseValue 項目を使用します。
動作の変更: 質問の表示ラベルへのユーザ入力を 250 文字まで保存

SurveyQuestion オブジェクトの既存の Name 項目を使用します。この項目には以前、完全な質問の表示ラベ
ルが保存されていました。

動作の変更: 質問への参加者の回答を 250 文字まで保存
SurveyQuestionResponse オブジェクトの既存の ResponseShortText項目を使用します。この項目には以前、
質問への参加者の完全な回答が保存されていました。

SOQL

Salesforce Object Query Language (SOQL) では、SOQL ポリモーフィズムが更新されました。

SOQL ポリモーフィズム
TYPEOF

TYPEOF キーワードが正式リリースされました。
開発者プレビューバージョンを使用中で、正式リリースバージョンにアップグレードしないお客様は、引
き続き TYPEOF を使用できます。その操作環境が、正式リリースバージョン以降を使用する場合と同じに
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。
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Lightning Knowledge

サイトとコミュニティの記事 URL のリストを取得
サイトとコミュニティの記事 URL のリストを取得するには、
/services/data/v46.0/knowledgeManagement/articles/siteListForOnlineArticle?articleId=articleId&language=xx_XX

への GET 要求を実行します。

メモ: 組織の設定と記事の表示設定に応じて、サイト、コミュニティ、またはその両方からの URL が
返されます。

Lightning Scheduler

動作の変更: WorkType を使用して予定の時間枠を取得
/services/data/v46.0/scheduling/getAppointmentSlotsと WorkTypeGroupIdまたは WorkType

を使用して、予定の時間枠を取得します。WorkTypeID、期間、またはスキル要件を使用して詳細な選択
ができます。

メモ: アセットのスケジュールが有効化されている場合、requiredResourceIds にアセットベース
のサービスリソースを指定して、そのアセットリソースに対応可能な時間枠または候補を取得できま
す。

動作の変更: WorkType を使用して予定の候補を取得
/services/data/v46.0/scheduling/getAppointmentCandidates と WorkTypeGroupId または
WorkType を使用して、予定に対応可能な候補を取得します。WorkTypeID、期間、またはスキル要件を
使用して詳細な選択ができます。

メモ: アセットのスケジュールが有効化されている場合、応答にはアセットベースの候補も含まれま
す。

セールスプロセス
動作の変更: OpportunityLineItemSchedules のカスタマイズ可能な商品スケジュールを有効化または無効化

メタデータ API で OpportunitySettings 型の新しい項目 customizableProductSchedulesEnabled で有効化
されると、OpportunityLineItemSchedules リソースでカスタム項目、入力規則、Apex トリガがサポートされるよ
うになります。

標準アクション
フローで標準アクションの新しい category 項目を表示

/services/data/v46.0/actions/standard/{action} メソッドが category 項目を返すようになり
ました。これは参照のみの項目で、Flow Builder でアクションをカテゴリ化するために使用されます。

更新/挿入操作
動作の変更: 更新/挿入操作の結果を REST API と SOAP API が同じ方法で処理

REST API では、外部 ID を使用する更新/挿入操作の動作が、SOAP API と同じになりました。
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API バージョン 46.0 以降API バージョン 45.0 以前使用事例: 更新/挿入では次の場合
に外部 ID を使用

レスポンスボディ: UpsertResultレスポンスボディ: SaveResult既存のレコードがない

応答の状況: 200 OK

レスポンスボディ: UpsertResult

応答の状況: 204 No Content

レスポンスボディ: (なし)

1 件の既存のレコードがある

(変更なし)応答の状況: 300 Multiple Choices

レスポンスボディ: URL フラグメン
トのリスト

複数の既存のレコードがある

動作の変更: sObject コレクションで更新/挿入操作をサポート
REST API では、/v46.0/composite/sobjects で更新/挿入操作がサポートされるようになりました。

新規、変更、および廃止されたコール

呼び出し可能アクション

エディション

使用可能なインター
フェース: Salesforce Classic

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

呼び出し可能アクションとは、API を使用して Salesforce で実行できるアクション
のことです。
呼び出し可能アクションは、REST API を介して使用できます。次のアクションが
追加されました。
customNotificationAction

デスクトップまたはモバイルチャネル経由でカスタム通知を受信者に送信し
ます。

呼び出し可能アクションについての詳細は、『Actions Developer’s Guide (アクション
開発者ガイド)』を参照してください。

SOAP API

SOAP API では、コールが変更されました。

変更されたコール

指定されたアクションの詳細を取得
動作の変更: describeQuickActions() コールで Global. プレフィックスが apiName の前に追加されてグ
ローバルアクションを識別

Global. プレフィックスでグローバルアクションと標準アクションが区別されます。
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WSDL で変更されたオブジェクト型
多能的項目のデータ型が sObject になりました

Tooling API と Enterprise WSDL では、すべての多能的項目のオブジェクト型が Name から sObject に変更され
ました。
次に例を示します。
<complexType name="Task">
<complexContent>
<extension base="ens:sObject">
<sequence>
...
<element name="Owner" nillable="true" minOccurs="0" type="ens:Name"/>
...
</sequence>

</extension>
</complexContent>

</complexType>

これは次のように変わりました。
<complexType name="Task">
<complexContent>
<extension base="ens:sObject">
<sequence>
...
<element name="Owner" nillable="true" minOccurs="0" type="ens:sObject"/>
...
</sequence>

</extension>
</complexContent>

</complexType>

これは、このような WDSL から生成された Java コードに影響します。たとえば、Task.java の [Owner (所有
者)] 項目は次のように定義されます。
private com.sforce.soap.enterprise.sobject.SObject Owner;

WSDL ファイルから Java コードを生成する方法についての詳細は、「Java 開発者環境の設定」を参照してく
ださい。

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。コミュニティを作成して公開し、ユーザの活動目的アクティビ
ティの進行状況を取得し、ソーシャル投稿でより多くの操作を実行します。

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」を参照してください。
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このセクションの内容:

新規および変更された Chatter REST API リソース
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。

コミュニティ
コミュニティの作成

新規 Community Input リクエストボディを指定して、既存の /connect/communitiesリソースに対して POST

要求を実行します。
コミュニティの公開

新規 /connect/communities/communityId/publish リソースに対して POST 要求を実行します。

メモ:  POST は、要求パラメータもリクエストボディも取りません。

コンテキストユーザが使用できるコミュニティテンプレートを取得
新規 /connect/communities/templates リソースに対して GET 要求を実行します。

Files

アセットファイルの作成時にマスタ表示ラベルと API 参照名を設定
省略可能な新規 assetLabel および developerName パラメータを指定して、既存の
/connect/files/fileId/asset リソースに対して POST 要求を実行します。

メッセージングチャネル
メッセージングチャネルの以前の名前はライブメッセージチャネルでした。
Apple Business Chat メッセージングチャネルを作成

更新された Messaging Channel Input リクエストボディを指定するか、messagingType パラメータを
AppleBusinessChatに設定して、既存の /connect/livemessage/channelsリソースに対して POST 要
求を実行します。

活動目的
ユーザの活動目的アクティビティの進行状況を取得

新規 /connect/communities/communityId/missions/users/userId/progress リソースに対して
GET 要求を実行します。
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ソーシャルエンゲージメント
最大 200 件のソーシャル投稿の公開を承認または却下

新規 Social Post Mass Approval Input リクエストボディを指定して、新規
/connect/social-engagement/social-posts/intents/approvals リソースに対して PATCH 要求を
実行します。

ソーシャルネットワークからソーシャル投稿を削除

メモ: ソーシャルネットワークからソーシャル投稿を削除しても、Salesforce からレコードが削除され
ることはありません。

新規
/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/deletes/socialAccountId

リソースに対して PUT 要求を実行します。
ソーシャル投稿へのいいね!

新規 /connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/likes/socialAccountId

リソースに対して PUT 要求を実行します。
ソーシャル投稿へのいいね! の取り消し

新規 /connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/likes/socialAccountId

リソースに対して DELETE 要求を実行します。
ソーシャル投稿の非表示

新規 /connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/hide/socialAccountId

リソースに対して PUT 要求を実行します。
ソーシャル投稿の再表示

新規 /connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/hide/socialAccountId

リソースに対して DELETE 要求を実行します。
ソーシャル投稿公開の承認要求の取り消し

新規 /connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/approval リソースに
対して DELETE 要求を実行します。

管理ソーシャルアカウントとソーシャル人格間のフォローリレーションを取得
新規
/connect/social-engagement/managed-social-accounts/id/relationships/socialPersonaId

リソースに対して GET 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。

コミュニティ
Community Input

この新しいリクエストボディには、次のプロパティがあります。
• description  — コミュニティの説明。
• name  — コミュニティの名前。

548

開発者向けの新規および変更された項目Salesforce Summer '19 リリースノート



• templateName  — コミュニティのテンプレートの名前。
• urlPathPrefix  — コミュニティの URL プレフィックス。

メッセージングチャネル
メッセージングチャネルの以前の名前はライブメッセージチャネルで、Messaging Channel Input リクエストボディ
の以前の名前は Live Message Channel Input でした。
Messaging Channel Input

このリクエストボディには、次の変更されたプロパティがあります。
• messageType  — AppleBusinessChat が含まれるようになりました。

Next Best Actions

Recommendation Reaction Input

このリクエストボディには、次の新しいプロパティがあります。
• externalId  — おすすめの外部 ID。この ID は、Salesforce の 18 文字の ID である必要はありません。たと

えば、外部システムの商品番号にすることもできます。

ソーシャルエンゲージメント
Social Post Mass Approval 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。
• isApproved  — ソーシャル投稿の公開を承認するか (true)、却下するか (false) を指定します。
• socialPostIdList  — 最大 200 件のソーシャル投稿 ID のリスト。

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。

コミュニティ
コミュニティ

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。
• templateName  — コミュニティのテンプレートの名前。

Community Create

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• message  — 作成が進行中であることを伝えるメッセージ。
• name  — コミュニティの名前。

Community Publish

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  — コミュニティの ID。
• message  — コミュニティの公開の結果を説明するメッセージ。
• name  — コミュニティの名前。
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• url  — コミュニティの URL。
Community Template

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。
• publisher  — コミュニティのテンプレートの公開者の名前。
• templateName  — コミュニティのテンプレートの名前。

Community Template 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。
• templates  — コミュニティテンプレートのリスト。
• total  — コミュニティテンプレートの合計数。

Files

File Detail

このレスポンスボディには、次の新しいプロパティがあります。
• isFileAsset  — ファイルがアセットかどうかを示します。

File Summary

このレスポンスボディには、次の新しいプロパティがあります。
• isFileAsset  — ファイルがアセットかどうかを示します。

メッセージングチャネル
メッセージングチャネルの以前の名前はライブメッセージチャネルで、Messaging Channel 出力ボディの以前の
名前は Live Message Channel でした。
Messaging Channel

このレスポンスボディには、次の変更されたプロパティがあります。
• messageType  — AppleBusinessChat が含まれるようになりました。

活動目的
User Mission

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。
• activityCount  — 指定されたユーザ種別の活動目的アクティビティの数。
• activityType  — ユーザの活動目的アクティビティの種別。値は次のとおりです。

– FeedItemAnswerAQuestion  — ユーザが質問に回答しました。
– FeedItemLikeSomething  — ユーザが投稿またはコメントにいいね! しました。
– FeedItemMarkAnswerAsBest  — ユーザが回答を最良の回答としてマークしました。
– FeedItemPostQuestion  — ユーザが質問を投稿しました。
– FeedItemReceiveAComment  — ユーザが投稿に対するコメントを受け取りました。
– FeedItemReceiveALike  — ユーザが投稿またはコメントに対するいいね! を受け取りました。
– FeedItemReceiveAnAnswer  — ユーザが質問に対する回答を受け取りました。
– FeedItemWriteAComment  — ユーザが投稿に対してコメントしました。
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– FeedItemWriteAPost  — ユーザが投稿しました。
– FeedItemYourAnswerMarkedBest  — ユーザの回答が最良の回答としてマークされました。

• missionName  — 活動目的の名前。
• missionThreshold  — 活動目的のしきい値。ユーザがこのアクティビティ数に達すると、活動目的は

達成されます。

Next Best Actions

Next Best Action Recommendation

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。
• externalId  — おすすめの外部 ID。この ID は、Salesforce の 18 文字の ID である必要はありません。たと

えば、外部システムの商品番号にすることもできます。
Recommendation Object

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。
• externalId  — おすすめの外部 ID。この ID は、Salesforce の 18 文字の ID である必要はありません。たと

えば、外部システムの商品番号にすることもできます。
Recommendation Reaction

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。
• externalId  — 反応があったおすすめの外部対象 ID。この ID は、Salesforce の 18 文字の ID である必要は

ありません。たとえば、外部システムの商品番号にすることもできます。

ソーシャルエンゲージメント
Delete Social Post Intent

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。
• socialAccountId  — ソーシャル投稿を削除したソーシャルアカウントの ID。
• socialPostId  — 削除するソーシャル投稿の ID。

Like Social Post Intent

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。
• socialAccountId  — ソーシャル投稿にいいね! と言うソーシャルアカウントの ID。
• socialPostId  — いいね! と言うソーシャル投稿の ID。

Social Account Relationship

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。
• isFollowed  — ソーシャルアカウントがソーシャル人格からフォローされていうかどうかを示します。
• isFollowing  — ソーシャルアカウントがソーシャル人格をフォローしているかどうかを示します。
• socialAccountId  — ソーシャルアカウントの ID。
• socialPersonaId  — ソーシャル人格の ID。

Social Post Mass Approval

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。
• isApproved  — ソーシャル投稿の公開が承認されたか (true)、却下されたか (false) を指定します。
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レポートおよびダッシュボード REST API

レポートおよびダッシュボード REST API の機能強化では、新しい URL パラメータ、オブジェクト、プロパティ
によって、行レベルの数式、ダッシュボードの並び替え、条件付きレポート登録を記述できます。
詳細は『Reports and Dashboards REST API Developer Guide (Salesforce レポートおよびダッシュボード REST API 開発者ガイ
ド)』を参照してください。

新しい URL パラメータ: ?ownerId={ownerid}

notifications/ リソースの新しい URL パラメータを使用すると、システム管理者は API によって他のユーザ
の登録を管理できます。

説明サポート
されてい
る HTTP
メソッド

リソース URI

「Analytics 通知を管
理」権限を持つユー

GET/analytics/notifications?source=lightningReportSubscribe&ownerId={ownerId}

ザが、ownerId に
よって指定した別の
ユーザの通知を受け
取ることができま
す。

変更されたリソース: reports/、dashboards/、notifications/

reports/、dashboards/、notifications/リソースには、行レベルの数式、ダッシュボードの並び替え、
レポート登録を記述する新しいプロパティがあります。
Reports (/services/data/v46.0/analytics/reports)

reportTypeMetadata オブジェクトと reportMetadata オブジェクトには、行レベルの数式を記述する
新しいオブジェクトとプロパティがあります。API では、行レベルの数式はカスタム詳細数式と呼ばれま
す。

reportTypeMetadata

categories オブジェクトは、レポート内のすべての行レベルの数式を他の categories オブジェクトと同じ
オブジェクトとして返します。行レベルの数式はベータなので、一部の機能に制限があります。行レベル
の数式では、次のプロパティは常に false です。
• allowedInCustomDetailFormula

• Bucketable

• Filterable

• isCustom

• isLookup

行レベルの数式では、次のプロパティは常に null です。
• filterValues
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• inactiveFilterValues

reportMetadata

説明型プロパティ

項目を行レベルの数式で参照できるか (true)、否か (false)

を示します。
BooleanallowedInCustomDetailFormula

行レベルの数式を記述するオブジェクトの配列。customDetailFormula[]customDetailFormula

customDetailFormula 配列内の各オブジェクトには、次の新しいプロパティが含まれます。

説明型プロパティ

行レベルの数式で返される値の形式を設定します。数
値の戻り値には必須で、数値以外の戻り値には無効で
す。

IntegerdecimalPlaces

ユーザが定義する行レベルの数式の説明。Stringdescription

評価する数式を指定します。すべてのレポートタイプ
項目 (バケット項目を除く)、カスタム集計項目、履歴追
跡項目を参照できます。

Stringformula

数式の戻り値のデータ型を指定します。使用できる値
は次のとおりです。

StringformulaType

• Date

• Datetime

• Number

• Text

行レベルの数式の名前を指定します。Stringlabel

Dashboards (/services/data/v46.0/analytics/dashboards)

ダッシュボードコンポーネントの並び替え動作が強化されたのに合わせて、ダッシュボード REST API の
groupings に新しい並び替えプロパティが導入されました。新しいプロパティではダッシュボードコン
ポーネントでのデータの並び替え方法の詳細を調整できます。

説明型プロパティ

指定すると、ダッシュボードコンポーネント内のデー
タをレポートでの並び替えと同じ方法で並び替えま
す。使用可能な値:

StringinheritedReportSort
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説明型プロパティ

• reportGrouping  - ソースレポートの並び替え順
と同じにします。この設定は、UI で昇順で並び替
えられた [レポートのグループ化] に似ています。

• invertReportGrouping  - ソースレポートの並び
替え順と逆にします。この設定は、UI で降順で並
び替えられた [レポートのグループ化] に似ていま
す。

• null  - このプロパティを使用しません。代わり
に、sortOrder を使用します。

重要:  API v46.0 以降では、デフォルト値の null

のままにして、このプロパティではなく
sortOrder を使用します。その他の設定にす
ると、API エラーが発生する可能性があります。

ダッシュボードコンポーネントの並び替え基準となる
集計の名前。nullの場合、ダッシュボードコンポー

StringsortAggregate

ネントのデータは、表示ラベルで並び替えられるか、
レポートの並び替え順と同じまたは逆になります。

ダッシュボードコンポーネントのデータを昇順 (ASC)

で並び替えるか降順 (DESC) で並び替えるかを指定し
ます。使用できる値は、Asc と Desc です。

StringsortOrder

以前のリリースで使用されていました。今回のリリー
ス (v46.0) では、次の場合を除き、null 値を割り当て
ます。

sort

• コンポーネントがグループ化されていない Lightning

テーブルである。
• ソースレポートに行制限の検索条件がある。
これらの 2 つの場合には、sort は次のオブジェクト
と一致します。
"sort" : {
"column" : "TYPE",
"sortOrder" : "asc",
"type" : "label"

},

Notifications (/services/data/v46.0/analytics/notifications)
/analytics/notifications?source=lightningReportSubscribe
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説明型プロパティ

しきい値のtype が condition で、
source=LightningReportSubscribe の場合に適用

BooleansummaryOnly

されます。trueの場合、レポートテーブルを含まない
通知サマリーがメールで送信されます。falseの場合、
サマリーとレポートテーブルがメールで送信されます。
nullの場合、テーブルは更新されますが、メールは送
信されません。

/analytics/notifications?source=lightningReportSubscribe&ownerId=ownerid

説明型プロパティ

登録を開始したユーザのユーザ ID。StringownerId

ユーザインターフェース API

新しいオブジェクトを使用し、Lightning コミュニティを表示するモバイルアプリケーションを作成します。
新規サポート対象オブジェクト

ユーザインターフェース API では、すべてのカスタムオブジェクトと多くの標準オブジェクトがサポートさ
れています。次のオブジェクトのサポートが追加されました。
• AccountContactRelation

• AccountPartner

• EntityArchivingSetup

• Image

• OpportunityPartner

• OrderSummary

• Partner

• RetailVisitKpi

• RetailVisitWorkTask

• Shift

• SurveyInvitation

• SurveyResponse

• SurveySubject

• Visit

リストビューと最後に使用した (MRU) リストビューリソースで次のオブジェクトがサポートされるように
なりました。
• Image

• OrderSummary

• RetailVisitKpi
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• RetailVisitWorkTask

• Shift

• SurveyInvitation

• SurveyResponse

• SurveySubject

• Visit

ユーザの Lightning コミュニティを表示するモバイルアプリケーションの作成
これまで、formFactorクエリパラメータは、タブレットアプリケーションの場合は Medium、デスクトッ
プアプリケーションの場合はLargeに設定された場合にのみコミュニティを返していました。今回、Small

に設定されている場合もコミュニティを返すようになりました。次のリソースは、formFactor パラメー
タをサポートしています。
• GET /ui-api/apps

• GET /ui-api/apps/${appId}

• PATCH /ui-api/apps/${appId}

• GET /ui-api/apps/selected

• GET /ui-api/apps/${appId}/user-nav-items

• GET /ui-api/nav-items

mobileStartUrl応答プロパティには、アプリケーションの場所が含まれます。ユーザは認証後にこの場
所に移動します。コミュニティの場合のみ、mobileStartUrlは完全修飾ドメイン名を返します。他のア
プリケーションの場合、相対 URL を返します。

レスポンスボディのグローバルアクションと標準アクションの区別
API バージョン 46.0 以降のプラットフォームアクションでは、レスポンスボディのグローバルアクションの
apiName の前にプレフィックス Global. が追加されます。このプレフィックスによって、グローバルア
クションと標準アクションを区別できます。

関連トピック:

User Interface API Developer Guide: Apps Resources (ユーザインターフェース API 開発者ガイド: アプリケーションリ
ソース)

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。

Salesforce 全体
動作の変更: API バージョン 44.0 以前では、Tooling API を使用してゲストユーザモードで User オブジェクトの項
目をクエリできます。API バージョン 45.0 以降では、SOAP API を使用してゲストユーザモードでこのデータを
取得します。

User 項目は、SOAP API バージョン 45.0 以降で公開されます。User は、引き続き Tooling API で「設定を参照」
権限のあるユーザプロファイルに公開されます。
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セールス
いつアニメーションをパスユーザに表示するかを決定するための条件を保存

新しい AnimationRule オブジェクトを使用します。

フロー
カスタム通知種別に関する情報を保存

新しい CustomNotificationType オブジェクトを使用します。
削除: EventSubscription および EventDelivery オブジェクトへのアクセス不可

プラットフォームイベントでトリガされたプロセスを有効化すると、EventSubscription および EventDelivery レ
コードが自動的に作成されます。「既存のパッケージからの EventSubscription と EventDelivery の削除」を参照
してください。

動作の変更: フローの割り当て要素の検証およびエラーメッセージの改善
フローを保存、リリース、またはインストールするときに、割り当て要素にエラーがないかチェックする
方法が改善されました。割り当てのエラーメッセージも更新されました。特定のエラー文字列があるかど
うかを確認するコードが記述されている場合は、そのコードの更新が必要になることがあります。「フロー
割り当て要素の入力規則およびエラーメッセージの改善」を参照してください。

ケース管理
フローとクイックアクションを表示可能なアクション & おすすめリリースを作成

既存の RecordActionDeployment の新しい hasGuidedActions 項目を使用します。
Next Best Action のレコメンデーションを表示可能なアクション & おすすめリリースを作成

既存の RecordActionDeployment の新しい hasRecommendations 項目を使用します。
Next Best Action のレコメンデーションの表示方法を指定

既存の RecordActionDeployment の新しい recommendation 項目を使用します。この項目はレコードのメタ
データでのみ表示されます。

クイックアクションと Next Best Action 戦略のコンテキストとして使用するアクション & おすすめリリースのオ
ブジェクトを指定

既存の RecordActionDeployment の新しい deploymentContexts 項目を使用します。この項目はレコードの
メタデータでのみ表示されます。

クイックアクションをチャネルのデフォルトとして、またはユーザがアクション & おすすめリリースで追加で
きるアクションとして設定

RecordActionDeployment の既存の channelConfigurations または selectableItems 項目の新しい値
QuickAction を使用します。この項目はレコードのメタデータでのみ表示されます。

Field Service

REST インターフェースを使用したタイムシートテンプレートメタデータの公開
TimeSheetTemplate オブジェクトは、Field Service Lightning でタイムシートを作成するためのテンプレートを表
します。
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オムニチャネルを使用した属性ベースのルーティング
作業項目を作業の受け入れに必要なスキルを持つエージェントに転送するために使用される
WorkSkillRoutingAttribute オブジェクトのセットを保存

新しい WorkSkillRouting オブジェクトを使用します。
オブジェクト属性とスキル間のルーティング割り当てに関連するメタデータを保存

新しい WorkSkillRoutingAttribute オブジェクトを使用します。

パッケージ化
パッケージバージョンの非推奨

MetadataPackageVersion オブジェクトの IsDeprecated 項目を使用します。
パッケージのインストールまたはアップグレード時に組織のすべての Apex とパッケージの Apex のみのどちら
をリコンパイルするかを選択

PackageInstallRequest オブジェクトの ApexCompileType 項目を使用します。この項目は、ロック解除済み
パッケージでのみ使用できます。

パッケージアップグレード時に新しいパッケージバージョンで削除対象としてマークされているメタデータ型
の削除を選択可能

PackageInstallRequest オブジェクトの UpgradeType 項目で delete-only を選択します。この項目は、ロッ
ク解除済みパッケージでのみ使用できます。

ユーザ権限およびアクセス
動作の変更: API バージョン 45.0 以降、複数の Tooling API オブジェクトでユーザがオブジェクトにアクセスする
には「設定・定義を参照する」権限が必要

「設定・定義を参照する」権限が必要になる Tooling API オブジェクトは、ColorDefinition、FormulaFunction、
FormulaFunctionCategory、FormulaOperator、IconDefinition、TabDefinition です。

指定された権限の連動関係を返す
PermissionDependency オブジェクトを使用します。たとえば、「すべてのデータの参照」権限についてすべ
ての子連動関係を返します。

職務やタスクに基づいて権限を整理
PermissionSetGroup (パイロット) オブジェクトを使用します。API バージョン 45.0 以降で使用可能なこのオブ
ジェクトが、『Tooling API Reference and Developer Guide (Tooling API リファレンスおよび開発者ガイド)』に追加され
ました。

PermissionSetGroup オブジェクトと PermissionSet オブジェクトをそれぞれの ID 経由で関連付ける連結オブジェ
クトを使用します。

PermissionSetGroupComponent (パイロット) オブジェクトを使用します。API バージョン 45.0 以降で使用可能な
このオブジェクトが、『Tooling API Reference and Developer Guide (Tooling API リファレンスおよび開発者ガイド)』に
追加されました。

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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Salesforce 全体
アプリケーション内ガイダンスプロンプトを作成してユーザにニュース、トレーニング、ヒントなどを配信

新しい Prompt メタデータ型を使用します。

オムニチャネルを使用した属性ベースのルーティング
その他のスキルをオムニチャネルルーティング設定から除外するためのタイムアウトを設定

QueueRoutingConfig オブジェクトの新しい dropAdditionalSkillsTimeout 項目を使用します。
ルーティング設定で属性ベースのルーティングの使用を有効化

QueueRoutingConfig オブジェクトの新しい isAttributeBased 項目を使用します。
オブジェクト項目値とエージェントスキル間の対応付けのグループを作成

新しい WorkSkillRouting メタデータ型を使用します。
オブジェクト項目値をエージェントスキルに対応付けて作業項目をその作業を行うのに必要なスキルを持つ
エージェントに転送

新しい WorkSkillRoutingAttribute メタデータ型は、オブジェクト属性とスキル間のルーティング割
り当てに関連するメタデータが保存される設定オブジェクトを表します。属性は、作業項目をその作業を
行うのに必要なスキルを持つエージェントに転送するために使用されます。

認証と ID

接続アプリケーションに外部リソースへのアクセス権限を付与
新しい OauthCustomScope 型を使用します。これは、接続アプリケーションが外部エンティティからア
クセス可能な保護されたリソースを定義する権限を表します。

接続アプリケーションの権限の定義
既存の ConnectedApp 型の新しい isAdminApproved、permissionSetName、pluginExecutionUser、お
よび profileName 項目を使用します。

より複雑なパスワードを使用したセキュリティの強化
既存の SecuritySettings 型の既存の complexity 項目の新しい
Any3UpperLowerCaseNumericSpecialCharacters 値を使用します。

署名バージョン 4 の署名プロセスを使用する Amazon Web Services のリソースへの HTTP 経由でのコールアウト
を有効化

既存の NamedCredential 型の新しい awsAccessKey、awsService、awsRegion、および awsAccessSecret

項目を使用します。
トークンベースの指定ログイン情報を作成してより簡単に外部接続

既存の NamedCredential 型の新しい authTokenEndpointUrl、jwtAudience、jwtFormulaSubject、
jwtIssuer、jwtSigningCertificate、jwtTextSubject、および jwtValidityPeriodSeconds項目
を使用します。

指定ログイン情報の認証プロトコルオプションを追加
既存の NamedCredential 型の既存の protocol 項目の新しい AwsSig4、Jwt、または JwtExchange 値を使
用します。
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ケース管理
フローとクイックアクションを表示可能なアクション & おすすめリリースを作成

既存の RecordActionDeployment メタデータ型の新しい hasGuidedActions 項目を使用します。
Next Best Action のレコメンデーションを表示可能なアクション & おすすめリリースを作成

既存の RecordActionDeployment メタデータ型の新しい hasRecommendations 項目を使用します。
Next Best Action のレコメンデーションの表示方法を指定

既存の RecordActionDeployment メタデータ型の新しい recordActionRecommendation 項目を使用します。
クイックアクションと Next Best Action 戦略のコンテキストとして使用するアクション & おすすめリリースのオ
ブジェクトを指定

既存の RecordActionDeployment メタデータ型の新しい recordActionDeploymentContext 項目を使用しま
す。

クイックアクションをチャネルのデフォルトとして、またはユーザがアクション & おすすめリリースで追加で
きるアクションとして設定

RecordActionDeployment メタデータ型の既存の channelConfigurationsまたは selectableItems項目の
新しい値 QuickAction を使用します。

コミュニティ
プレーンテキストでコミュニティをプログラムで移行およびリリース (開発者ベータ)

新しい ExperienceBundle 型を使用して、JSON および人間が読み取り可能なコードを使用して個々に、
または一括してコミュニティをリリースまたは移行します。開発者組織でのみ使用できます。

ゲストユーザがサイトで Lightning 機能を表示できるかどうかを制御
既存の CustomSite 型の新しい enableAuraRequests 項目を使用します。

カスタムタブ
削除: 非推奨項目 mobileReady を CustomTab オブジェクトから削除

非推奨の Salesforce Classic モバイルアプリケーションからの mobileReady 項目は残っています。この項目
は、Visualforce ページが Salesforce Classic モバイルアプリケーションに表示されたかどうかを示します。

データ保護とプライバシー
項目に関連付けられたビジネス所有者グループを示す

既存の CustomField 型の正式リリースされた businessOwnerGroup 項目を使用します。
項目に関連付けられたビジネス所有者を示す

既存の CustomField 型の正式リリースされた businessOwnerUser 項目を使用します。
項目が使用中かどうかを示す

既存の CustomField 型の正式リリースされた businessStatus 項目を使用します。
項目に含まれるデータの機密性を示す

既存の CustomField 型の正式リリースされた securityClassification 項目を使用します。
非推奨: 既存の CustomObject 型の dataStewardGroup 項目を非推奨

dataStewardGroup 項目は今後のリリースで削除される予定です。
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非推奨: 既存の CustomObject 型の dataStewardUser 項目を非推奨
dataStewardUser 項目は今後のリリースで削除される予定です。

マーケティングキャンペーンなどでのコンテンツの使用に対する顧客の同意の保存および取得を有効化または
無効化

OrgPreferenceSettings の preferences 項目の新しい ConsentManagementEnabled 値を使用します。

Einstein Next Best Action

Salesforce オブジェクトまたは外部データソースから動的おすすめを取得します。
既存の RecommendationStrategy メタデータ型の新しい invocableAction 項目を使用します。「Salesforce オ
ブジェクトまたは外部データソースからの Next Best Action Recommendations の動的配信および拡張」を参照し
てください。

数式を使用して新規項目を作成したり、既存の項目を変更したりします。Apex コードを使用する必要はあり
ません。

既存の RecommendationStrategy メタデータ型の新しい map 項目を使用します。「対応付け要素を使用した簡
単な機能強化の追加、フロー入力変数へのおすすめ項目の対応付け」を参照してください。

エンタープライズメッセージング: プラットフォームイベントと変更データキャプチャ
いつプラットフォームイベントメッセージが公開されるかを選択 (トランザクションのコミット後または即時)

既存の CustomObject 型の新しい publishBehavior 項目を使用します。
削除: enableChangeDataCapture 項目を CustomObject 型から削除

enableChangeDataCapture 項目はもう使用されません。

イベントモニタリング

セールス
パスユーザへのアニメーションの表示

新しい AnimationRule オブジェクトを使用して、いつアニメーションをパスユーザに表示するかを決定する
ための条件を保存します。

カスタマイズ可能な商品スケジュールの有効化
OpportunitySettings 型の新しい項目 customizableProductSchedulesEnabledを使用して、REST API および
Lightning Experience の [設定] のオブジェクトマネージャで、OpportunityLineItemSchedules リソースを使用した商
品スケジュールのカスタマイズを有効化します。

Field Service

Field Service Lightning のタイムシートテンプレートの管理
新しい TimeSheetTemplate 型はタイムシートを作成するためのテンプレートを表します。
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フロー
フローのナレッジ記事を削除

Flow の actionType項目の新しい deleteKnowledgeArticle値を使用して、ナレッジ記事のドラフトま
たはアーカイブ済み記事全体を削除します。特定のバージョンのアーカイブ済み記事を削除することはで
きません。

フローでナレッジ記事の翻訳を申請
Flow の actionType項目の新しい submitKnowledgeArticleForTranslation値を使用して、ナレッジ
記事の翻訳を申請します。

フローでの Quip の操作
Flow の actionType 項目の新しい Quip 関連値を使用して、Quip 文書とチャットルームを操作します。Quip

文書の作成、チャットルームへのチャットメッセージの追加などのアクションに対応する 11 個の新しい値
があります。たとえば、Quip 文書をレコードに添付するには、attachQuipDocumentToRecord を使用し
ます。

動作の変更: フローの割り当ての誤設定値はエラー
これまで、割り当て要素に誤設定値があってもエラーになりませんでした。今後は、フローを保存、リリー
ス、またはインストールするとエラーが表示されます。「フロー割り当て内の誤った設定値によりエラー
を生成」を参照してください。

動作の変更: フローの割り当て要素の検証およびエラーメッセージの改善
フローを保存、リリース、またはインストールするときに、割り当て要素にエラーがないかチェックする
方法が改善されました。割り当てのエラーメッセージも更新されました。特定のエラー文字列があるかど
うかを確認するコードが記述されている場合は、そのコードの更新が必要になることがあります。「フロー
割り当て要素の入力規則およびエラーメッセージの改善」を参照してください。

削除: EventSubscription および EventDelivery 型の削除
EventSubscription および EventDelivery メタデータへのアクセスはもう必要ありません。プラットフォームイベ
ントでトリガされたプロセスを有効化すると、EventSubscription および EventDelivery レコードが自動的に作成
されます。「既存のパッケージからの EventSubscription と EventDelivery の削除」を参照してください。

Apex で定義されたデータ型の Apex クラスを示す
既存の FlowVariable サブタイプの新しい apexClass 項目を使用します。「Apex で定義されたデータ型を使
用してコードなしでフローの複雑なインターネットデータを操作」を参照してください。

Apex で定義された変数のデータ型の指定
FlowVariable サブタイプの既存の dataType 項目の新しいサポート対象の Apex 値を使用します。「Apex で
定義されたデータ型を使用してコードなしでフローの複雑なインターネットデータを操作」を参照してく
ださい。

通知種別の作成
新しい CustomNotificationType メタデータ型を使用して、カスタム通知を作成するためのデスクトッ
プまたはモバイル通知種別を作成します。

カスタム通知の送信
Flow の actionType 項目の新しい customNotificationAction 値を使用してカスタム通知を送信しま
す。「通知ビルダーを使用した最新情報の伝達」を参照してください。
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IoT オーケストレーション
オーケストレーションコンテキストのリスト、説明、取得、挿入

API バージョン 41.0 で導入された OrchestrationContext メタデータ型が、『メタデータ API 開発者ガイド』に文
書化されました。

オーケストレーションコンテキストイベントのリスト、説明、取得、挿入
API バージョン 41.0 で導入された OrchestrationContextEvents メタデータ型が、『メタデータ API 開発者ガイド』
に文書化されました。

権限セットグループ (パイロット)

権限セットグループの権限のミュート
既存の PermissionSetGroup (パイロット) メタデータ型の mutingPermissionSets 項目を使用します。

レポートとダッシュボード
ダッシュボードの小計の表示を有効化

DashboardTableColumn オブジェクトの新規項目 showSubTotalは、集計可能なダッシュボードテーブルの列
に小計が表示されるかどうかを決定します。
DashboardComponentColumn オブジェクトの新規項目 showSubTotalは、集計可能なダッシュボードコンポー
ネントの列に小計が表示されるかどうかを決定します。

セールス
パスユーザへのアニメーションの表示

新しい AnimationRule 型を使用して、いつアニメーションをパスユーザに表示するかを決定するための条件
を保存します。

Salesforce Einstein ボット
ボットが実行するアクションのためにユーザ名を指定

既存の Bot 型の新しい botUser 項目を使用します。
Einstein が有効かどうかを確認してダイアログインテント用のインテントモデルをトレーニング

BotVersion 型の既存の BotDialog サブタイプの新しい mlIntentTrainingEnabled 項目を使用します。
ボットのシステムメッセージ (エージェントへの転送やチャットの終了など) を表示

BotVersion 型の既存の BotStep サブタイプの新しい ConversationSystemMessage 項目を使用します。
ボット変数に保存されている ID の SObjectType を指定

BotVersion 型の既存の ConversationVariable サブタイプの新しい SObjectType 項目および既存の
ConversationContextVariable サブタイプの新しい SObjectType 項目を使用します。

メタデータ API で公開される設定
一部の設定がメタデータ API でメタデータ型の Boolean 項目として公開されました。

563

開発者向けの新規および変更された項目Salesforce Summer '19 リリースノート



Salesforce Einstein

組織の Einstein ボットの有効化
新しい BotSettings メタデータ型を使用します。

セールス
取引先責任者の項目履歴管理の有効化または無効化

AccountSettings 型の新しい enableContactHistoryTracking 項目を使用します。
Google ドキュメント、Google トーク、または Gmail ボタンとリンクの有効化または無効化

新しい GoogleAppsSettings メタデータ型を使用します。
カスタマイズ可能な商品スケジュールの有効化

OpportunitySettings 型の新しい項目 customizableProductSchedulesEnabled を使用して、REST API で
OpportunityLineItemSchedules リソースを使用した商品スケジュールのカスタマイズを有効化します。

サービス
カスタマーサクセスポータル、またはセルフサービスユーザの一括管理の有効化または無効化

新しい OrgSettings メタデータ型を使用します。

モバイル
地図およびロケーションサービスの有効化または無効化、住所項目のオートコンプリートの有効化

新しい MapAndLocationSettings 型を使用します。
通知およびモバイルプッシュ通知の有効化または無効化

新しい NotificationSettings 型を使用します。

カスタマイズ
ユーザ管理オプションの有効化または無効化

新しい UserManagementSettings メタデータ型を使用します。
ケースのフロート表示、リストビューでのインライン編集、または簡易作成 (リード、取引先、取引先責任者、
商談のホームページからレコードを作成) の有効化または無効化

新しい UserInterfaceSettings メタデータ型を使用します。
Salesforce Classic での高度な検索オプションの表示

SearchSettings 型の新しい enableAdvancedSearchInAlohaSidebar 項目を使用します。

Lightning コンソール JavaScript API

Lightning コンソール JavaScript API で、ユーティリティ項目がポップアウトされるかどうかの情報を提供するよ
うになりました。
次のメソッドが API バージョン 46.0 で新規追加または変更されました。
ユーティリティ

isUtilityPoppedOut()

ユーティリティ項目が独自のウィンドウにポップアウトされるかどうかを決定します。
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getUtilityInfo()

utilityPoppedOut が utilityInfo オブジェクトに追加されました。
getAllUtilityInfo()

utilityPoppedOut が utilityInfo オブジェクトに追加されました。

Salesforce CLI: 新規および変更されたコマンド
Salesforce CLI の変更は定期的にリリースされます。コア CLI プラグインの v45 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。プレリリースバージョンの詳細は、Salesforce CLI コマンドリファ
レンスの v46 を参照してください。

このセクションの内容:

Salesforce CLI の以前のバージョンのインストール
デフォルトでは、Salesforce CLI をインストールまたは更新すると、最新バージョンの salesforcedxプラグ
インがインストールされます。Salesforce CLI と salesforcedxプラグインの以前のバージョンをインストー
ルする必要がある場合は、sfdx-cliのバージョンと salesforcedxのバージョンに互換性があることを
確認してください。salesforcedx プラグインのバージョン 45.8.0 以降には Salesforce CLI v7 が必要です。
salesforcedx プラグインのバージョン 45.5.0 以前には Salesforce CLI v6 が必要です。
Salesforce CLI のプレリリースバージョンのインストール
salesforcedx  v46 で利用できる新しいコマンドとパラメータを使用するには、プレリリースバージョン
をインストールします。
新規または変更された Salesforce CLI コマンド
v45 正式リリースから v46 プレリリースまでの Salesforce CLI の変更内容は次のとおりです。Salesforce CLI v46

は、2019 年 6 月 15 日に正式リリースされます。

関連トピック:

Salesforce CLI: 読み込み時間の短縮、プロジェクトスキャフォールディングの拡張

Salesforce CLI の以前のバージョンのインストール
デフォルトでは、Salesforce CLI をインストールまたは更新すると、最新バージョンの salesforcedx プラグイ
ンがインストールされます。Salesforce CLI と salesforcedx プラグインの以前のバージョンをインストールす
る必要がある場合は、sfdx-cli のバージョンと salesforcedx のバージョンに互換性があることを確認し
てください。salesforcedxプラグインのバージョン 45.8.0 以降には Salesforce CLI v7 が必要です。salesforcedx

プラグインのバージョン 45.5.0 以前には Salesforce CLI v6 が必要です。
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: npm を使用して Salesforce CLI v6 をインストールするには、次のコマンドを実行します。
npm install sfdx-cli@6 --global

v6 インストーラを使用して Salesforce CLI v6 をインストールするには、次のインストーラを使用します。
• Darwin (Linux)
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• Linux 64 ビット版
• Linux 32 ビット版
• Linux ARM

• Windows 64 ビット版
• Windows 32 ビット版
特定バージョンの salesforcedxプラグインをインストールするには、次のコマンドを実行します (この例で
は v45.5.0)。
sfdx plugins:install salesforcedx@45.5.0

最新バージョンの Salesforce CLI と salesforcedx プラグインの使用を再開するには、次のコマンドを実行しま
す。
sfdx plugins:uninstall salesforcedx
sfdx update

Salesforce CLI のプレリリースバージョンのインストール
salesforcedx  v46 で利用できる新しいコマンドとパラメータを使用するには、プレリリースバージョンをイ
ンストールします。
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。
時期: salesforcedx  v46 プラグインは 2019 年 6 月 15 日にリリースされます。v46 のプレリリースバージョンを
利用できるようになりました。
方法:

1. プレリリースバージョンをインストールします。
sfdx plugins:install salesforcedx@pre-release

2. 使用しているバージョン情報を確認するには、次のコマンドを実行します。
sfdx plugins --core

3. 出力で、salesforcedx プラグインバージョンを探します。プレリリースバージョンが正常にインストー
ルされると、バージョン番号の先頭が 46.0.x になります。
salesforcedx 46.0.1-xx

2019 年 6 月に v46 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、update コマ
ンドを実行して、プラグインがリリースされたバージョンになっていることを確認してください。
sfdx plugins:uninstall salesforcedx
sfdx update
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新規または変更された Salesforce CLI コマンド
v45 正式リリースから v46 プレリリースまでの Salesforce CLI の変更内容は次のとおりです。Salesforce CLI v46 は、
2019 年 6 月 15 日に正式リリースされます。

新しいコマンド
salesforcedx  v46 の新しいコマンドは次のとおりです。
force:package:hammertest:list  (パイロット)

実行中および完了した ISV ハンマーテストの状況を一覧表示します。
force:package:hammertest:report  (パイロット)

実行中の ISV ハンマーテストの状況または完了したハンマーテストの結果を返します。
force:package:hammertest:run  (パイロット)

指定したパッケージバージョンと登録者組織で ISV ハンマーを実行します。
force:org:clone  (ベータ)

設定ファイルで指定した値またはコマンドラインで指定した key=value ペアを使用して、Sandbox 組織をコ
ピーします。コマンドラインで指定した値は、設定ファイルの値より優先されます。

force:org:status  (ベータ)

Sandbox 組織の作成状況をレポートします。組織の準備ができていれば、組織に対して認証を行います。
以下のコマンドは salesforcedx  v45 (v45.3.0 以降) の毎週のリリースで追加されました。
force:auth:list

認証済みのユーザ名のリストを表示します。force:org:listとは異なり、このコマンドは組織が有効か
どうかをチェックしません。そのため、この新しいコマンドは force:org:listよりも実行時間が短くな
ります。

force:mdapi:describemetadata

組織で有効になっているメタデータ型についての詳細を表示します。この情報を使用すると、package.xml

の <name>要素に必要な構文を識別できます。デフォルトは最新の API バージョンで、古いバージョンを指
定することもできます。このコマンドはメタデータ API ユーティリティコール describeMetadata() に似ていま
す。

force:mdapi:listmetadata

指定された型のメタデータコンポーネントのプロパティを表示します。マニフェストファイル内の個々の
コンポーネントを識別する場合や、組織の特定のコンポーネントの概要が必要な場合に役立ちます。この
コマンドはメタデータ API ユーティリティコール listMetadata() に似ています。

変更されたコマンド
このコマンドの機能は salesforcedx  v45 (v45.8.1) の毎週のリリースで変更されました。
force:auth:sfdxurl:store

デフォルトの接続アプリケーションが最近更新されました。この変更により、継続的インテグレーション
(CI) ジョブでのこのコマンドの動作が影響を受ける場合があります。アクセストークンまたは更新トークン
の期限切れに関するエラーが表示された場合は、SFDX auth URL を再生成してください。
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force:org:delete

CLI を使用して作成またはコピーした Sandbox に対しても delete コマンドが使用できるようになりました
(force:auth:web:login または force:auth:jwt:grant を使用して認証した Sandbox は除く)。

force:org:display

CLI を使用して作成またはコピーした Sandbox の情報を提供します。この情報には、Sandbox を作成した組織
の本番組織 ID と Sandbox のライセンス種別が含まれます。

force:org:list

出力には、スクラッチ組織と共に、CLI を使用して作成またはコピーされた Sandbox も含まれるようになり
ました。

新しいパラメータ
salesforcedx  v46 の新しいパラメータは次のとおりです。
force:org:create --type | -t

作成する組織の種類。パラメータを指定しないと、デフォルトとしてスクラッチ組織が作成されます。
Sandbox 組織を作成する場合は sandbox を使用してください (ベータ版として使用できます)。Sandbox のプ
ロパティ (SandboxInfo オブジェクト参照) を key=value ペアとして、または Sandbox 組織の定義ファイルで指定
します。次のコマンドでは定義ファイルを参照しています。
sfdx force:org:create -t sandbox -f config/mysbxconfig.json

Sandbox 組織の定義 JSON ファイル mysbxconfig.json は次のようになります。
{
"SandboxName": "MySandbox",
"LicenseType": "Developer"

}

force:org:create --targetusername | -u

本番組織で Sandbox リクエストを受け取るためのユーザ名 (ベータ版として使用できます)。このパラメータ
を指定しないと、defaultusername 値がデフォルトとして使用されます。

force:package:install --apexcompile | -a

ロック解除済みパッケージのみ、組織およびパッケージのすべての Apex をコンパイルする (--apexcompile

all) か、パッケージの Apex のみをコンパイルする (--apexcompile package) かを指定します。
force:source:deploy

このコマンドと mdapi:deploy の一貫性を保つために、いくつかのパラメータを追加しました。

説明パラメータ

デプロイされたメタデータを検証して、すべての
Apex テストを実行しますが、デプロイを組織には保
存しません。

--checkonly | -c

リリースエラーを無視して、リリース操作を続行し
ます。デフォルトは falseです。本番組織にリリー

--ignoreerrors | -o

スするとき、このパラメータは false に設定され
たままとなります。true に設定されている場合、
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説明パラメータ

エラーのないコンポーネントはリリースされ、エ
ラーのあるコンポーネントはスキップされます。

警告が発生し、--ignorewarnings が true に設
定されている場合は、DeployMessage の success 項

--ignorewarnings | -g

目は true です。--ignorewarnings が false に設
定されているときは、success が false に設定さ
れ、警告がエラーのように処理されます。

実行するデプロイテストが含まれる Apex クラスを一
覧表示します。--testlevel を

--runtests | -r RUNTESTS

RunSpecifiedTestsに設定する場合は、このパラ
メータを使用してください。

実行するデプロイテストのレベルを指定します。有
効な値は、NoTestRun、RunSpecifiedTests、
RunLocalTests、RunAllTestsInOrg です。

--testlevel | -l TESTLEVEL

テストを再実行する必要なしで、最近検証したメタ
データセットをデプロイします。

--validatedeployrequestid | -q REQUESTID

デプロイ操作で詳細な出力を希望していることを示
します。

--verbose

force:source:retrieve

このコマンドと mdapi:retrieve の一貫性を保つために、いくつかのパラメータを追加しました。

説明パラメータ

デフォルト (CLI プラグインでサポートされる最新バー
ジョン) から変更します。

--apiversion | -a APIVERSION

取得するパッケージ名のコンマ区切りのリストで
す。このパラメータを他のパラメータと一緒に使用

--packagenames | -n PACKAGENAMES

することで、取得するメタデータの完全なセットを
指定できます。--packagenamesを唯一の範囲指定
パラメータとして指定するか、または他の範囲指定
パラメータである --metadata、--sourcepath、
または --manifest のいずれかと一緒に
--packagenames を指定することができます。

取得操作で詳細な出力を希望していることを示しま
す。

--verbose

以下のパラメータは salesforcedx  v45 (v45.3.0 以降) の毎週のリリースで追加されました。
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force:project:create --template | -t  (empty または standard)

Salesforce DX プロジェクトの構造から推測を排除します。Spring '19 (v45) ではデフォルトは empty で、これに
より最小のスキャフォールディングが提供されます (コマンドの以前の動作を維持します)。Summer '19 (v46)

ではデフォルトが standard になり、これにより組織のソースの移動を促進する拡張スキャフォールディ
ングが提供されます (VS Code 向け Salesforce 拡張機能を使用する場合に特に有用です)。

変更されたパラメータ
以下のパラメータは salesforcedx  v46 で変更されました。
force:package:install --upgradetype | -t

このパラメータには、新たに Delete という許容値が追加されました。
パッケージのアップグレードの場合、このパラメータは削除されたすべてのコンポーネントを廃止として
マークする (--upgradetype DeprecateOnly) か、削除されたコンポーネントのうち安全に削除できるコ
ンポーネントを削除してそれ以外のコンポーネントを廃止する (--upgradetype Mixed) か、連動関係の
ないカスタムオブジェクトとカスタム項目を除き、削除されたコンポーネントをすべて削除する
(--upgradetype Delete) かを指定します。

以下のパラメータは salesforcedx  v45 (v45.3.0 以降) の毎週のリリースで変更されました。
(すべてのコマンド) --help | -h

出力の表示形式が新しくなりましたが、含まれる情報はこれまでと同じです。
(すべてのコマンド) --json

出力が色分けされます。stdout の解析エラーが表示される場合は、次の環境変数を設定してこのパラメータ
を無効にします。
FORCE_COLOR=0

force:data:tree:import --contenttype | -c

サポートされるファイル形式は JSON のみであり、このパラメータは意味がないので隠しました。もしスク
リプトでこのパラメータを参照していても、スクリプトは問題なく機能します。ただし、隠しパラメータ
は将来削除される可能性もあるため、スクリプトを更新して隠しパラメータを削除しておくことをお勧め
します。

force:doc:commands:display --json

このコマンドの出力は Salesforce CLI (sfdx-cli) v7 で変更されました。このコマンドの出力を処理する場合
は、v6 の出力と比較し、新しい v7 JSON 出力を反映するようにコードを更新します。

廃止されたパラメータ
以前に廃止としてマークされた以下のパラメータが salesforcedx  v46 で削除されました。

廃止されたパラメータコマンド

force:mdapi:deploy • --jobid | -i  (代わりに sfdx

force:mdapi:deploy:report -i jobId を使
用)
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廃止されたパラメータコマンド

• --rollbackonerror | -e  (代わりに
--ignoreerrors | -o を使用)

マーケティング: SMS の Transactional メッセージ、モバイルアプ
リケーションのアプリケーション内メッセージ、Einstein 送信時
間最適化

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。これにより、あらゆる情報源からの顧客利用データを 1 か所で表示できます。ビジネス目標に基づいて一
意のカスタマージャーニーを計画および最適化します。パーソナライズされたコンテンツをすべてのチャネル
とデバイスに最適なタイミングで配信します。ビジネスの各インタラクションの影響を評価することで、アプ
ローチをリアルタイムで最適化し、より優れた結果をもたらすことができます。
最新機能と機能強化の詳細は、Marketing Cloud リリースノートを参照してください。
• 2019 年 6 月リリース
• 2019 年 4 月リリース
• 2019 年 1 月リリース
• 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

B2B Commerce: ビジネス購入者のセルフサービスストアフロント
の作成

小売業者、卸売業者、流通業者が商品やサービスをお客様のブランドから購入できるようにするセルフサービ
ス E コマースストアフロントをすばやく構築します。B2B Commerce は、企業間使用事例向けに設計された機能
でオンライン購入を簡略化する管理パッケージです。カスタムカタログ、複雑な商品設定、取引先階層、契約
価格、再注文などの機能があります。応答性が高いページテンプレートを使用して、一意のブランド設定され
たストアフロントユーザエクスペリエンスを容易に作成できます。
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B2B Commerce 管理パッケージの新しい各バージョンの新機能やその他の改善については、B2B Commerce リリー
スノートを参照してください。
• B2B Commerce Spring '19 (バージョン 4.10)

関連トピック:

Salesforce ヘルプの「B2B Commerce」
B2B Commerce wiki の「B2B Commerce Documentation (B2B Commerce ドキュメント)」

重要な更新

このリリースには、Lightning Experience、外部プロファイル、Aura コンポーネント、および HTTPS 接続に関する
新しい重要な更新が含まれます。また、以前にリリースされ適用された重要な更新のセクションも確認してく
ださい。
新しいリリースに円滑に移行できるように、それぞれの重要な更新には選択期間が用意されています。この選
択期間は、[設定] の [重要な更新] ページに表示される自動有効化日付になると終了します。この期間中は、更
新の有効化および無効化を必要に応じて手動で何度でも行って組織への影響を評価し、更新によって影響を受
けるカスタマイズを修正することができます。選択期間を過ぎると、更新は有効になります。詳細は、「重要
な更新への対応」を参照してください。

新しい重要な更新
Summer '19 の新しい重要な更新を次に示します。
外部プロファイルの「API の有効化」ユーザ権限のデフォルト設定の無効化 (重要な更新)

Salesforce はすべての標準およびコピーされた外部プロファイルで「API の有効化」権限を無効にします。
「API の有効化」権限により、Workbench、Dataloader.io、Jitterbit、Excel Connector、Salesforce モバイルアプリケー
ション、Mobile SDK アプリケーション、Salesforce IoT、接続アプリケーションなどの外部アプリケーションや
コネクタから API を使用して Salesforce データを認証したり Salesforce データにアクセスしたりできます。

動的に作成された Aura コンポーネントでの関数式の作成の防止 (重要な更新)

セキュリティと安定性を高めるために、この更新では、$A.createComponent() または
$A.createComponents() に渡される属性値が Aura 関数式として解釈されないようにします。

HTTPS 接続には TLS 1.2 が必要 (重要な更新)

最高レベルのセキュリティ標準を維持し、データの安全性を高めるため、Salesforce では以前のトランスポー
トレイヤセキュリティ (TLS) 1.1 暗号化プロトコルを無効にします。2019 年 10 月以降、Salesforce 組織との間の
受信接続および送信接続では TLS 1.2 の使用が必須になります。ブラウザアクセス、API インテグレーショ
ン、およびその他の Salesforce 機能が TLS 1.2 に準拠していることを確認してください。

コミュニティとサイトの HTTPS 接続には TLS 1.2 が必要 (重要な更新)

最高レベルのセキュリティ標準を維持し、データの安全性を高めるため、Salesforce では以前のトランスポー
トレイヤセキュリティ (TLS) 1.1 暗号化プロトコルを無効にします。2019 年 10 月以降、Salesforce のコミュニ
ティ、サイト、およびポータルとの間の受信接続および送信接続では TLS 1.2 の使用が必須になります。ブ
ラウザアクセス、API インテグレーション、およびその他の Salesforce 機能が TLS 1.2 に準拠していることを確
認してください。
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フローとプロセスでの適切な BR() 関数の使用 (重要な更新)

この重要な更新により、フローとプロセスの BR() 関数で改行が発生します。これまで、数式リソース内
の BR() は _BR_ENCODED_ になり、改行されませんでした。

プロセスビルダーで元のレコード値に基づく条件を評価 (重要な更新)

この重要な更新により、複数の条件とレコードの更新があるプロセスは、null の値でプロセスを開始した項
目の元の値を評価します。

フローから呼び出された Apex クラスへのユーザアクセスを要求することでセキュリティを強化 (重要な更新)

この重要な更新では、フローを実行しているユーザに、そのフローから呼び出されたすべての Apex クラス
へのアクセスを要求します。フローが Apex を呼び出す場合、実行ユーザのプロファイルまたは権限セット
に対応する Apex クラスの割り当てがある必要があります。

以前にリリース済みの重要な更新
以前のリリースで発表された次の重要な更新を依然として利用できます。
Lightning Experience の有効化 (以前にリリース済みの重要な更新)

Spring '19 リリースノートに記載されているように、Salesforce は、ユーザがより迅速に多くの作業を行い、
生産性を高めることができるように、Winter '20 ではローリング方式で Lightning Experience を有効化していき
ます。Lightning Experience が有効化された後も、ユーザは引き続き Salesforce Classic にアクセスできます。
Lightning Experience への切り替えには、ビジネスリーダーやユーザから IT チームまで、全員に直接的なメリッ
トがあります。新しいユーザインターフェースにより、ユーザの効率と生産性が向上します。さらに、
Lightning Platform の機能を簡単に利用できるため、ビジネスプロセスに合わせて UI を簡単かつ柔軟にカスタ
マイズし、ビジネスの変更に対応して、会社の収益を向上することができます。

エンタープライズテリトリー管理での取引先の手動共有の有効化 (以前にリリース済みの重要な更新)

この更新により、AccountShare レコードの TerritoryManual理由コードが Territory2AssociationManual

に変更されます。この更新は、ユーザが手動でアカウントをテリトリーグループと共有できるようにする
場合に必要になります。本番環境で更新を有効化してから変更が表示されるまで最大 2 週間かかる場合が
あります。

管理パッケージの global 以外の Apex コントローラメソッドへのアクセスの無効化 (以前にリリース済みの重要
な更新)

Spring '19 リリースノートに記載されているように、この重要な更新では、管理パッケージの Apex コントロー
ラメソッドでアクセス制御が修正されます。この更新を有効にすると、global アクセス修飾子が付いた
メソッドのみが、Aura コンポーネントによってパッケージ名前空間外からアクセス可能になります。これ
らのアクセスコントロールにより、パッケージ作成者がグローバルアクセスを意図していない、サポート
対象外の API メソッドを使用できなくなります。

コミュニティおよびポータルを使用する組織のユーザレコードでの特定の項目のブロック (重要な更新)

コミュニティまたはポータルを使用する組織で、ユーザレコードの特定の個人情報項目を非表示にするユー
ザ設定をお客様が有効にできるようになりました。これらの項目は、外部ユーザがユーザレコードにアク
セスしたときにビューに表示されません。その場合でも、外部ユーザは自分のユーザレコードは表示でき
ます。
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適用済みの重要な更新
以前のリリースで発表された次の重要な更新が適用されます。
コミュニティまたはポータルを使用する組織の外部組織の共有設定の有効化 (重要な更新、適用済み)

コミュニティまたはポータルを使用する組織で外部組織の共有設定の有効化は、Spring '19 の重要な更新で、
Summer '19 リリースで適用されました。この更新により外部共有モデルが有効化され、データのセキュリ
ティが促進されます。内部ユーザと外部ユーザに同じデフォルトのアクセス権を付与するのではなく、外
部ユーザにより限定的なアクセスレベルを設定することができます。

pageReference.state プロパティとクエリパラメータへの名前空間プレフィックスの追加 (重要な更新、適用済み)

クエリパラメータと pageReference.state プロパティへの名前空間プレフィックスの追加は、Winter ’19 の重要
な更新で、Summer '19 リリースで適用されました。この重要な更新でパッケージコンポーネント間のクエリ
パラメータの名前の競合が解決されます。2019 年 5 月 17 日から、この更新はローリング方式で自動的に有
効になります。組織で自動的に有効になる実際の日付は、Summer '19 リリースに更新するタイミングによっ
て異なります。すべての組織は 2019 年 6 月 17 日までに更新されます。すべての重要な更新と同じように、
今回の更新も Salesforce が自動的に有効にする前に手動で有効にできます。

延期された重要な更新
以前のリリースで発表された次の重要な更新の自動有効化日付が延期されました。
暗黙的な共有を行う @AuraEnabled Apex コントローラに対して without sharing を使用 (延期された重要な更新)

この重要な更新は、Spring '18 でリリースされ、Summer '19 で自動的に有効化される予定でしたが、Winter '20

に延期されました。

ヘルプ & トレーニング

新しいガイド、Trailhead のモジュール、トレイル、プロジェクト、手順動画を含めて素晴らしい新規コンテン
ツが多数追加されました。また、信頼とコンプライアンスに関するドキュメントも更新されました。

このセクションの内容:

新しいサイトでの VS Code 向け Salesforce 拡張機能のドキュメントへのアクセス
Visual Studio Code 向け Salesforce 拡張機能のドキュメントには、独自の専用ドキュメントサイトがあります。
コンテンツは 2 月に拡張機能の Visual Studio Marketplace ページおよびプロジェクトの GitHub wiki から移動され
ました。VS Code ドキュメントの参照と検索をすべて 1 か所で簡単にできるようになりました。
『インテグレーションのパターンと実践』ガイドへの更新を使用した Salesforce とその他のアプリケーショ
ンの統合
新しいパターンと更新が『インテグレーションのパターンと実践』ガイドに追加されました。こうした変
更では、インテグレーションを効率的で堅牢なものにするための最新の Salesforce 機能を利用しています。
更新された選択マトリックスと新規および更新されたパターンを使用して、インテグレーションシナリオ
に最適な機能を判断してください。
Pardot ドキュメント: ログインセキュリティ、Engagement Studio、エンゲージメント履歴のリソースの改善
各リリースでコンテンツを更新しています。今回は、ユーザアカウントの保護に関する新しいガイドに加
えて、Engagement Studio、エンゲージメント履歴のリソースの大幅な更新です。
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『Outlook Integration Implementation Guide (Outlook インテグレーション実装ガイド)』について
このガイドでは、Salesforce システム管理者、Microsoft Exchange システム管理者、営業担当が Outlook インテグ
レーションを実行するための設定手順を示します。Exchange サーバ設定、Salesforce の設定手順、簡単なクラ
イアント側の手順も示しています。
『Email Integration Security Guide (メールインテグレーションセキュリティガイド)』について
新しい『Email Integration Security Guide (メールインテグレーションセキュリティガイド)』では、Salesforce ベー
スの Outlook インテグレーションおよびプレミアムな Outlook および Gmail インテグレーションの技術面につ
いて詳しく説明しています。
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。
信頼とコンプライアンスに関するドキュメントの見直し
新たな季節を迎えるにあたって、Salesforce の信頼とコンプライアンスに関するドキュメントが更新されま
した。

新しいサイトでの VS Code 向け Salesforce 拡張機能のドキュメントへ
のアクセス
Visual Studio Code 向け Salesforce 拡張機能のドキュメントには、独自の専用ドキュメントサイトがあります。コン
テンツは 2 月に拡張機能の Visual Studio Marketplace ページおよびプロジェクトの GitHub wiki から移動されました。
VS Code ドキュメントの参照と検索をすべて 1 か所で簡単に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、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: https://forcedotcom.github.io/salesforcedx-vscode にある VS Code 向け Salesforce 拡張機能のドキュメントにアクセ
スします。

『インテグレーションのパターンと実践』ガイドへの更新を使用し
た Salesforce とその他のアプリケーションの統合
新しいパターンと更新が『インテグレーションのパターンと実践』ガイドに追加されました。こうした変更で
は、インテグレーションを効率的で堅牢なものにするための最新の Salesforce 機能を利用しています。更新され
た選択マトリックスと新規および更新されたパターンを使用して、インテグレーションシナリオに最適な機能
を判断してください。
対象:この変更は、Professional Edition、Performance Edition、Enterprise Edition、Developer 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。
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理由: 『インテグレーションのパターンと実践』への更新には次の内容が含まれます。
• パターン選択マトリックスの更新
• リモートプロセス呼び出しパターンの更新
• バッチデータ同期パターンの更新
• リモートコールインパターンの更新
• データ仮想化の新規パターン

関連トピック:

インテグレーションのパターンと実践

Pardot ドキュメント: ログインセキュリティ、Engagement Studio、エ
ンゲージメント履歴のリソースの改善
各リリースでコンテンツを更新しています。今回は、ユーザアカウントの保護に関する新しいガイドに加え
て、Engagement Studio、エンゲージメント履歴のリソースの大幅な更新です。
理由: 最新かつ最高の情報で最高の仕事ができるように手助けします。さらに、Salesforce ヘルプの新規コンテ
ンツの検索、共有、サポートされる言語への翻訳がさらに簡単になりました。
• Login Security Implementation Guide (ログインセキュリティ実装ガイド): この便利な新規ガイドでは、Pardot および

Salesforce のセキュリティ機能を組み合わせたユーザアカウントの保護について説明しています。
• Engagement Studio Implementation Guide (Engagement Studio 実装ガイド): 『Engagement Studio User Guide (Engagement Studio

ユーザガイド)』は廃止される予定です。すべての情報は Salesforce ヘルプに移動されており、アクセスを容
易にして言語をサポートするために再パッケージ化されています。

• Salesforce ヘルプ: エンゲージメント履歴: エンゲージメント履歴のリソースは、この貴重なデータをアカウン
トおよびレコードに実装する方法をより正確に反映できるように、移動および再編成されました。

『Outlook Integration Implementation Guide (Outlook インテグレーショ
ン実装ガイド)』について
このガイドでは、Salesforce システム管理者、Microsoft Exchange システム管理者、営業担当が Outlook インテグレー
ションを実行するための設定手順を示します。Exchange サーバ設定、Salesforce の設定手順、簡単なクライアン
ト側の手順も示しています。
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 Salesforce Classic で有料オプションとして使用できるデスクトップの Salesforce

Inbox に適用されます。

関連トピック:

Outlook Integration Implementation Guide (Outlook インテグレーション実装ガイド)
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『Email Integration Security Guide (メールインテグレーションセキュリ
ティガイド)』について
新しい『Email Integration Security Guide (メールインテグレーションセキュリティガイド)』では、Salesforce ベース
の Outlook インテグレーションおよびプレミアムな Outlook および Gmail インテグレーションの技術面について
詳しく説明しています。
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。この変更も、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に適用されます。

関連トピック:

Outlook Integration Implementation Guide (Outlook インテグレーション実装ガイド)

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。最新のモジュール、ト
レイル、プロジェクトは次のとおりです。

モジュール
接続アプリケーションの基本

接続アプリケーションで外部アプリケーションを Salesforce に統合する方法を学習します。
営業担当向け High Velocity Sales

高生産性ワークスペースを使用して、インサイドセールスプロセスを加速します。
セールスマネージャ向け High Velocity Sales

セールスケイデンスで営業担当の販売を迅速化します。
パートナー向けの業種ブループリント

ブループリントを利用して業種ソリューションを構築し、お客様のニーズを満たす方法を理解します。
Contact Builder の実装

ビジネスで顧客の単一のビューを実現するデータモデルを作成します。
モバイル重視の顧客の ID

モバイルインタラクション向けに設計されたログインエクスペリエンスを作成します。
Financial Services Cloud のアクションプラン

一貫していてコンプライアンスに準拠したクライアントエンゲージメントエクスペリエンスを実現する方
法を学習します。

Lightning Scheduler

ビジネスで顧客の予定をスケジュールする方法を学習します。
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Financial Services Cloud を使用したクライアント管理
世帯を把握し、口座を管理して、顧客との接触を追跡します。

トレイル
High Velocity Sales を使用した営業チームの作業の加速

作業キューとセールスケイデンスを活用してセールスアウトリーチを改善します。
自分に適したアプリケーションライフサイクル管理モデルの判断

アプリケーションライフサイクル管理モデルについて学習し、組織の変更の管理に最も適したものを選択
します。

プロジェクト
セルフ登録フローを備えたカスタマー取引先ポータルの作成

「セルフ登録フローを備えたカスタマー取引先ポータルの作成」プロジェクトが改良され、フローを最初
から作成するのではなく、未管理パッケージをインストールできるようになりました。

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。
• 新しい動画 「Accelerate Your Sales Process with High Velocity Sales (High Velocity Sales を使用した営業チームの作業

の加速)」では、営業担当が High Velocity Sales を使用するために知っておくべきことを説明します。作業
キュー、Lightning Dialer、コールスクリプト、そしてメールテンプレートによって、営業担当は以前よりは
るかに迅速に、見込み客と自信を持ってコミュニケーションが取れるようになります。

• 新しい動画 「Build Sales Flows with High Velocity Sales (High Velocity Sales を使用したセールスフローの作成)」で
は、セールスマネージャがセールスケイデンスを作成するために知っておくべきことを説明します。セー
ルスケイデンスにより、営業チームは、それぞれの見込み客に対してどのアクションをいつ実行すべきか
を正確に知ることができます。

• 新しい動画 「Open Up Access to Your Community or Portal with Guest User Profile (ゲストユーザプロファイルを使
用したコミュニティまたはポータルへのアクセス許可)」では、ゲストユーザプロファイルがコミュニティ
でどのように機能するかを理解することができます。

• 動画 「A Mobile-First World Requires Mobile-First Identity (モバイルファーストの世界で求められるモバイルファー
スト ID)」では、顧客が携帯番号またはメールアドレスでサインアップやログインができるログインプロセ
スの作成方法を学習します。

信頼とコンプライアンスに関するドキュメントの見直し
新たな季節を迎えるにあたって、Salesforce の信頼とコンプライアンスに関するドキュメントが更新されまし
た。

Infrastructure and Sub-Processors
ドキュメント『Infrastructure and Sub-Processors』に次の変更が加えられました。
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Audience Studio

• 全般: 新しいブランド設定を反映して、「Salesforce DMP」と「Salesforce Data Studio」がそれぞれ「Audience

Studio」と「Data Studio」に変更されました。
• Infrastructure - Customer Data Storage: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するよう

に修正されました。
• Sub-processors - Customer Data Storage および Sub-processors - Customer Data Processing: セクション見出しが更

新されました。
Sales Cloud、Service Cloud、Community Cloud、Chatter、Force.com、IoT Explorer (IoT Plus を含む)、Site.com、
Database.com、Einstein Analytics (Einstein Discovery を含む)、Work.com、メッセージング、Financial Services Cloud、
Health Cloud、Salesforce CPQ and Salesforce Billing

• Sub-processors - Customer Data Storage および Sub-processors - Customer Data Processing: セクション見出しが更
新されました。

• 現在の製品名を反映するように、ドキュメント全体を通じて「Force.com」が「Lightning Platform (including

Force.com)」に置き換えられました。
• Infrastructure - Customer Data Storage: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するよう

に修正されました。
• Sub-Processors - Customer Data Storage: Trust Web サイトの新しいバージョンに合わせて文言が修正されまし

た。
• Sub-Processors - Customer Data Storage: Einstein Analytics のデータストレージが明記されました。
• Binding Corporate Rules (BCR) for Processors: 対象サービスの範囲が更新されました。
B2B Commerce

• Sub-processors - Customer Data Storage および Sub-processors - Customer Data Processing: セクション見出しが更
新されました。

• Sub-processors - Customer Data Storage: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するよう
に修正されました。

Commerce Cloud

• 全般: 新しいブランド設定を反映して更新されました。
• Sub-processors - Customer Data Storage および Sub-processors - Customer Data Processing: セクション見出しが更

新され、顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するように修正されました。
• Sub-processors - Customer Data Storage: データストレージの場所が明記されました。
Data.com

• Sub-processors - Customer Data Storage および Sub-processors - Customer Data Processing: セクション見出しが更
新されました。

Einstein Discovery Classic

• Sub-processors - Customer Data Storage および Sub-processors - Customer Data Processing: セクション見出しが更
新されました。

Einstein プラットフォーム
• Sub-processors - Customer Data Storage および Sub-processors - Customer Data Processing: セクション見出しが更

新されました。
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• Scope: Einstein Vision for Social Studio、High Velocity Sales が追加されました。
Heroku

• Sub-processors - Customer Data Storage および Sub-processors - Customer Data Processing: セクション見出しが更
新されました。

Desk.com、Einstein Discovery、LiveMessage、Quip、SalesforceIQ CRM サービス
• Sub-processors - Customer Data Storage および Sub-processors - Customer Data Processing: セクション見出しが更

新され、顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するように修正されました。
IoT Cloud

• Sub-processors - Customer Data Storage および Sub-processors - Customer Data Processing: セクション見出しが更
新されました。

Marketing Cloud

• Infrastructure - Customer Data Storage: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するよう
に修正されました。

• Sub-processors - Customer Data Storage および Sub-processors - Customer Data Processing: セクション見出しが更
新されました。特定のサブプロセッサが「Storage」セクションから「Processing」セクションに移動されま
した。

MuleSoft

• Scope: MuleSoft Cloud 製品の定義が追加されました。
• Sub-processors - Customer Data Storage および Sub-processors - Customer Data Processing: セクション見出しが更

新されました。
• Sub-processors - Customer Data Storage: ヨーロッパがドイツに置き換えられました。
• Content Delivery Networks: Cloud 製品への適用が明記されました。
Pardot

• Sub-processors - Customer Data Storage および Sub-processors - Customer Data Processing: セクション見出しが更
新されました。

Security, Privacy, and Architecture
ドキュメント『Security, Privacy, and Architecture』に次の変更が加えられました。
Audience Studio

• 全般: 新しいブランド設定を反映して、「Salesforce DMP」と「Salesforce Data Studio」がそれぞれ「Audience

Studio」と「Data Studio」に変更されました。
• Salesforce's Corporate Trust Commitment: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するよ

うに修正されました。
Sales Cloud、Service Cloud、Community Cloud、Chatter、Force.com、IoT Explorer (IoT Plus を含む)、Site.com、
Database.com、Einstein Analytics (Einstein Discovery を含む)、Work.com、メッセージング、Financial Services Cloud、
Health Cloud、Salesforce CPQ and Salesforce Billing

• Salesforce's Corporate Trust Commitment: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するよ
うに修正されました。
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• 現在の製品名を反映するように、ドキュメント全体を通じて「Force.com」が「Lightning Platform (including

Force.com)」に置き換えられました。
• Services Covered: 「Salesforce サービス」という用語が定義されました。
• Services Covered: スクラッチ組織に適用されないセクションが明記されました。
B2B Commerce

• Salesforce's Corporate Trust Commitment: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するよ
うに修正されました。

Commerce Cloud

• 全般: 新しいブランド設定を反映して更新されました。
• Salesforce's Corporate Trust Commitment: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するよ

うに修正されました。
• Services Covered: 特定の環境に適用されないセクションが明記されました。
• Sensitive Data: 「Services Covered」セクションの関連する変更に基づいて更新されました。
「Einstein」(Sales Cloud Einstein、Pardot Einstein、Salesforce Inbox、Einstein エンゲージメントスコアリング、
Einstein Vision、Einstein Language、Einstein ボット、Service Cloud Einstein、Einstein 予測ビルダー、Einstein Vision
for Social Studio)

• Scope: Einstein Vision for Social Studio、High Velocity Sales が追加されました。
Heroku

• Salesforce's Corporate Trust Commitment: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するよ
うに修正されました。

• Return of Customer Data: 既存の Heroku アプリケーションをコピーする Git に関するドキュメントへのリンク
が追加されました。

IoT Cloud

• Salesforce's Corporate Trust Commitment: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するよ
うに修正されました。

Desk.com、Einstein Discovery Classic、LiveMessage、Quip、SalesforceIQ CRM サービス
• Salesforce's Corporate Trust Commitment: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するよ

うに修正されました。
Marketing Cloud

• Services Covered:現在のブランド設定を反映して更新されました。Einstein エンゲージメン頻度が追加されま
した。

• Salesforce's Corporate Trust Commitment: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するよ
うに修正されました。

MuleSoft

• Salesforce's Corporate Trust Commitment: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するよ
うに修正されました。

• Services Covered: MuleSoft Cloud 製品の定義が追加されました。
• Security Logs: Cloud 製品への適用が明記されました。
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• Data Encryption: すべての管理 MuleSoft サービスに Transport Layer Encryption (TLS) が必要であることが追加されま
した。

通知およびライセンス
ドキュメント『Notices and Licenses』に次の変更が加えられました。
Audience Studio

• 全般: 新しいブランド設定を反映して、「Salesforce DMP」と「Salesforce Data Studio」がそれぞれ「Audience

Studio」と「Data Studio」に変更されました。
• Customer Data: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するように修正されました。
• Restricted Uses of Information and Compliance with Self-Regulatory Programs: 関連する規制規約の適用と範囲を明

記するように、サブセクション b. が修正されました。
Salesforce

• Customer Data: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するように修正されました。
• 現在の製品名を反映するように、ドキュメント全体を通じて「Force.com」が「Lightning Platform (including

Force.com)」に置き換えられました。
• Lightning Object Creator に関するセクションが追加されました。
B2B Commerce

• Customer Data: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するように修正されました。
Commerce Cloud

• 全般: 新しいブランド設定を反映して更新されました。
• Customer Data: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するように修正されました。
「Einstein」(Sales Cloud Einstein、Pardot Einstein、Salesforce Inbox、Einstein エンゲージメントスコアリング、
Einstein Vision、Einstein Language、Einstein ボット、Service Cloud Einstein、Einstein 予測ビルダー、Einstein Vision
for Social Studio)

• Scope: Einstein Vision for Social Studio、High Velocity Sales が追加されました。
Heroku

• Customer Data: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するように修正されました。
IoT Cloud

• Customer Data: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するように修正されました。
Marketing Cloud

• 目次が更新されました。
• ExactTarget, Advertising Studio and Interaction Studio:

– Customer Data: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するように修正されました。
– Services Covered: 現在のブランド設定を反映し、対象サービスを明記し、全体を通じて「ET Services」を

「Covered Services」に変更するように更新されました。
• 対象サービスに Einstein エンゲージメン頻度が追加されました。
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– Advertising Studio: 「Social Studio」から重複するセクションが削除され、サードパーティ規約のリストが
更新されました。

• Datorama:

– Customer Data: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するように修正されました。
– Restricted Uses of Information: メッセージ送信に関する文言が更新されました。
– Third Party Platforms: サードパーティプラットフォームに関する SFDC の削除義務を明記し、サードパー

ティプラットフォームに適用されるサードパーティ規約に関するお客様の義務を明記するように更新さ
れました。

• Predictive Intelligence:

– Customer Data: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するように修正されました。
• Social Studio:

– Customer Data: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するように修正されました。
– Third Party Notices: 2019 年以降、お客様は Social Studio を使用して Google+ コンテンツの公開と表示ができ

なくなることを反映するように更新されました。

メッセージングおよび LiveMessage

• Customer Data: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するように修正されました。
MuleSoft

• Services Covered: MuleSoft Cloud 製品の定義が追加されました。
• Salesforce's Corporate Trust Commitment: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するよ

うに修正されました。
• MuleSoft 開発センターへの参照が削除されました。
Quip

• Customer Data: 顧客データの定義がマスターサブスクリプション契約と一致するように修正されました。
• Third Party Platforms: 新しいサードパーティプラットフォームとして Unsplash が追加されました。

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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