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Salesforce Winter '21 リリースノート

Winter '21 リリースでは、あらゆる場所から顧客とつながるのに役立つイノベーションが Salesforce Customer 360

プラットフォーム全体に提供されます。

このセクションの内容:

リリースノートの使用方法
Salesforce のリリースノートでは、機能強化や新機能について簡潔に説明しています。また、設定情報、開
始にあたって役に立つヒント、継続的な成功のためのベストプラクティスも記載されています。
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。
機能が使用可能になる方法と状況
Winter '21 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: Salesforce ヘルプのリリースノート: 多要素認証、Einstein Search のパーソナライズ、Salesforce

Anywhere (ベータ)

2020 年 11 月 4 日 (水曜日) 以降、Salesforce リリースノートは Salesforce ヘルプ (Commerce Cloud、Marketing Cloud、
Customer 360 のリリースノートと同じ場所) にあります。多要素認証 (MFA) アシスタントを使用して、ユーザ
に MFA をロールアウトします。Einstein Search で活動、場所、他の要素に基づいて検索結果をパーソナライ
ズします。Salesforce Anywhere のリアルタイムアラート、チャット、そして Lightning Flow の呼び出し可能な
アクションで CRM の未来を体験します (ベータ)。さらに、Salesforce の Customer 360 ガイドとソリューション
キットを、複雑なビジネスケースの解決、アプリケーション内ガイダンスへのカスタムテーマの追加、デー
タに基づいた参加者への特定アンケートページの表示などに役立てます。
Work.com

ビジネス、従業員、施設の準備を整えます。Work.com のアプリケーションとサービスを使用して、現在の
COVID-19 による危機など、重大な事態に対応します。
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サービス: Service Cloud 音声の合理化された設定、通話のオムニチャネルスーパーバイザ、Einstein ボットテン
プレート、その他
合理化された設定、Sales Cloud のサポート、音声 API ツールキット (正式リリース) などを使用して、Service

Cloud 音声の使用を開始します。オムニチャネルスーパーバイザが通話中に通話を表示してトレーニングや
オンボーディングを改善できるようにします。新しいガイド付きテンプレートで Einstein ボットをより迅速
に構築し、入力のおすすめ (ベータ) でインテントモデルを強化します。フィールドサービスタイムシート
を使用すると、従業員の時間をフィールドサービスソリューション内から直接追跡できます。簡単な設定
と組み込みのベストプラクティスを使用してカスタマーサービスの設定を加速します。Service Cloud の次の
新機能と他の機能を確認してください。
セールス: High Velocity Sales のセールスケイデンスの向上、Einstein リードスコアリング用のグローバルモデ
ル、商談の変更の強調表示、請求でのマルチクラウドサポート
セールスケイデンスをフォルダに整理して共有したり、セールスケイデンスを一時停止したり、ステップ
の所有者を変更したりします。独自のデータが十分にない場合でも Einstein リードスコアリングを使用しま
す。商談の変更の強調表示を使用して、パイプライン内で何が変更されたかを確認します。B2B Commerce、
Service Cloud、その他のシステムから発生した注文に対して請求書を作成します。さらに、コールコーチン
グユーザは、音声コールを共有できます。新しい接続と設定のオプションを使用して、Einstein 活動キャプ
チャをさらに有効に活用します。そして、営業担当は、メールとテンプレートを使用して生産性がさらに
向上します。
Industries: ドキュメント管理、売上予測、公開サービス最適化、その他
Winter '21 では、Salesforce の業種固有のソリューションがさらに強化され、顧客との距離が近づきます。Health

Cloud では、患者受け入れのドキュメント管理が合理化されるほか、新しい在庫管理機能と売上予測機能が
提供されます。Financial Services Cloud では、新しいコミュニティポータルテンプレート、準拠データ共有、
改善されたレコードの積み上げ集計が提供されます。Consumer Goods Cloud は店舗訪問の計画と在庫の維持
に役立ちます。Manufacturing Cloud では、払い戻しと取引先販売予測をより詳細に制御できます。新しいデー
タ処理エンジンが背景で動作しており、Salesforce データを活用してビジネスへの影響を増大するのに役立
ちます。これらに加えて、Salesforce の業種固有のソリューションラインアップに Public Sector Foundation が新
しく追加されました。これにより、行政サービス提供者とユーザに高度なサポートが提供されます。
Analytics: Einstein Discovery のクイックスタートテンプレート、Sync Out for Snowflake、Einstein Discovery の自動モデ
ル更新
Analytics には、レポートとダッシュボード、Einstein Analytics、および Einstein Discovery が含まれます。クイッ
クスタートテンプレートを使用すると、すばやく簡単に Einstein Discovery を開始できます。未加工のローカ
ル Salesforce データを Snowflake データレイクにエクスポートします。サードパーティの ETL ツールは必要あ
りません。スケジュールされたモデルの更新を使用して、Einstein Discovery 予測モデルを更新するために必
要な手動ステップの一部を自動化します。
Salesforce Einstein: テンプレートを使用したより迅速なボットの作成、検索条件を使用した商談スコアリング
の関連性の向上、検索のパーソナライズの正式リリース
ボットをより迅速に作成できるようになり、ボットとインテントモデルの機能強化の連携が改善されまし
た。商談スコアリングには、どのレコードと項目を考慮するかを決定できる検索条件があります。パーソ
ナライズでは、Salesforce での各ユーザの作業方法に合わせて検索結果を調整できます。
コマース: 注文管理の機能強化、強化された Lightning B2B Commerce 機能
Salesforce 注文管理および LightningB2B Commerce の新機能を確認してください。
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コミュニティ: Experience Cloud、新しい利用者の条件、Build Your Own (LWC) テンプレートの機能強化、ゲスト
ユーザのセキュリティ強化
このリリースでは新しい機能が追加され、機能強化が行われています。イメージを改善するために、Experience

Cloud という新しい名称が導入されます。レコード項目に基づいてレコード詳細ページを変更できる、より
きめ細かい利用者の条件を活用できます。最新の Build Your Own (LWC) テンプレートには、Lightning Locker の
アップグレードバージョン、カスタム URL パス、SEO のサポートなどの変更が含まれています。また、以前
のリリースで導入された複数のゲストユーザセキュリティ設定に適用により、データの安全性が以前より
も高まっています。
Salesforce CMS: コンテンツ配信ネットワーク、ローカルコンテンツのインポート、フォルダ
公開コンテンツをコンテンツ配信ネットワーク (CDN) で共有し、ローカルドライブから Salesforce CMS に画像
とドキュメントをインポートし、フォルダで CMS コンテンツを整理します。
モバイル: 生産性機能、使いやすくなったナビゲーション
ランチパッド、活動タイムライン、他の生産性向上機能を使用して、Salesforce モバイルアプリケーション
でより多くの作業を実行できます。通知機能では、カスタム通知をより詳細に制御できます。コミュニティ
向け Mobile Publisher で Marketing Cloud プッシュ通知 (パイロット) がサポートされるようになりました。Salesforce

Anywhere のリアルタイムアラート、チャット、推奨アクション (ベータ) を使用して CRM の未来を体験しま
す。
カスタマイズ: Lightning フローの機能強化、より動的な Lightning ページ、Einstein ビルダーの更新
新しいレイアウトオプションやデバッグオプションでフローを作成してテストし、レコードが削除された
ときにフローを起動します。Lightning アプリケーションビルダーで動的フォームと動的アクションを使用
してレコードの詳細を分割し、より柔軟な Lightning ページを作成します。Einstein のおすすめビルダーを使
用したおすすめ (ベータ) を行います。
セキュリティ、プライバシー、ID: セキュリティセンターとモバイルデバイス追跡の正式リリース、[私のド
メイン] の必須化、リアルタイムモニタリングイベントの増加と項目の暗号化
正式リリースされたセキュリティセンターを使用して、複数の組織のセキュリティ、プライバシー、ガバ
ナンスポリシーを管理します。正式リリースされたモバイルデバイス追跡を使用してモバイルデバイスア
クセスを表示して管理します。新しい Salesforce 組織はデフォルトで [私のドメイン] を取得し、既存の組織
では [私のドメイン] を定義する必要があります。3 つの新しいリアルタイムイベントモニタリングイベント
を使用して組織を監視します。保健受付ドキュメントに関連付けられた項目を暗号化して、一部の Financial

Services Cloud ドキュメントを暗号化します。
Customer 360 Truth: すべての顧客データの安全な一元化された情報源
Customer 360 Truth の新機能を確認してください。より多くの ID 検証オプションとデータ統合をユーザに提供
し、パーソナライズされたインタラクションを可能にします。1 つのアプリケーションを使用して、複数の
Salesforce 組織を監視するポリシーを作成します。
リリース: 新しい変更セットコンポーネント
これらのコンポーネントを変更セットに追加して、組織間でカスタマイズを送信します。
開発: 独自の Salesforce アプリケーションの作成
Lightning コンポーネント、Visualforce、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。
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Quip: テンプレート管理、新しいユーザエンゲージメントテンプレート総計値、リレーションの対応付けラ
イブアプリケーションでの Salesforce データ、条件設定済みリストビューなど
組み込み Quip 文書をテンプレートとしてマークします。Quip のテンプレートライブラリを使用してテンプ
レートの利用を促進します。ユーザエンゲージメントに関する詳細な総計値を取得して、ユーザの Quip テ
ンプレート使用状況を把握します。Quip 文書またはスプレッドシートにインラインのライブ Salesforce デー
タメンションを追加します。Salesforce と Quip のハイブリッドのリレーションの対応付けを作成します。
Pardot: Lightning のメール、Einstein の機能強化、その他のカスタマイズ
機能強化されたメール環境を使用してメールテンプレートおよびメールコンテンツを作成、送信、管理で
きます。Salesforce CMS に接続してメールマーケティング用の画像をホストして再利用し、頻繁に使用する
メールレコードに関する積み上げ総計値を取得できます。インポートエラーを解決した後にプロスペクト
を迅速に再同期して、Einstein 属性の成功マイルストンをカスタマイズすることもできます。
マーケティング: Journey Builder での Transactional 送信と行動トリガー、Datorama の E コマースオプティマイザ
アプリケーション、Interaction Studio での Einstein

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。
リリース更新とセキュリティアラート: 正式リリースと改善点
正式にリリースされたリリース更新では、重要な更新とアラートを 1 か所で確認できます。パフォーマン
ス、セキュリティ、ユーザに影響するすべての変更について Salesforce 組織が常に最新の状態になるように
する、いくつかの機能強化が追加されました。
その他の Salesforce 製品とサービス
myTrailhead: myTrailhead 向けの Salesforce Identity を使用したユーザのログイン環境の合理化
myTrailhead 向けの Salesforce Identity を使用すると、myTrailhead にすばやく簡単にアクセスできます。ユーザ
は、Salesforce Trailhead に登録したり、プロファイルを作成したりする必要はありません。myTrailhead 向けの
Salesforce Identity で使用する認証プロバイダを制御することで、特定の利用者に myTrailhead アクセス権を付
与できます。たとえば、myTrailhead アクセス権の対象を内部ユーザまたはコミュニティメンバーにするこ
とができます。
コンテンツへのスポットライト
新しいソリューションキット、新しい動画、ID コンテンツの新しいホームなど、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。法的ドキュメントは独自のセクションに移動されました。
法的ドキュメント
新たな季節を迎えるにあたって、Salesforce の法的ドキュメントが更新されました。

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。
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• 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 モバイルアプリケーション、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。
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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。

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。
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主要機能が Salesforce モバイル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。

実現したアイデアIdeaExchange

営業

Outlook インテグレーションでの共有メールボックスと
カレンダーのサポート

社内の共有メールボックスでの Outlook インテグレー
ション (Lightning for Outlook) の使用

魅力的なメールテンプレートのインタラクティブな作
成

ドラッグアンドドロップメールエディタ

魅力的なメールテンプレートのインタラクティブな作
成

問題の発生しないメールテンプレートエディタ

Pardot

解決済みエラーを使用したより簡単なプロスペクトの
同期

同期エラーページからの Salesforce 同期エラーの解決
Salesforce プロスペクト同期エラーリストの再同期オプ
ション

Lightning Experience でのメールのプレビューとテストメールテンプレートを編集しないテストメールの送
信の許可
メールテンプレート HTML のプレビュー
エディタを使用しないテストメールの送信

エンゲージメールの簡単な作成ドラッグアンドドロップメールエディタ
Pardot メールで画像を反応型にする
カスタムテンプレートを使用してメール (および画像)

を簡単にモバイル対応にする
メールエディタの [元に戻す] ボタン
WYSIWYG メールエディタを使用したヘッダー前のテキ
ストの容易な変更
WYSIWYG エディタでカスタマイズ可能なドラッグアン
ドドロップ CTA ボタンを追加

メール用の Salesforce CMS からの画像の挿入メール編集時の画像の検索を簡単に

サービス
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実現したアイデアIdeaExchange

Lightning Knowledge の共有の機能強化 (正式リリース)ナレッジ記事に共有ルールを割り当てられるように
する

ゲストユーザおよび大規模コミュニティユーザとのナ
レッジ共有の使用

Knowledge__kav オブジェクト設定の共有

メール-to-ケースの新しいスレッド動作によるセキュ
リティの強化

メール-to-ケースのループ

分析

カスタムレポートタイプへの項目の自動追加 (ベータ)新しい項目 - カスタムレポートタイプに追加

メールで配信されるレポート結果の受信登録 (正式リ
リース)

添付ファイルとしてのレポートのスケジュールと
Adobe PDF、Excel オプションの追加

Einstein Analytics のカスタム会計年度サポートの取得 (正
式リリース)

Wave でカスタムカレンダー (会計期間) を有効化

ロック済みまたは非表示の検索条件を使用した組み込
みダッシュボードのデータの保護

保存済みビューが有効な場合に [検索条件をリセット]

で埋め込みダッシュボードの検索条件を保持

イベントログファイルの Einstein Analytics データのダウ
ンロードを表示する

Event Monitoring for Einstein Analytics (Wave) ダッシュボー
ドおよびレンズのダウンロード

カスタマイズ

すべての Flow Builder 要素で AND、OR、およびカスタム
演算子を使用する

フローの Get/Update/Delete Records で OR および条件ロ
ジックを許可

Sandbox 組織で別のユーザとしてフローエラーをデバッ
グする

特定のユーザとして実行している画面フローのデバッ
グ

自動レイアウトでフロー要素を自動的に配置 (ベータ)

(部分的に実現)

Flow Builder: キャンバス要素の位置揃え (グリッドへの
スナップ機能)

テキストのテンプレート設定の保存デフォルトをリッチテキストにする代わりにテキス
トテンプレートで現在のデータ型を保持

すべての Flow Builder 要素で AND、OR、およびカスタム
演算子を使用する (部分的に実現)

プロセスビルダーおよびフローで検索条件に「Or」ロ
ジックとしてカンマを使用

レコードの削除前に実行するフローのトリガ (部分的
に実現)

削除時にトリガされるワークフロー、フロー、プロ
セスビルダー

開発

Apex コールアウトの PATCH HTTP メソッドを使用したリ
ソースの更新

HTTP PATCH 動詞のサポートの追加
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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。

2020 年 11 月 30 日
Lightning Web コンポーネントの UI の変更

フォームと詳細ページのエラーの UI 変更に関する情報が追加されました。

2020 年 11 月 16 日
プロスペクトの位置の自動入力は一時的に使用不可

連絡スケジュールに遅れがあったため、この機能の一時的な廃止の日付が 11 月 30 日から 12 月 14 日に変更
されました。

モバイルオフラインを使用して Analytics をあらゆる場所で使用 (ベータ)

iOS ユーザ向けの新機能に関する情報が追加されました。
例を返す Einstein Vision エンドポイントの非推奨化

特定の表示ラベルですべての例を返す Einstein Vision エンドポイントは、2020 年 12 月 3 日に非推奨になりま
した。

例を返す Einstein Language エンドポイントの非推奨化
特定の表示ラベルですべての例を返す Einstein Language エンドポイントは、2020 年 12 月 3 日に非推奨になり
ました。

メール-to-ケースの新しいスレッド動作によるセキュリティの強化
新しい (延期された) 自動適用日を反映するように情報が更新されました。

「ログイン時に ID の確認をスキップ」権限の明確化
「ログイン時に ID をスキップ」権限に関する新しいリリースノートが追加されました。

メタデータ API

LiveMessageSettings メタデータ型に新しい項目が追加されました。
再構築された JSON 形式と脅威データのより簡単な相関付け

組織のセッションハイジャックオブジェクト脅威イベントでの再構築された SecurityEventData 項目の JSON コ
ンテンツに関する情報が追加されました。

レコードのコピーの UI への変更
コンソールナビゲーションユーザ向けの UI 変更に関する情報が追加されました。

Salesforce ヘルプのリリースノートで新機能と優れたユーザエクスペリエンスの情報を取得
Salesforce リリースノートが Salesforce ヘルプに移動された理由を説明するブログ投稿への「関連トピック」
リンクが追加されました。

Winter '16 より前の Salesforce リリースのリリースノート PDF をダウンロード
Salesforce リリースノートが Salesforce ヘルプに移動された理由を説明するブログ投稿への「関連トピック」
リンクが追加されました。
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2020 年 11 月 9 日
動的アクションの新しい柔軟性をデスクトップ (正式リリースおよびベータ) とモバイル (ベータ) でフルに活用

動的アクションはデスクトップのすべての標準オブジェクトでベータであることを示すように、標準オブ
ジェクトに関する情報が更新されました。

「Visualforce、エクスペリエンスビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL の一貫性の確保」重要
な更新の延期

この更新は Summer '21 で適用される予定でしたが、Summer '22 で適用されるようになりました。ユーザが
iOS または Apple® Safari® を使用して Salesforce にアクセスする場合、この更新を有効にしないことを推奨する
記述が追加されました。

Visualforce ページでの連続した API ナビゲーションコールの防止 (更新、延期)

自動適用日が Winter '22 に変更されました。
ゲストユーザプロファイルでの「すべてのユーザの表示」などの権限の削除 (以前にリリース済みの更新、適
用済み)

適用のスケジュールが更新されました。権限は Winter '21 リリースで削除されます。
複数のオブジェクトで機能するカスタムフロー画面コンポーネントおよびアクションのより簡単な設定

タイトルが更新され、「理由」と「方法」セクションが追加されました。
Einstein ボット: セッションタイムアウトの更新

ボットセッションタイムアウトの変更 (チャットチャネルの場合は 30 分、メッセージングチャネルの場合
は 8 時間) を定義するように更新されました。

Einstein ボット: ルーティングの更新
スキルベースのルーティングを使用する Einstein ボットで、スキルの上書きのキューの位置がサポートされ
るようになりました。

プロスペクトの位置の自動入力は一時的に使用不可
プロスペクトの位置データを自動入力する Pardot の機能の一時的な停止に関するメモが追加されました。

SAQL で複数値項目を文字列項目に変換 (ベータ)

ベータ版の免責事項と機能を有効にする方法に関する情報が追加されました。
新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト

Survey オブジェクトの Name 項目に関する情報が追加されました。
標準オブジェクトに新しい ManagedContentInfo オブジェクトが追加されました。
MessagingEndUser オブジェクトの IsOptedOut項目が削除される方法に関する情報が明記されました。代わ
りに、MessagingConsentStatus および IsFullyOptedIn 項目を使用します。

メタデータ API

SharingSettings 型の enableSecureGuestAccess 項目の変更された動作が更新されました。
KnowledgeSettings 型に新しい votingEnabled 項目が追加されました。
FieldServiceSettings 型に新しい optimizationServiceAccess 項目が追加されました。

2020 年 11 月 6 日
Salesforce Maps: Uber インテグレーション、テリトリー計画配置の比較、取引先チームの高度なルート割り当て

Winter '21 で、Salesforce Maps の機能と機能強化が導入されました。
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2020 年 11 月 4 日
Salesforce ヘルプのリリースノートで新機能と優れたユーザエクスペリエンスの情報を取得

Salesforce ヘルプに Salesforce リリースノートに関する情報が追加されました。
Winter '16 より前の Salesforce リリースのリリースノート PDF をダウンロード

Winter '16 より前の Salesforce リリースノートをダウンロードする方法に関する情報が追加されました。

2020 年 10 月 28 日
通話記録の一時停止と再開をエージェントに許可

通話記録の一時停止と再開機能を有効にする手順へのリンクが追加されました。
Android デバイスのセキュリティパッチの更新

Android デバイスのセキュリティに関する考慮事項についてのリリースノートが追加されました。
アジア言語での名前項目の検索結果を改善

アジア言語での名前の検索結果が改善されたことに関する情報が追加されました。
Lightning コンポーネントの安全な静的リソースの有効化 (更新、延期)

このリリース更新の適用は Summer '21 に延期されました。
Outlook インテグレーションでの共有メールボックスとカレンダーのサポート

共有メールボックスとカレンダーのサポートに必要な特定の Exchange Online ビルドに関する情報が追加され
ました。

カスタム通知を使用した意味のあるメッセージの送信
機能のカスタマイズ方法に関する情報が変更され、詳細情報へのリンクが追加されました。

削除: Health Cloud の Einstein フォームリーダーオブジェクトの新規および変更されたオブジェクト
これらのオブジェクトはまだ公開する準備が整っていません。準備ができたときにお知らせいたします。

変更されたテレフォニーインテグレーション REST API による安全性の確保
この API の旧バージョンは 2021 年 2 月 15 日まで使用可能なことが明記されました。

Einstein ボット: ルーティングの更新
キューベースのルーティングを使用する Einstein ボットで、キューの上書きのキューの位置がサポートされ
るようになりました。

2020 年 10 月 21 日
Lightning Web コンポーネントプレイグラウンドの廃止

Lightning Web コンポーネントプレイグラウンドは、2021 年 2 月 1 日に廃止されます。
メール-to-ケースの新しいスレッド動作によるセキュリティの強化

スレッド動作の更新の影響が明記され、KB の関連トピックが追加されました。
WDC の廃止の計画

WDC の廃止日は検討中であるため、このトピックは削除されました。
Einstin ケース分類の予測項目の詳細

AIRecordInsight オブジェクトで新しい PredictionField 項目を使用して、予測結果を実際のケースと比較するこ
とに関するリリースノートが追加されました。
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新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト
AIRecordInsight オブジェクトの新しい PredictionField 項目に関する情報が追加されました。

変更されたテレフォニーインテグレーション REST API による安全性の確保
Service Cloud 音声テレフォニーインテグレーション REST API の変更に関するリリースノートが追加されまし
た。

Einstein ボット: セッションタイムアウトの更新
ボットセッションタイムアウトの変更 (チャットおよびメッセージングチャネルの場合は 30 分) を定義する
ように更新されました。

Salesforce Customer 360 Privacy Center を使用した顧客データの安全な管理
Customer 360 Privacy Center へのアクセス方法に関する情報が追加され、機能名が更新されました。

簡単な 1 ステップでの myTrailhead へのログイン
新機能、myTrailhead 向けの Salesforce Identity を発表するリリースノートが追加されました。

2020 年 10 月 14 日
コミュニティユーザ、顧客、パートナーが SMS で ID を確認

ライセンス要件が追加されました。
Tooling API の新規オブジェクトと変更されたオブジェクト

• 以前のバージョンで導入された組み込みサービスオブジェクトが『Tooling API Developer Guide (Tooling API 開
発者ガイド)』に追加されました。

• 新しい ReleaseUpdate オブジェクトに関する情報が追加されました。
Einstein Analytics for iOS/Android の Winter '21 バージョンへのアップグレード

モバイルユーザ用の Einstein Analytics の最新バージョンに関する情報が追加されました。
メタデータ API

EmbeddedServiceMenuSettings メタデータ型の新しい embeddedServiceCustomizations 項目に関する情報
が追加されました。

メタデータ API

enableInvocableFlowFixEnabled 項目の削除に関するリリースノートが追加されました。
改善されたスクロールによるアプリケーションのナビゲーション

ベータ版の免責事項と機能の設定情報が追加されました。
最終更新日が復活 (ページ 466)

Classic ナレッジの検索結果に最終更新日が再導入されることが発表されました。
新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト

LocationWaitlist、LocationWaitlistedParty、LocWaitlistMsgTemplate オブジェク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

PermissionsViewFlowUsageAndFlowEventData ユーザ権限項目が Profile オブジェクトで非推奨になったことを示す
ように更新されました。

Salesforce Shield を使用したデータの保護
Shield Platform Encryption を使用して、CPQ データのセキュリティを一層強化します。
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従来の Work.com の WDC への変更
名前が変更された機能に関するトピックが追加されました。

Einstein ボット: セッションタイムアウトの更新
ボットセッションタイムアウトの変更 (チャットの場合は 30 分、メッセージングチャネルの場合は 8 時間)

を定義するように更新されました。

2020 年 10 月 7 日
コンテンツへのスポットライト

新しいソリューションキット、新しい動画、ID コンテンツの新しいホームなど、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。

Identity Connect を使用した権限セットと公開グループの管理
Identity Connect 3.0.1.1 の正式リリースについてユーザに通知するリリースノートが削除されました。Identity

Connect 3.0.1.1 の代わりに Identity Connect 3.0.1.2 を使用できるようになったことをユーザに通知するリリース
ノートが追加されました。

ブロードキャストメッセージングを使用した一対多メッセージの送信
Digital Engagement および Work.com の新しいブロードキャストメッセージング機能を説明するリリースノート
が追加されました。

Salesforce for Outlook の廃止スケジュール
新しい 2021 年 6 月～ 2023 年 6 月の段階的廃止スケジュールを反映するようにリリースノートが更新されま
した。以前は、Salesforce for Outlook の廃止は 2020 年 12 月に予定されていました。

新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト
Quip の新しいオブジェクト、CollabUserEngagementMetric および CollabUserEngmtRecordLink に関する情報が追加
されました。

Einstein Analytics の新しい名前の導入: Tableau CRM

Einstein Analytics の新しい名前を紹介するリリースノートが追加されました。
自動項目更新によるメール通知の抑制の防止 (以前にリリース済みの更新)

この更新は、Salesforce カスタマーサポートに問い合わせることでのみ入手可能になりました。
Salesforce インテグレーションを破損する可能性がある、SameSite Cookie の動作に関する Microsoft Edge の変更
への準備

SameSite Cookie の動作に対する Microsoft Edge の変更に関するリリースノートが追加されました。
Salesforce インテグレーションを破損する可能性がある、SameSite Cookie の動作に関する Firefox の変更への準
備

SameSite Cookie の動作に対する Firefox の変更に関するリリースノートが追加されました。
Einstein 予測サービスで予測の焦点を絞る

Einstein 予測サービスの予測 API コールのデフォルト動作の変更に関するリリースノートが追加されました。
新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト

CommercePayments の新しいオブジェクト、GtwyProvPaymentMethodType に関する情報が追加されました。
ユーザインターフェースからのプラットフォームイベントトリガ登録の管理

ロジックを変更するためのトリガの一時停止に関する誤った情報が削除されました。トリガを変更して保
存すると、登録は自動的に再開されます。
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2020 年 9 月 30 日
新しい検索可能なオブジェクトが検索結果の対象に

検索可能になったオブジェクトのリストが記載されたリリースノートが追加されました。
ユーザプロファイルに基づく認証済みユーザの @AuraEnabled Apex メソッドへのアクセスの制限 (更新、適用済
み) (ページ 604)

管理パッケージの一部である public  Apex コントローラへのアクセスを可能にする拡張プロファイルユー
ザインターフェースの使用についての説明が追加されました。

個別のフローとプロセスの実行時動作の変更を都合に合わせて採用する
機能に関する権限要件、手順、およびその他の詳細が追加されました。

API バージョン 50.0 でのフローおよびプロセス実行時の改善
以前は「API バージョン 50.0 での Lightning フロー実行時の改善」だったタイトルが更新されました。

モバイルユーザがレコードページからダッシュボードにアクセスする方法の合理化
Salesforce モバイルアプリケーションでの Einstein Analytics ダッシュボードへのアクセスを合理化する新しい方
法を説明するリリースノートが追加されました。

Android の新しいモバイルナビゲーション項目を使用した外出中での Einstein Analytics へのアクセス
Lightning アプリケーションの新しい Einstein Analytics ナビゲーション項目を説明するリリースノートが追加さ
れました。

Internet Explorer 11 の Pardot サポートを 2020 年 12 月 31 日に廃止
Pardot は年末に Internet Explorer11 のサポートを終了することをユーザに通知するリリースノートが追加され
ました。

魅力的なメールテンプレートのインタラクティブな作成 (ページ 251)

権限セットではなく権限を参照するようにリリースノートトピックが更新されました。
カレンダーの月表示による全体像の把握 (ページ 480)

Salesforce モバイルアプリケーションのカレンダーの月表示機能に関するリリースノートが追加されました。
新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト (ページ 663)

カスタムレポートの画面フロー表示ラベルに関する情報を取得するために、FlowInterviewLog および
FlowInterviewLogEntry オブジェクトに追加された 2 つの新しい項目を説明するリリースノートが追加されまし
た。

Public Sector Solutions: ライセンスと許可の管理をよりシンプルに、高速に、そして透過的に (正式リリース)

(ページ 314)

このセクションの製品名が以前の Public Sector Cloud から更新されました。
Public Sector Solutions を使用した行政サービスの変革 (ページ 316)

ユーザが表示できるのは検査の詳細のみで、検査のスケジュール設定は表示できないことを示すように、
リリースノートトピックが更新されました。

メタデータ API

EmbeddedServiceFlowConfig メタデータ型の新しい embeddedServiceCustomizations 項目に関する情報が
追加されました。

自動レイアウトでフロー要素を自動的に配置 (ベータ)

この機能を使用する方法の説明が追加されました。
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キャンバス上での自動起動フローの直接デバッグ (ベータ)

有益な機能を強調し、それらの使用方法に関する説明を追加するようにリリースノートが更新されました。
ダッシュボードのより多くのデータのファセットを追加 (ページ 383)

Einstein Analytics ダッシュボードの Salesforce オブジェクトとライブデータセットでデータソース接続を使用で
きることをユーザに通知するリリースノートが追加されました。

返品承認の管理 (ページ 434)

Salesforce 注文管理の新しい返品承認機能を説明するリリースノートが追加されました。

2020 年 9 月 23 日
他のエージェント、キュー、スキルへのチャットの転送

スキルベースでルーティングされるチャットの転送のサポートを知らせるリリースノートが追加されまし
た。

<apex:inputField> を使用する場合のエンティティ権限の上書き
<apex:inputField> の新しい属性は最初に Winter '21 で追加され、その後に以前の Summer '20 にも適用さ
れました。

1 か所での多要素認証の実装の促進
「時期」セクションの可用性情報が更新され、Salesforce ヘルプの「多要素認証」トピックへのリンクが追
加されました。

Community Cloud に代わる Experience Cloud の登場
Community Cloud の新しい名前を紹介するリリースノートが追加されました。

メタデータ API

Flow メタデータ型の FlowRecordDelete、FlowRecordLookup、FlowRecordUpdate、FlowStart、FlowDynamicChoiceSet サ
ブタイプでの新しい filterLogic 項目に関する情報が追加されました。この新しい項目は、検索条件ロ
ジックを使用して Flow クエリ結果を絞り込む方法を提供します。
Flow メタデータ型の新しい apiVersion 項目に関する情報が追加されました。
SecuritySettings メタデータ型の SessionSettings サブタイプの新しい enforceUserDeviceRevoked 項目に関す
る情報が追加されました。
Flow メタデータ型の FlowRule サブタイプの新しい doesRequireRecordChangedToMeetCriteria 項目に
関する情報が追加されました。
FlowSettings メタデータ型の新しい canDebugFlowAsAnotherUser 項目に関する情報が追加されました。

新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト
FlowVersionView オブジェクトの新しい ApiVersion および ApiVersionRuntime 項目に関する情報が追加
されました。

Tooling API の新規オブジェクトと変更されたオブジェクト
Flow オブジェクトの新しい ApiVersion 項目に関する情報が追加されました。

カスタムフロー画面コンポーネントのより簡単な設定 (正式リリース)

「理由」セクションがリリースノートに追加されました。
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Lightning Web コンポーネントのカスタムプロパティエディタの作成 (正式リリース)

Lightning Web コンポーネントのカスタムプロパティエディタのサポートが正式リリースされたことを発表す
るリリースノートが追加されました。

Bulk API 2.0

Bulk API 2.0 クエリによって返される列の順序に関する情報が追加されました。
見積品目エディタの商品のおすすめを使用した営業担当の売上増大

このプラグインは、顧客が実装したおすすめエンジンから商品のおすすめを取得することが明記されまし
た。

削除: Consumer Goods Cloud の AiVisitSummary の新しいオブジェクト (ページ 327)

このオブジェクトはまだ公開する準備が整っていないため、いくつかの改善を加えています。準備ができ
たらお知らせいたします。

特定の変更に対してのみ実行されるレコードトリガフローを使用してパフォーマンスを向上
以前は「エントリ条件によるレコードトリガフローのパフォーマンスと精度の向上」というタイトルだっ
たリリースノートが更新され、詳細が追加され、新しいオプションが説明されるようになりました。

Einstein 予測ビルダー: アクション満載のスコアカードで予測結果のエキスパートになる
豊富な情報が含まれる新しい Einstein 予測ビルダースコアカードに関するリリースノートが追加されまし
た。

Einstein 予測ビルダー: 予測のパフォーマンスを対話形式でテスト
Einstein 予測ビルダーの [結果の分布] グラフに関するリリースノートが追加されました。

レポートの強調表示で要点を示す
レポートの強調表示が Android 用の Salesforce モバイルアプリケーションにも導入されます。リリースノート
が更新され、画像が追加されました。

2020 年 9 月 16 日
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。
レポートでの返信総数とリンククリック総数の表示

High Velocity Sales レポートの新しい項目に関するリリースノートが追加されました。
Internet Explorer 11 での Lightning コミュニティ機能のテスト終了

Internet Explorer 11 の Community Cloud サポートの終了に関するリリースノートが追加されました。
タブ中心のダイアログを使い続ける方法 (更新、延期)

自動適用日が Winter '22 に変更されました。
特定のレコードが変更された場合にのみフローパスを使用

以前は「特定の変更が行われたときにだけ実行される決定結果の作成」というタイトルだったリリースノー
トが更新され、詳細が追加され、このオプションでレコードが評価される方法が説明されるようになりま
した。

メタデータ API

Flow メタデータ型の FlowRule サブタイプの新しい doesRequireRecordChangedToMeetCriteria 項目に
関する情報が追加されました。
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Analytics for Mortgage: Analytics for Mortgage アプリケーションによる売上増
Analytics for Mortgage アプリケーションの使用事例の詳細を追加するようにリリースノートが更新されまし
た。

プロセス自動化数式の結果の予測
プロセス自動化数式で予測を取得するために使用する Einstein Discovery PREDICT 関数が追加されました。

魅力的なメールテンプレートのインタラクティブな作成
エディションのリストから Essentials が削除されました。

Sandbox 組織で別のユーザとしてフローエラーをデバッグする
必須権限と機能の使用方法に関する情報が追加されました。

2020 年 9 月 11 日
Winter '21 アップグレードの前提条件

Winter '21 リリースの Health Cloud での新しい互換性要件を示すリリースノートが追加されました。
公衆衛生向け緊急時対応管理

Winter '21 リリースの公衆衛生向け緊急時対応管理での新しい互換性要件を示すリリースノートが追加され
ました。

2020 年 9 月 9 日
Outlook インテグレーションでの共有メールボックスとカレンダーのサポート

すべての Salesforce 本番組織が Winter '21 リリースを受け取った後に、共有メールボックスのサポートが利用
可能になることを示すようにリリースノートが更新されました。

削除: Einstein 活動キャプチャでの自動メールからの活動のブロック
この機能はまだ公開する準備が整っていないため、リリースする前に改善を加えています。準備ができた
らお知らせいたします。

Analytics for Mortgage: Analytics for Mortgage アプリケーションによる売上増、Wealth Management の顧客離れリ
スクの予測、Wealth Management に資産を追加する可能性の予測

アドオンライセンス情報を含めるようにリリースノートが更新されました。
Einstein Analytics for Healthcare の機能強化により使用事例に合わせてヘルスケアアプリケーションをカスタマ
イズ

Analytics for Healthcare の機能強化に関するリリースノートが追加されました。
フロー差し込み項目でのデータアクセス権の適用 (更新、延期)

リリース更新は関連レコードの差し込み項目に影響することを明記するように更新されました。
CPQ および Advanced Approvals の権限セットライセンスへの移行が完了

管理パッケージライセンスが権限セットライセンスに置き換えられたことを示すリリースノートが追加さ
れました。

Einstein Vision および Language OpenAPI 仕様のダウンロード
OpenAPI 仕様の使用可能状況を知らせるリリースノートが追加されました。
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メタデータ API

Flow メタデータ型の FlowTextTemplate サブタイプの新しい isViewedAsPlainText項目に関する情報が追加
されました。
自動 UI テストで問題が発生する可能性のある場所についての詳細が追加されました。

Lightning コンポーネントの連動関係アクセス権チェックの有効化 (更新、廃止)

この更新は廃止され、アクションは不要になりました。
商談のない注文の作成

Salesforce CPQ+ での商談のない注文の作成に関するリリースノートが追加されました。
イベント公開および配信の利用状況の監視

プラットフォームイベント利用状況総計値のストレージに関する情報が明記されました。
削除: クイックナビゲーションウィジェットを使用してホーム画面から Salesforce にアクセス

ウィジェットはまだ公開する準備が整っていないため、この機能をリリースする前に改善を加えています。
標準外部プロファイルを使用したセルフ登録やコミュニティおよびポータルへのログインをユーザに許可 (以
前にリリース済みの更新)

ユーザが標準外部プロファイルを使用してセルフ登録し、コミュニティにログインできるようにするため
の新しいリリース更新が追加されました。

レコードの削除前に実行するフローのトリガ
フローを実行できるユーザ、フローを実行する理由、およびフローの実行方法に関する詳細情報が追加さ
れました。

テキストのテンプレート設定の保存
テキストテンプレート設定が [テキストテンプレート] フローリソースに保存されるようになった理由に関
する詳細情報が追加されました。

ダブルダッシュの BEM 表記の廃止
この機能は Spring '21 ではなく Summer '21 に非推奨になることを示すようにリリースノートが更新されまし
た。

営業マネージャのデータアクセスのカスタマイズ
スクリーンショットが更新されました。

2020 年 9 月 2 日
[見積申請] アクションの表示条件の選択 (正式リリースとベータ)、公開 Web サービスからフローへのアクショ
ンの簡単な追加 (パイロット)、音声通話レコードを使用したイベント駆動型のおすすめの作成、Einstein おす
すめビルダーを使用して、AI によるおすすめを戦略に追加 (ベータ)

エディション情報が修正されました。
新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト

「コマース」セクションに新しいオブジェクト (ReturnOrderItemAdjustment および ReturnOrderItemTax) と更新さ
れたオブジェクト (OrderSummary、ReturnOrder、および ReturnOrderLineItem) の説明が追加されました。

新規追加または変更された標準プラットフォームイベント
「コマース」セクションに新しい ProcessExceptionEvent オブジェクトの説明が追加されました。
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Einstein 活動キャプチャが有効な場合に Outlook インテグレーションから手動でメールを記録
Einstein 活動キャプチャがオンの場合の手動メール記録は、Salesforce Inbox を使用しないユーザに適用される
ことが明記されました。

Inbox を備えた Outlook インテグレーションからメール追跡の位置情報を削除
Inbox を備えた Outlook インテグレーションでメールを追跡するときの位置情報の削除に関するリリースノー
トが追加されました。

Einstein 活動キャプチャが有効な場合に Gmail インテグレーションから手動でメールを記録
Einstein 活動キャプチャがオンの場合の手動メール記録は、Salesforce Inbox を使用しないユーザに適用される
ことが明記されました。

Inbox を備えた Gmail インテグレーションからメール追跡の位置情報を削除
Inbox を備えた Gmail インテグレーションでメールを追加するときの位置情報の削除に関するリリースノー
トが追加されました。

Salesforce for Outlook の廃止スケジュール
Salesforce for Outlook の特定の廃止日、2020 年 12 月 31 日が追加されました。

削除: 商談商品の機能強化
この機能にいくつかの変更が加えられたときに、OpportunityLineItem オブジェクトと他のオブジェクト間の
参照関係が削除されました。

プラットフォーム開発ツール
salesforcedx プラグインのプレリリースバージョンのインストールに関する情報が追加されました。

注文: 注文の新しい保存動作 (更新)

注文の新規保存方式リリース更新は CPQ および Billing ではサポートされない注記が追加されました。
Salesforce CPQ と Salesforce Billing: 動的な見積項目納入商品ライフサイクル管理、スタンドアロン注文

注文の新規保存方式は CPQ と Billing ではサポートされない注記が追加されました。
Apex

新しい getCaseIdFromEmailHeaders() メソッドが追加され、System 名前空間の
getCaseIdFromEmailThreadId() が非推奨になりました。

新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト
AppAnalyticsQueryRequest オブジェクト項目 HeaderFields が削除されました。

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
新しい lightning/uiAppsApi ワイヤアダプタモジュールが追加されました。

ユーザインターフェース API

/ui-api/nav-items リソースに新しい navItemNames パラメータが追加されました。
商談商品スケジュールを使用した取引先販売予測の改善 (パイロット)

取引先販売予測での商談商品スケジュール値の使用に関する注記が Manufacturing Cloud リリースノートに追
加されました。

2020 年 8 月 24 日
Salesforce Winter '21 リリースノート

公開済みプレビューリリースノート。
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フィードバックについて
貴社が成功を収めるために、ドキュメントがいかに重要であるのかを認識しています。そのため、成功要因と
失敗要因を把握したいと考えています。
• 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 (#Winter20Feedback 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。

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。
• Winter '21 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。
• Winter '21 リリース Web サイト。新しい機能を確認します。
• 「Winter '21 リリースの特長」モジュール。Spring '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。
• 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。
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http://www.salesforce.com/success-releasereadiness
http://twitter.com/salesforcedocs
https://trailblazers.salesforce.com/0694S000001A5tFQAS
https://trailblazers.salesforce.com/0694S000001A4sQ
https://www.salesforce.com/form/signup/prerelease-winter21/
https://www.salesforce.com/form/event/release-readiness-winter-21/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjJeA2SstEtK_gLah6PaT7uehjmtEa7PZ
https://www.salesforce.com/releases/winter-21/overview/
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/winter-21-release-highlights
https://admin.salesforce.com/releaseinabox
http://www.salesforce.com/success-releasereadiness
https://trailblazers.salesforce.com/0694S000000ftoM
https://status.salesforce.com/products/all/maintenances
https://sandbox-preview.herokuapp.com/


• 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。

機能が使用可能になる方法と状況

Winter '21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
るブラウザおよびデバイス

Salesforce Classic でサポートされる
ブラウザおよびデバイス

Einstein Analytics でサポートされる
ブラウザ

Salesforce 全体
2020 年 11 月 4 日 (水曜日) 以降、Salesforce リリースノートは Salesforce ヘルプ (Commerce Cloud、Marketing Cloud、
Customer 360 のリリースノートと同じ場所) にあります。多要素認証 (MFA) アシスタントを使用して、ユーザに
MFA をロールアウトします。Einstein Search で活動、場所、他の要素に基づいて検索結果をパーソナライズしま
す。Salesforce Anywhere のリアルタイムアラート、チャット、そして Lightning Flow の呼び出し可能なアクション
で CRM の未来を体験します (ベータ)。さらに、Salesforce の Customer 360 ガイドとソリューションキットを、複
雑なビジネスケースの解決、アプリケーション内ガイダンスへのカスタムテーマの追加、データに基づいた参
加者への特定アンケートページの表示などに役立てます。
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http://bit.ly/SandboxRefreshVideo
https://www.salesforce.com/blog/2020/08/winter-21-sandbox-preview.html
https://sforce.co/3lAcoWF
https://trailhead.salesforce.com/ja/help?article=Certification-Release-Maintenance-Schedule
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/trails/sf_release_prep
https://help.salesforce.com/articleView?id=000268403&type=2&language=ja


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 ヘルプのリリースノート
で新機能と優れたユーザエクスペ
リエンスの情報を取得

Winter '16 より前の Salesforce リリー
スのリリースノート PDF をダウン
ロード

多要素認証: アカウントアクセスの保護

1 か所での多要素認証の実装の促進

[設定] 内の「2 要素認証」ユーザ権
限と表示ラベルの名前変更

検索

新しい検索可能なオブジェクトが
検索結果の対象に

アジア言語での名前項目の検索結
果を改善

Salesforce Anywhere: ビジネスをリア
ルタイムで計画してスピードアッ
プ (ベータ)

クロスクラウド統合: Customer 360 ガイド、ソリューションキット

Customer 360 ガイドの紹介

コンシューマエクスペリエンスの
トランスフォーメーション

Lightning Experience エンゲージメント: アプリケーション内ガイダンスとヘルプメニュー

新規作成ページ、編集ページ、コ
ピーページへのアプリケーション
内ガイダンスの追加

アプリケーション内ガイダンスへ
のカスタムテーマ色の追加

アプリケーション内ガイダンスへ
の直接リンクの共有

ヘルプメニューからの Trailhead の
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

ヘルプメニューへのより多くのカ
スタムリソースの追加

Salesforce アプリケーション内コン
テンツについて

Salesforce アンケート: 参加者の環境の改善、アンケートテンプレート、他

データに基づくアンケートページ
の表示

メール内のアンケートの質問のパー
ソナライズ

300 人のユーザへのメールでのアン
ケートへの招待

テンプレートアンケートを使用し
て同僚の作業をすばやく開始

ページでの質問の並び替え

コピー元のアンケートからの翻訳
の保持

右から左へ記述される言語で回答
するときの参加者の環境の改善

メール送信除外設定の遵守

組織のメール制限の考慮

単一選択質問のデザインの変更

Lightning Scheduler: 制御された直接的な外部カレンダーの操作、組み込みフロー、スケジュールの柔軟性の
向上、その他

Lightning Scheduler の予定を外部カ
レンダーに直接書き込む

リソースの対応可能状況を外部カ
レンダーから直接確認

まったく新しい方法での予約のス
ケジュール

Lightning Scheduler フローでのカス
タムスケジュールポリシーの使用
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

ユーザ権限に関係なく Lightning

Scheduler フローを実行

顧客フローの管理

Lightning Scheduler のその他の変更

Salesforce インテグレーションを破
損する可能性がある、SameSite

Cookie の動作に関する Microsoft Edge

の変更への準備

Salesforce インテグレーションを破
損する可能性がある、SameSite

Cookie の動作に関する Firefox の変
更への準備

Optimizer アプリケーションの活用

強調表示パネルでのより多くのレ
コード情報の表示

Lightning Web コンポーネントの UI

の変更

レコードのコピーの UI への変更

ごみ箱検索機能の削除

Apple® Safari での設定ページおよび
Visualforce ページへのアクセス

Cisco Webex の廃止

Skype の廃止

タブ中心のダイアログを使い続け
る方法 (更新、延期)

デジタル信頼カードを使用した透
過的なビジネスの再開

サービス
合理化された設定、Sales Cloud のサポート、音声 API ツールキット (正式リリース) などを使用して、Service Cloud

音声の使用を開始します。オムニチャネルスーパーバイザが通話中に通話を表示してトレーニングやオンボー
ディングを改善できるようにします。新しいガイド付きテンプレートで Einstein ボットをより迅速に構築し、
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入力のおすすめ (ベータ) でインテントモデルを強化します。フィールドサービスタイムシートを使用すると、
従業員の時間をフィールドサービスソリューション内から直接追跡できます。簡単な設定と組み込みのベスト
プラクティスを使用してカスタマーサービスの設定を加速します。Service Cloud の次の新機能と他の機能を確
認してください。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Einstein for Service

Einstein ボット

更新されたボットのガイド付き設
定によりボットの作成をすぐに開
始

入力のおすすめを使用したインテ
ントモデルの強化 (ベータ)

高度な権限を使用したチームによ
るボット開発

新しいマップビューのアクセシビ
リティ機能の活用 (正式リリース)

Einstein ボットがより多くの言語に
対応

カスタムコンテキスト変数の対応
付けによる具体的な情報の取得

拡張ボットセッション総計値によ
る詳細なインサイトの取得

Einstein ボット: セッションタイムア
ウトの更新

Einstein ボット: ルーティングの更新

Einstein ケース分類

[Einstein を試す] のおすすめが迅速化
(リリース遅延)

制御項目は省略可能

自動更新問題のインサイトの入手

Einstin ケース分類の予測項目の詳細

Einstein 返信のおすすめ: 新しい柔軟な形式と複数言語のサポート
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

新しいドッキングフォーマットを
使用した会話の進行の維持

8 言語の返信のおすすめによるグ
ローバルリーチの拡大 (パイロット)

Einstein 記事のおすすめ: より簡単なエージェントアクセスと新しいデータチェック

Lightning Knowledge ユーザへの Einstein

記事のおすすめの表示 (更新)

データの欠陥の早期発見と修正

フィールドサービス

Field Service の新しい名前

タイムシートを使用した作業時間
の追跡 (正式リリース)

商品保証の記録

高度な繰り返しによる予防メンテ
ナンスの改善 (ベータ)

サービス契約品目の合計金額の取
得

BusinessHours.add で 1 日前の正しい
営業日を探す

翻訳された作業指示件名の取得
Field Service Scheduling

番地レベルのルーティングを使用
した移動時間の推定 (正式リリース)

サービス予定を使用した作業の優
先度の対象設定

状態チェックの新しいテストによ
る健全性の確保

ルーティングおよび最適化用の
Sandbox サービスのオフロード

Field Service Mobile アプリケーション

26

機能が使用可能になる方法と状況Salesforce Winter '21 リリースノート



Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

カスタム通知を使用した意味のあ
るメッセージの送信

タイムシートを使用した作業時間
の記録 (正式リリース)

通知のメッセージを逃さない

再設計されたアクションランチャー
による効率化

サービスの設定

チャネル

音声: Sales Cloud での正式リリース、API ツールキット、プロセス自動化ツール、コラボレーションと使いや
すさの改善

Voice を使用した Sales Cloud の強化

強化された設定による Voice 設定時
間の短縮

Service Cloud Voice ツールキット API を
使用したエージェントのための Next

Best Action の提案 (正式リリース)

音声コールレコードに基づいた
Lightning フロー、プロセス、ワーク
フローの開始

マクロとクイックアクションを使
用した音声コールレコードでの作
業の効率化

通話記録の一時停止と再開をエー
ジェントに許可

機能強化された通話記録プレーヤー
での通話記録の聴取

より直感的なユーザインターフェー
スを使用した適切なエージェント
への通話者の転送

組み込みのキーパッドを使用した
内線番号のダイヤル
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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

音声コールレコードでの Chatter を
使用したコラボレーションの強化

誤って通話を終了しないための警
告の取得

Service Cloud 音声のトランスクリプ
ト監視を使用したトレーニングの
促進

標準レポートでの Amazon Connect 料
金の追跡

パッケージへの音声コールカスタ
ム項目の追加

変更されたテレフォニーインテグ
レーション REST API による安全性の
確保
Messaging

リードと商談を使用したメッセー
ジングテンプレートの作成

メッセージングセッションオブジェ
クトの権限の指定

オムニチャネルルーティング種別
の名称変更

スキルベースのルーティングルー
ルを使用して適切なエージェント
にメッセージを転送

ブロードキャストメッセージング
を使用した一対多メッセージの送
信

チャット

オムニチャネルルーティング種別
の名称変更

スキルベースのルーティングルー
ルを使用した適切なエージェント
へのチャットの転送
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Web 用埋め込みサービス

チャネルメニューコード設定を使
用した顧客とのインタラクション
の再考

組み込みチャットおよびチャネル
メニューのコード設定を使用した
コミュニティのカスタマイズ

新しいメッセージアイコンを使用
したチャットの会話の追跡

スクリーンリーダーのボットの応
答の合理化

ナレッジ

Lightning Knowledge の共有の機能強化 (正式リリース)

ゲストユーザおよび大規模コミュ
ニティユーザとのナレッジ共有の
使用

公開およびアーカイブ済み記事の
所有権の移行

ドラフト記事での一括所有権変更
の実行

記事の所有権の変更の追跡

チャネルのナレッジの改善

リンク済み記事の権限の変更

ルーティング

スキルベースのルーティングの属
性設定の名称変更

オムニチャネルのスキルベースの
ルーティングルールを使用した、
適切なスキルを持つエージェント
へのチャットとメッセージのルー
ティング

チャットとメッセージングのルー
ティングタイプの名称変更

29

機能が使用可能になる方法と状況Salesforce Winter '21 リリースノート



Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

他のエージェント、キュー、スキ
ルへのチャットの転送

スーパーバイザに自分のチームの
エージェントのみを表示させる (正
式リリース)

Omni-Channel Supervisor での Service

Cloud 音声トランスクリプトの監視

ケース管理

メール-to-ケースの新しいスレッド
動作によるセキュリティの強化

事前作成済みフローによるエージェ
ントインタラクションの向上

事前作成済みマクロによるエージェ
ントの生産性向上

事前作成済みクイックテキストに
よる顧客とのインタラクションの
合理化

サービスの設定

その他の変更

サービスコンソール: 既存のレコー
ドの重複の回避

セールス
セールスケイデンスをフォルダに整理して共有したり、セールスケイデンスを一時停止したり、ステップの所
有者を変更したりします。独自のデータが十分にない場合でも Einstein リードスコアリングを使用します。商
談の変更の強調表示を使用して、パイプライン内で何が変更されたかを確認します。B2B Commerce、Service

Cloud、その他のシステムから発生した注文に対して請求書を作成します。さらに、コールコーチングユーザ
は、音声コールを共有できます。新しい接続と設定のオプションを使用して、Einstein 活動キャプチャをさらに
有効に活用します。そして、営業担当は、メールとテンプレートを使用して生産性がさらに向上します。

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
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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 コールコーチング

課題とトレンド用語に関連するイ
ンサイトの表示

音声コールの共有

コールコーチングダッシュボード
の機能強化

より多くの通話プレーヤー機能の
使用

音声コールレコードからの Chatter

へのアクセス

通話ハイライトメールで受信する
情報の追加

より多くの設定情報の表示

セールスケイデンスにアクセスで
きるユーザの制御

別の担当へのセールスケイデンス
の対象の引き継ぎ

セールスケイデンスの対象の一時
停止

対象の状況での作業キューの絞り
込み

より構造化された作業キューで整
理

作業キューの検索条件をセッショ
ン単位で適用して作業に集中

クリック発信先の番号の選択

High Velocity Sales のその他の変更

自動メールのユーザあたりの日次
制限の導入

セールスケイデンスの有効な対象
に対する制限の導入
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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

各セールスステップで一時停止さ
れた対象数の表示

レポートでの返信総数とリンクク
リック総数の表示

Salesforce Maps

Salesforce Maps

Uber を利用した目的地への到着

Lightning コンポーネントおよびフ
ローを使用した Salesforce Maps の拡
張

テリトリー計画の配置に一致する
図形レイヤのプロット

ルートの移動時間および距離のレ
ポート

Lightning Experience からの複数レコー
ドの対応付け

Map の新しい図形レイヤ

Salesforce Maps のその他の機能強化

Salesforce Maps テリトリー計画

配置の比較

テリトリー計画データを使用した
Salesforce 項目の更新

複数の国および地域のデータセッ
トの作成

配置データへのアクセスと復元

Field Service のテリトリーの計画

大きなデータセット用のレコード
の集計

新しいコンテナの発見

Salesforce Maps テリトリー計画のそ
の他の機能強化
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Salesforce Maps Advanced

外部データソースからのデータレ
イヤの作成

取引先チームのメンバーへのルー
トの割り当て

担当者の訪問ウィンドウの定義
Sales Cloud Einstein

商談スコアリングモデルの最適化

少ないデータで Einstein リードスコ
アリングを有効化

名前を変更した商談項目表示ラベ
ルに表示される主要な要因

商談とリードスコアリングを設定
するユーザ権限の追加

Einstein 活動キャプチャで次のレベ
ルへ

中核的なセールス機能

商談

変更された商談を一目で確認

Einstein 商談スコアリングの改善

コラボレーション売上予測

外出先での売上予測の取得

Lightning Experience の売上予測ページ
での商談フェーズの更新

エンタープライズテリトリー管理

注文

中核的なセールス機能のその他の変更

ObjectTerritory2Association に追加され
た PK Chunking サポート

元のテリトリー管理の廃止
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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

生産性機能

Einstein 活動キャプチャ

Microsoft Office 365 を Salesforce に接続
する方法の増加

Salesforce と接続済みアカウント間の
データフローの制御

メールインサイトを使用した見込
み客または取引先責任者から要求
を受けたタイミングの確認

新規ユーザによるデフォルトの共
有設定の変更の防止

ユーザの設定への追加の簡易化

Einstein 活動キャプチャを無効にし
たときの設定および構成の保持

Activities ダッシュボードの拡張機能

内部活動を使用した活動タイムラ
インの乱雑化の回避

メール操作環境

Lightning Experience での [対応可能時
間を挿入] を使用したミーティング
時間の簡単な調整

最適なタイミングでのリストメー
ルの送信

新しい最大サイズ 35 MB での大きな
メールの作成

デフォルトのメールの文字コード
を UTF-8 に変更

デフォルトの送信エラーアラート
を使用した取引先責任者およびリー
ドの合理化

メールテンプレート

34

機能が使用可能になる方法と状況Salesforce Winter '21 リリースノート



Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

魅力的なメールテンプレートのイ
ンタラクティブな作成

Salesforce Inbox モバイル
WDC

従来の Work.com の WDC への変更

Google とのインテグレーション

Gmail™ インテグレーション

Einstein 活動キャプチャが有効な場
合に Gmail インテグレーションから
手動でメールを記録

Inbox を備えた Gmail インテグレー
ションでの対応可能時間の挿入の
改善

Inbox を備えた Gmail インテグレー
ションからメール追跡の位置情報
を削除
Lightning Sync for Google

Microsoft® とのインテグレーション

Outlook® インテグレーション

古いバージョンの Outlook および
Windows での Outlook インテグレー
ションのサポート継続

Einstein 活動キャプチャが有効な場
合に Outlook インテグレーションか
ら手動でメールを記録

Outlook インテグレーションでの共
有メールボックスとカレンダーの
サポート

Inbox を備えた Outlook インテグレー
ションでの対応可能時間の挿入の
改善
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Inbox を備えた Outlook インテグレー
ションからメール追跡の位置情報
を削除
Lightning Sync for Microsoft® Exchange®

Salesforce の新規のお客様は Lightning

Sync を使用不可

一部の Microsoft Office 365 ユーザに必
要な設定変更
Salesforce for Outlook

Salesforce for Outlook の廃止スケジュー
ル

サービスが中断された場合のアク
セスの復元

バージョン固有の Salesforce for Outlook

リリースノートの検索

Salesforce CPQ と Salesforce Billing

Salesforce CPQ

見積品目エディタに表示される見
積項目の動的な制御

商談のない注文の作成

修正時のアドオン商品の販売、お
よび過去の日付にさかのぼって有
効になる修正の回避

ソリューションキットで CPQ と B2B

Commerce を接続

見積品目エディタの商品のおすす
めを使用した営業担当の売上増大

Salesforce Shield を使用したデータの
保護

見積品目の番号項目の値が一意で
あることを確認する検証の追加
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

使用量ベースの価格設定を使用す
る組織での注文商品を有効化する
権限の変更

CPQ および Advanced Approvals の権限
セットライセンスへの移行が完了
Salesforce Billing

顧客が何を購入したかの理解

CPQ 見積を使用しない注文および注
文商品の作成

Salesforce Billing オブジェクトの財務
アクションに関する情報の収集

請求期間に基づくキャンセルおよ
び修正の計算の調整

テストゲートウェイアダプタを使
用した Salesforce Billing 支払機能の実
証

Salesforce Billing での外部承認済み支
払の捕捉

請求期間作成ロジックの更新

Sales Cloud のその他の変更

Salesforce Inbox の組織レベルのメー
ル追跡設定の確認 (更新)

Industries
Winter '21 では、Salesforce の業種固有のソリューションがさらに強化され、顧客との距離が近づきます。Health

Cloud では、患者受け入れのドキュメント管理が合理化されるほか、新しい在庫管理機能と売上予測機能が提
供されます。Financial Services Cloud では、新しいコミュニティポータルテンプレート、準拠データ共有、改善さ
れたレコードの積み上げ集計が提供されます。Consumer Goods Cloud は店舗訪問の計画と在庫の維持に役立ちま
す。Manufacturing Cloud では、払い戻しと取引先販売予測をより詳細に制御できます。新しいデータ処理エンジ
ンが背景で動作しており、Salesforce データを活用してビジネスへの影響を増大するのに役立ちます。これらに
加えて、Salesforce の業種固有のソリューションラインアップに Public Sector Foundation が新しく追加されました。
これにより、行政サービス提供者とユーザに高度なサポートが提供されます。
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Health Cloud

Winter '21 アップグレードの前提条
件

インテリジェントなドキュメントの自動化: 患者サービスおよびサポートの受け入れの合理化

受け入れドキュメントのより適切
な処理

紹介の管理

受け入れドキュメントのデータの
暗号化

Intelligent Sales: モバイルでのフィールド在庫管理、商品の逐次化、他

外出先での在庫の管理

シリアル番号を使用した商品の追
跡

訪問中に承認された注文でのシリ
アル番号の追跡

Chatter 投稿通知を使用して常に転送
要求を把握

インテリジェントなセールスのそ
の他の変更

Einstein Analytics for Healthcare の機
能強化により使用事例に合わせて
ヘルスケアアプリケーションをカ
スタマイズ

Health Cloud の新規および変更され
たオブジェクト

Health Cloud の新規アプリケーショ
ンビルダーコンポーネント

Financial Services Cloud

Financial Services Cloud の住宅ローン: 事前作成済みのコミュニティと新しいフローによるカスタマーエクスペ
リエンスの拡張
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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

Financial Services コミュニティを使用
したローン処理のスピードアップ
と融資担当者の支援

新しい Financial Services Cloud フロー
とフロー画面コンポーネント

新しい概要ビュー Lightning アプリ
ケーションビルダーコンポーネン
トの使用

住宅ローンオブジェクトレコード
変更通知の取得

ローン申込の作成または更新と、
単一のエンドポイントからのレコー
ドの更新/挿入

ローン猶予ソリューションの作成
Analytics for Mortgage: Analytics for

Mortgage アプリケーションによる売
上増

Financial Services Cloud の保険: 世帯の保険契約の統合ビュー、保険契約のレコードタイプの検索条件、取引先
リレーションのサポート

保険契約コンポーネント: 世帯の保
険契約、レコードタイプの検索条
件、その他

取引先リレーションを使用した保
険レコードへのパートナーアクセ
スの簡素化

[印刷用に表示] を使用した保険レ
コードの詳細の印刷

Analytics for Insurance: 予測アプリケー
ションテンプレート、日付の絞り
込み、営業マネージャデータアク
セス

Financial Services Cloud の Wealth Management: 新しい予測機能
Predict Client Churn Risk for Wealth

Management (Wealth Management の顧
客離れリスクの予測)
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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

Predict the Likelihood to Add Assets for
Wealth Management (Wealth Management

に資産を追加する可能性の予測)

準拠データ共有: 準拠を強化するた
めの高度なデータ共有設定 (正式リ
リース)

Actionable Relationship Center: 複雑な
リレーションと関連リストの管理

Financial Services Cloud モバイル用
Lightning コンポーネントで生産性
を高める

Financial Services Cloud におけるレコードの積み上げ集計

ケースレコードの積み上げ集計を
使用した世帯ケースの可視化

レコードの積み上げ集計の最適化

レコードの一括積み上げ集計の改
善されたパフォーマンスおよび詳
細な制御

インタラクション日付の計算の迅
速化

ID ドキュメント項目の暗号化

新規および変更された Financial

Services Cloud オブジェクト項目

Financial Services Cloud の新規および
変更されたメタデータ型
REST API

Public Sector Solutions: ライセンスと許可の管理をよりシンプルに、高速に、そして透過的に (正式リリース)

Public Sector Solutions を使用した行
政サービスの変革

容易に設定できるデータモデルに
よる多様な認証プロセスの定義

階層ビューコンポーネントを使用
した申込の統合ビューの提供
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

検査管理モバイルアプリケーショ
ンによる効果的な検査の計画

代理指定人のライセンスと許可証
のニーズに合わせた機能が豊富な
ポータルの作成

代理指定人による申請のプランと
優先順位付けを支援する

動的フォームによる多様なライセ
ンスと許可証のニーズへの対応

自動承認プロセスによるライセン
スと許可証の発行の高速化

コード違反の追跡と規制基準への
コンプライアンスの適用

Public Sector Solutions の新しいオブ
ジェクト

Public Sector Solutions の新しいメタ
データ型

Consumer Goods Cloud: 直接店舗配送、訪問推奨などの機能

Einstein 訪問のおすすめ: 適切なタイ
ミングでの適切な店舗への訪問を
計画

配送 ToDo を使用した店舗へのタイ
ムリーな配送

訪問の実行: 柔軟性と生産性の向上

Consumer Goods 標準オブジェクトに
基づいたカスタム ToDo の作成

訪問の絞り込みと並び替え

Consumer Goods Cloud のその他の変
更

店舗のリテールエグゼキューショ
ンの強化

Consumer Goods Cloud の新しいオブ
ジェクト
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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

Manufacturing Cloud: 払い戻し (パイロット)、機能強化された取引先販売予測

払い戻し管理: 払い戻し処理のワンストップソリューション (パイロット)

払い戻し金額を容易に計算するた
めの払い戻しプログラムの定義 (パ
イロット)

払い戻し支払の処理 (パイロット)

コミュニティを介してパートナー
に払い戻し情報を提供 (パイロット)

販売計画の更新と取引先販売予測の計算の柔軟性の向上

販売計画の更新期間の開始を定義
して今後に備える

販売計画を指定してより高い精度
で取引先販売予測を計算

取引先販売予測での商談確度の使
用

商談商品スケジュールを使用した
取引先販売予測の改善 (パイロット)

Lightning External Apps ライセンスで
の製造業パートナーコミュニティ
テンプレートの使用

Einstein Analytics for Manufacturing: 目標分析、マネージャのデータアクセス制御

目標に対する営業パフォーマンス
の追跡

営業マネージャのデータアクセス
のカスタマイズ

変更された Manufacturing Cloud メタ
データ型

変更された Manufacturing Cloud

Tooling API オブジェクト

一括管理: 数回のクリックでの大量のデータの処理 (パイロット)

大量のレコードを処理するための
一括処理ジョブの定義 (パイロット)
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

一括処理ジョブのスケジュール (パ
イロット)

一括処理ジョブの監視 (パイロット)

Data Processing Engine: まったく新しい方法での組織のデータの変換 (パイロット)

数回のクリックでのデータの変換
(パイロット)

Data Processing Engine の実行 (パイ
ロット)

Data Processing Engine の状況の追跡
(パイロット)

公衆衛生向け緊急時対応管理

Winter '21 アップグレードの前提条
件

Analytics
Analytics には、レポートとダッシュボード、Einstein Analytics、および Einstein Discovery が含まれます。クイックス
タートテンプレートを使用すると、すばやく簡単に Einstein Discovery を開始できます。未加工のローカル Salesforce

データを Snowflake データレイクにエクスポートします。サードパーティの ETL ツールは必要ありません。スケ
ジュールされたモデルの更新を使用して、Einstein Discovery 予測モデルを更新するために必要な手動ステップの
一部を自動化します。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Einstein Analytics の新しい名前の導
入: Tableau CRM

レポートとダッシュボード

メールで配信されるレポート結果
の受信登録 (正式リリース)

カスタムレポートタイプへの項目
の自動追加 (ベータ)

Einstein Analytics

設定およびデータインテグレーション
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Sync Out を使用した Snowflake の古い
Salesforce データの回避 (ベータ)

レシピから Snowflake への Einstein

Analytics データセットの書き込み (正
式リリース)

次世代のデータプレップを使用し
たデータプレップ (正式リリース)

データプレップでより多くの関数
を使用して計算済み数式列を作成

コードを使用しないクリックのみ
の日時変換を使用した日付の計算

集計関数を使用した統計の迅速な
計算

レシピでのプレビュー表示数の増
加

データプレップレシピの行レベル
セキュリティの管理

データマネージャからワンクリッ
クでデータセットを編集

[設定] からの自動インストール
Analytics アプリケーションの監視と
更新

事前作成済みテンプレートおよびアプリケーション

Revenue Operations Analytics アプリケー
ションでの営業パフォーマンスに
関するインサイトの改善

アプリケーションの構築

一部のテーブル列の固定と、残り
の列のスクロール

グループ化された列のすばやい展
開または折りたたみ

ディメンションの 1 クリックアク
ションのカスタマイズ

44

機能が使用可能になる方法と状況Salesforce Winter '21 リリースノート



Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Snowflake でのデータに関するインサ
イトの直接的な取得 (正式リリース)

ローカルタイムゾーンの日時デー
タを使用したインサイトの精度の
向上 (ベータ)

条件付き書式を使用したダッシュ
ボードテキストの主要な総計値の
強調

ロック済みまたは非表示の検索条
件を使用した組み込みダッシュボー
ドのデータの保護

再利用可能なダッシュボードコン
ポーネントを使用したダッシュボー
ドの作成および管理の時間の節約
(パイロット)

ダッシュボードのより多くのデー
タのファセットを追加

自動インストールの Analytics テンプ
レートの作成

イベントログファイルの Einstein

Analytics データのダウンロードを表
示する
Einstein Discovery

カスタム改善テキストを使用した
ユーザアクションのガイド

プロセス自動化数式の結果の予測

ストーリーの 1 つの変数の高カー
ディナリティの有効化

データが正規分布かどうかの視覚
的な判断

自動更新を使用したモデルの定期
的な更新

データセット変更通知と適用され
た検索条件による最新情報の入手
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

データプレップ中のデータセット
への予測の組み込み (パイロット)

機密変数を使用したストーリーの
異種影響の最小化

テンプレートを使用したストーリー
の作成の迅速な開始

適切に調整された XGBoost および
GBM モデル

Salesforce 組織での外部モデルの実装
(パイロット)

ランダムフォレストアルゴリズム
を使用した正確なモデルの作成 (パ
イロット)

説明を使用したストーリーバージョ
ンへの注釈の追加

分析中のストーリーの作成のキャ
ンセル

Einstein Discovery ストーリーの迅速な
読み込み

Einstein 予測サービスで予測の焦点
を絞る

すべてのユーザのための Analytics

Einstein Analytics ウォッチリストによ
る重要な総計値の監視 (正式リリー
ス)

レンズおよびダッシュボードウィ
ジェットを登録してタイムリーな
最新情報をメールで取得 (正式リ
リース)

ダッシュボードおよびレンズの画
像を共有するユーザの制御

モバイルアプリケーション

SAQL の新機能
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Einstein Analytics のカスタム会計年度
サポートの取得 (正式リリース)

SAQL で複数値項目を文字列項目に
変換 (ベータ)

1 つのカスタムタイムゾーンを使用
したローカルタイムゾーン固有の
クエリの作成 (ベータ)

SAQL クエリでの三角関数と ASCII 変
換関数の使用

より多くの会計年度データの関数
を使用した日付情報へのアクセス

コマース
Salesforce 注文管理および LightningB2B Commerce の新機能を確認してください。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Salesforce 注文管理

プロセス例外の管理

返品承認の管理

新しく更新された注文管理フロー
へのアクセス

カスタム番号および状況を使用し
た注文概要の作成

カスタム支払方法の処理
Lightning B2B Commerce

外部ユーザによる外部管理取引先
のユーザの代理購入および管理

改善された注文概要コンポーネン
トの使用

47

機能が使用可能になる方法と状況Salesforce Winter '21 リリースノート



Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Time to Live を使用した正確なチェッ
クアウト情報の提供

B2B Commerce インテグレーション
ダッシュボードを使用した迅速な
接続

配送方法コンポーネントを使用し
た配送オプションの表示

購入者へのボリューム割引に関す
るわかりやすい情報の提供

価格設定ワークスペースでの B2B

Commerce 価格設定の管理

1 箇所でのすべての商品の確認とア
クションの実行

関連付けられているストアの表示
と商品の検索機能の管理

価格設定とエンタイトルメントを
表示するためのストアへの購入者
グループの関連付け

ストアの検索結果のブックマーク

検索結果がない場合の環境の簡単
な取得

商品検索結果のブレッドクラムの
表示または非表示

すべてのカート品目の追加、リス
トの名前変更、リストの削除 (ベー
タ)

カートエラーの永続的な非表示

コミュニティ
このリリースでは新しい機能が追加され、機能強化が行われています。イメージを改善するために、Experience

Cloud という新しい名称が導入されます。レコード項目に基づいてレコード詳細ページを変更できる、よりき
め細かい利用者の条件を活用できます。最新の Build Your Own (LWC) テンプレートには、Lightning Locker のアップ
グレードバージョン、カスタム URL パス、SEO のサポートなどの変更が含まれています。また、以前のリリー
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スで導入された複数のゲストユーザセキュリティ設定に適用により、データの安全性が以前よりも高まってい
ます。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Community Cloud に代わる Experience

Cloud の登場

Lightning コミュニティ

予定されている CSP の変更に備えた
コミュニティの準備

[ページ] メニューを使用したページ
および URL の管理

レコードベース条件によるレコー
ド詳細ページへの利用者の適用

[印刷用に表示] による Lightning コ
ミュニティレコードの詳細とリス
トの印刷

Bolt ソリューションのタイルメ
ニューのパッケージ化

外部ユーザが外部管理取引先を使
用して他のユーザを管理できるよ
うにする

トピックコンポーネントのトピッ
ク ID 項目の復活

開発者の生産性

LWC ベースのテンプレートを使用
した迅速かつ効率的な環境の構築
(パイロット)

コミュニティによる
lightning:hasPageReference、および
lightning:navigation のデフォルト項
目値のサポート

ゲストユーザ

[ゲストユーザのレコードアクセス
権を保護] を無効化できない (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

ゲストユーザによって作成された
レコードのデフォルトの所有者へ
の自動的な割り当て (以前にリリー
ス済みの更新)

ゲストユーザに対するオブジェク
ト権限を減らす

ゲストユーザのオブジェクト権限
の変更からのオプトアウト (以前に
リリースされた更新)

ゲストユーザプロファイルでの「す
べてのユーザの表示」などの権限
の削除 (以前にリリース済みの更
新、適用済み)

[ゲストユーザがこのコミュニティ
の他のメンバーを表示できるよう
にする] 設定の無効化

管理トピックの画像のセキュリティ
の改善

<apex:inputField> を使用する場合の
エンティティ権限の上書き

セキュリティと共有

ユーザに SMS での認証を許可

メールアドレスの変更通知のカス
タマイズ

その他の変更

Internet Explorer 11 での Lightning コ
ミュニティ機能のテスト終了

Lightning コミュニティの信頼済み
サイトパスで大文字と小文字を区
別

標準外部プロファイルを使用した
セルフ登録やコミュニティおよび
ポータルへのログインをユーザに
許可 (以前にリリース済みの更新)
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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

ユーザ設定コンポーネントおよび
ユーザプロファイルのサマリーと
画像コンポーネントの置き換え

大規模コミュニティユーザの記事
の共有の有効化

組み込みチャットおよびチャネル
メニューのコード設定を使用した
コミュニティのパーソナライズ

最終更新日が復活

Salesforce CMS
公開コンテンツをコンテンツ配信ネットワーク (CDN) で共有し、ローカルドライブから Salesforce CMS に画像と
ドキュメントをインポートし、フォルダで CMS コンテンツを整理します。

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

コンテンツ配信ネットワーク (CDN)

を使用した CMS コンテンツの提供

ローカル画像とドキュメントの
Salesforce CMS へのインポート

フォルダを使用した Salesforce CMS

コンテンツの整理

Salesforce CMS での CMS コレクショ
ンコンポーネントのナレッジ記事
のサポートを追加

強化されたリッチテキストエディ
タでのより簡単なコンテンツの追
加

Salesforce CMS アプリケーションと
タブをデフォルトで有効化

Salesforce CMS でのコンテンツタイ
プによる絞り込み
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Files
Connect REST API のファイル変換を Adobe Flash から SVG に切り替えます。

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

Connect REST API でのファイル変換
の切り替え

モバイル
ランチパッド、活動タイムライン、他の生産性向上機能を使用して、Salesforce モバイルアプリケーションでよ
り多くの作業を実行できます。通知機能では、カスタム通知をより詳細に制御できます。コミュニティ向け
Mobile Publisher で Marketing Cloud プッシュ通知 (パイロット) がサポートされるようになりました。Salesforce Anywhere

のリアルタイムアラート、チャット、推奨アクション (ベータ) を使用して CRM の未来を体験します。

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

Salesforce モバイルアプリケーション

Salesforce モバイルアプリケーションのすべての新機能

Salesforce モバイルアプリケーション
の要件の変更

ユーザの重要なページへのショー
トカットの作成

改善されたスクロールによるアプ
リケーションのナビゲーション

iOS での活動タイムラインを使用し
た活動の追跡

レポートの強調表示で要点を示す

カレンダーの月表示による全体像
の把握

モバイルユーザがレコードページ
からダッシュボードにアクセスす
る方法の合理化

Android の新しいモバイルナビゲー
ション項目を使用した外出中での
Einstein Analytics へのアクセス
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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

Financial Services Cloud モバイル用
Lightning コンポーネントで生産性を
高める

Android デバイスのセキュリティパッ
チの更新

App Store および Google Play の更新

通知

[カスタム通知を送信] アクションに
ユーザ権限が必要 (更新)

ページ参照ナビゲーションを使用
してカスタム通知の受信者を新し
い場所に移動

Mobile Publisher

Marketing Cloud 通知の設定 (パイ
ロット)

モバイルデバイスのカメラを使用
したバーコードのスキャン (ベータ)

コミュニティアプリケーションで
のユーザのナビゲーション方法の
カスタマイズ (パイロット)

Salesforce Anywhere

カスタマイズ
新しいレイアウトオプションやデバッグオプションでフローを作成してテストし、レコードが削除されたとき
にフローを起動します。Lightning アプリケーションビルダーで動的フォームと動的アクションを使用してレ
コードの詳細を分割し、より柔軟な Lightning ページを作成します。Einstein のおすすめビルダーを使用したおす
すめ (ベータ) を行います。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Lightning フロー
Flow Builder
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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

レコードの削除前に実行するフロー
のトリガ

Sandbox 組織で別のユーザとしてフ
ローエラーをデバッグする

キャンバス上での自動起動フロー
の直接デバッグ (ベータ)

自動レイアウトでフロー要素を自
動的に配置 (ベータ)

特定の変更に対してのみ実行され
るレコードトリガフローを使用し
てパフォーマンスを向上

特定のレコードが変更された場合
にのみフローパスを使用

すべての Flow Builder 要素で AND、
OR、およびカスタム演算子を使用
する

リンクをクリックするだけで Flow

Builder エラーを特定する

トリガを使用した自動起動フロー
で関連レコードデータに簡単にア
クセスする

フローのあらゆる場所で Salesforce

組織のグローバル変数を使用する

Flow Builder での差し込み項目の表示
ラベルの表示

テキストのテンプレート設定の保
存

選択リストコンポーネントと複数
選択リストコンポーネントのフロー
画面プレビューでインタラクティ
ブ機能を廃止

Lightning フローの管理
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

個別のフローとプロセスの実行時
動作の変更を都合に合わせて採用
する

[設定] の [フロー] ページでフローの
トリガをすばやく確認する

フローインタビューログのフロー
表示ラベルと画面表示ラベル

共有なしのシステムコンテキスト
でフローを実行することによる外
部ユーザのおすすめオブジェクト
へのアクセス

Salesforce Classic でレコード所有者が
変更された時点でフローを実行す
る

Lightning フロー拡張

複数のオブジェクトで機能するフ
ロー画面コンポーネントの作成 (正
式リリース)

カスタムフロー画面コンポーネン
トのより簡単な設定 (正式リリース)

複数のオブジェクトで機能するカ
スタムフロー画面コンポーネント
およびアクションのより簡単な設
定

公開 Web サービスからフローへの
アクションの簡単な追加 (パイロッ
ト)

Lightning フローリリース更新

同じコンテキストと同じユーザア
クセス権で一時停止中のフローイ
ンタビューを再開する (更新)

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 (更新、延期)
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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

呼び出し可能アクションの部分的
保存の有効化 (更新、延期)

フロー差し込み項目でのデータア
クセス権の適用 (更新、延期)

フローでの従来の Apex アクション
のアクセス修飾子の考慮 (更新、延
期)

Apex クラスへの明示的なアクセス
権を適用するルールの無効化 (更
新、延期)

プロセスおよびフロー数式での null

のレコード変数または参照関係項
目の null 値の確認 (更新、延期)

自動項目更新によるメール通知の
抑制の防止 (以前にリリース済みの
更新)

API バージョン 50.0 でのフローおよ
びプロセス実行時の改善

Lightning アプリケーションビルダー

動的フォームでレコードの詳細を
分割 (正式リリース)

動的アクションの新しい柔軟性を
デスクトップ (正式リリースおよび
ベータ) とモバイル (ベータ) でフル
に活用

Lightning ページのパフォーマンス
の分析

Lightning アプリケーションビルダー
のヘッダーとツールバーの変更

Lightning ページをパッケージ化す
るときのレコードタイプの取得

Lightning アプリケーション設定の
アプリケーションのパフォーマン
ス (ベータ) 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

Lightning アプリケーションビルダー
のアクセシビリティの改善

Einstein ビルダー: パーソナライズされたおすすめの提供 (ベータ)、予測のパフォーマンスのテスト、数値予
測でのレコードの信頼性範囲と上位予測因子の表示

Einstein のおすすめビルダーを使用
したおすすめ (ベータ)

Einstein 予測ビルダー: アクション満
載のスコアカードで予測結果のエ
キスパートになる

Einstein 予測ビルダー: 予測のパ
フォーマンスを対話形式でテスト

数値予測でのレコードの上位予測
因子と信頼性範囲の表示

グローバリゼーション

改善されたメール通知による翻訳
のインポートエラーの理解

ICU ロケール形式の有効化 (以前に
リリース済みの更新)

クメール語を使用するユーザとつ
ながる

より大きいデータ翻訳ファイルの
インポートおよびエクスポート

翻訳インポートまたはエクスポー
ト要求は一度に 1 つだけ送信できる

プロファイルと権限

プロファイル検索条件オプション
による組織のセキュリティの強化

「すべてのプロファイル参照」権
限の確認

プロファイル内の権限のコピーの
制限

Professional Edition での権限セット
グループの使用
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

カスタム権限の [ライセンスが必要
です] オプションを確認する

Salesforce Connect

指定ログイン情報と外部データソー
スの認証へのアクセス制限

Salesforce Connect が HIPAA に準拠

外部オブジェクト ID の対応付けの
有効期限

Einstein Next Best Action

HIPAA 準拠 Einstein Next Best Action

によるヘルスケアデータの保存と
暗号化

音声通話レコードを使用したイベ
ント駆動型のおすすめの作成

Einstein おすすめビルダーを使用し
て、AI によるおすすめを戦略に追
加 (ベータ)

外部サービス

従来の外部サービス登録の管理と
再作成

従来の外部サービスバージョンの
廃止

共有

組織の共有設定と条件に基づく共
有ルールの同時リリース

[ゲストユーザの組織の共有設定と
共有モデルの保護] の無効化不可 (リ
リース遅延)

項目

カスタム項目の表示ラベルの HTML

の表示の無効化 (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

Lightning Experience での削除済み項
目の管理

カスタムメタデータ型

カスタムメタデータ型での地理位
置情報データ型リレーションのサ
ポート

カスタムメタデータ型の作成時に
サポート対象のリレーションエン
ティティを表示

一般設定

ユーティリティバーの配置の選択

[見積申請] アクションの表示条件の
選択 (正式リリースとベータ)

[設定] でのレコードタイプ作成の変
更

参照項目でレコード名を表示する
権限の必須化 (以前にリリース済み
の更新)

標準プロファイルでの標準オブジェ
クト編集の無効化 (更新)

セキュリティ、プライバシー、ID
正式リリースされたセキュリティセンターを使用して、複数の組織のセキュリティ、プライバシー、ガバナン
スポリシーを管理します。正式リリースされたモバイルデバイス追跡を使用してモバイルデバイスアクセスを
表示して管理します。新しい Salesforce 組織はデフォルトで [私のドメイン] を取得し、既存の組織では [私のド
メイン] を定義する必要があります。3 つの新しいリアルタイムイベントモニタリングイベントを使用して組
織を監視します。保健受付ドキュメントに関連付けられた項目を暗号化して、一部の Financial Services Cloud ド
キュメントを暗号化します。

Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

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

多要素認証アシスタントを使用し
た多要素認証の実装

多要素認証の用語の使用にアップ
グレード

モバイルデバイス追跡を使用した
デバイスの表示および取り消し

Identity Connect を使用した権限セッ
トと公開グループの管理

OAuth エンドポイントへのクロスオ
リジン要求の実行

Salesforce が ID プロバイダである場
合の SAML メッセージの保護

小文字の Sandbox 名を使用するため
の ID プロバイダ SAML 要求の更新

OAuth 2.0 ユーザエージェントフロー
で更新トークンの
mobileauth.salesforce.com リダイレ
クト URL をサポート

「ログイン時に ID の確認をスキッ
プ」権限の明確化

ドメイン

[私のドメイン] のリリース (更新)

新しい Salesforce 組織作成時の [私の
ドメイン] の定義

Visualforce、エクスペリエンスビル
ダー、Site.com Studio、コンテンツ
ファイルの URL の一貫性の確保 (更
新、延期)

サイトのセキュアでない HTTP 接続
を許可する設定の削除

Salesforce Shield

Shield Platform Encryption: ドキュメントに関連付けられたデータの暗号化、非推奨のリリース更新
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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

保健受付ドキュメントに関連付け
られたデータの暗号化

ID ドキュメント項目の暗号化

Salesforce CPQ データの暗号化

「システム管理者プロファイルか
ら「暗号化鍵を管理」権限を削除」
リリース更新の非推奨 (以前にリ
リース済みの更新)

イベントモニタリング: トランザクションセキュリティの廃止、新しいイベント

従来のトランザクションセキュリ
ティ: 終了

BulkApiResult イベントを使用してデー
タ損失の防止

新しい ApiAnomalyEvent を使用した
API クエリの異常の検出

Event Monitoring Analytics アプリケー
ションの予期しない例外の分析

イベントログファイルの Einstein

Analytics データのダウンロードを表
示する

再構築された JSON 形式と脅威デー
タのより簡単な相関付け

その他の変更

セキュリティ、プライバシー、ID

リリースノートセクションに対す
る変更

セキュリティセンターを使用した
セキュリティポリシーモニタリン
グの合理化 (正式リリース)

TLS 1.2 暗号化の確認と更新

Apex Crypto クラスによる ECDSA の
サポート

61

機能が使用可能になる方法と状況Salesforce Winter '21 リリースノート



Customer 360 Truth
Customer 360 Truth の新機能を確認してください。より多くの ID 検証オプションとデータ統合をユーザに提供
し、パーソナライズされたインタラクションを可能にします。1 つのアプリケーションを使用して、複数の
Salesforce 組織を監視するポリシーを作成します。

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

Customer 360 Audiences

Customer 360 データマネージャ

お客様とパートナーの ID

コミュニティユーザ、顧客、パー
トナーが SMS で ID を確認

コミュニティユーザ、パートナー、
顧客のメールアドレス変更時に確
認が必要 (更新)

コミュニティのメールアドレス変
更の検証メールのカスタマイズ

プライバシーおよびデータコンプライアンス

プライバシーセンター

同意イベントストリーム

リリース
これらのコンポーネントを変更セットに追加して、組織間でカスタマイズを送信します。

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

新しい変更セットコンポーネント

開発
Lightning コンポーネント、Visualforce、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。
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Lightning コンポーネント

lightning-input-rich-text ベースコン
ポーネントへのカスタムボタンの
追加 (ベータ)

第二世代パッケージでの Lightning

メッセージチャネルのサポート

クライアント側キャッシュのタイ
ムアウトの増加

ui 名前空間の Aura コンポーネント
の廃止

DOM API の変更で必要になる可能性
のある UI テストの更新

複数のオブジェクトで機能するフ
ロー画面コンポーネントの開発 (正
式リリース)

Lightning Web コンポーネントのカ
スタムプロパティエディタの作成
(正式リリース)

フローの汎用 sObject および sObject[]

入力を使用するカスタムプロパティ
エディタの作成

Lightning Web コンポーネントプレ
イグラウンドの廃止

リリース更新: @AuraEnabled Apex クラスへのプロファイルベースのアクセスの適用、その他

ユーザプロファイルに基づくゲス
トユーザとポータルユーザの
@AuraEnabled Apex メソッドへのアク
セスの制限 (更新、適用済み)

ユーザプロファイルに基づく認証
済みユーザの @AuraEnabled Apex メ
ソッドへのアクセスの制限 (更新、
適用済み)
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Lightning コンポーネントの連動関係
アクセス権チェックの有効化 (更
新、廃止)

暗黙的な共有での @AuraEnabled Apex

コントローラの with sharing の使用
(更新、延期)

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 (更新、延期)

Lightning コンポーネントマークアッ
プの Apex プロパティでのアクセス
修飾子の適用 (更新、延期)

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 (更
新、延期)

Lightning コンポーネントの安全な静
的リソースの有効化 (更新、延期)

Einstein Vision および Language

Einstein Vision および Language

OpenAPI 仕様のダウンロード

Einstein Vision: 表示ラベルを返すエンドポイントの非推奨化と置換

例を返す Einstein Vision エンドポイン
トの非推奨化

Einstein Language: 複数言語での Einstein Intent モデルの作成

例を返す Einstein Language エンドポ
イントの非推奨化

Visualforce

第二世代パッケージでの Lightning

メッセージチャネルのサポート

Visualforce URL の短縮

Visualforce ページでの連続した API

ナビゲーションコールの防止 (更
新、延期)
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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

<apex:inputField> の新しい属性によ
るエンティティ編集権限の上書き

Apex

安全なナビゲーション演算子を使
用した Null ポインタ例外の回避

Apex コールアウトの PATCH HTTP メ
ソッドを使用したリソースの更新

Apex からのカスタム通知の送信

RequestId および Quiddity を使用し
た実行時の Apex コンテキストの検
出

新しい sObject エラーメソッドを使
用した Apex テストの改善

最大 50,000 件の Big Object レコード
の一括削除

@namespaceAccessible アノテーショ
ンのサポートの強化

API

Composite 要求の強化

パッケージ化

Salesforce CLI を使用したパッケージ
ツリーの視覚化

ロック解除済みの第二世代管理パッ
ケージへのアップグレードのスケ
ジュールおよび転送 (正式リリース)

不要なパッケージおよびパッケー
ジバージョンの削除

パッケージエラー通知の取得

ロック解除済みパッケージのコー
ドカバー率の適用
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

パッケージバージョン作成テスト
でのパッケージ化されていないメ
タデータの指定 (パイロット)

ライセンス管理組織での多要素認
証の設定

使用できなくなるブランチパッケー
ジ組織

スクラッチ組織: 組織シェイプと新機能

組織のシェイプを使用したスクラッ
チ組織の作成の簡易化 (ベータ)

機能が追加されたスクラッチ組織
の作成

プラットフォーム開発ツール

Salesforce CLI のプレリリースバー
ジョンのインストール

Lightning Design System: スタイル設定フックおよび他のコンポーネントブループリントの機能強化

Lightning Design System スタイル設
定フックを使用したコンポーネン
トのカスタマイズ (ベータ)

ダブルダッシュの BEM 表記の廃止

Lightning Design System コンポーネ
ントブループリントの更新

AppExchange パートナー

AppExchange の Marketplace Analytics

の地域別の活動の概要を使用して、
リスト活動を促進している場所を
確認

AppExchange の App Analytics シミュ
レーションモードを使用したカス
タムインテグレーションのテスト

変更データキャプチャ

追加項目による変更イベントメッ
セージの強化 (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

追加のオブジェクトに関する変更
イベント通知の受信

プラットフォームイベント

ユーザインターフェースからのプ
ラットフォームイベントトリガ登
録の管理

イベント公開および配信の利用状
況の監視

プラットフォームイベントメッセー
ジの公開後の Apex コールアウトの
実行

大規模プラットフォームイベント
公開操作の状況の取得 (ベータ)

Quip
組み込み Quip 文書をテンプレートとしてマークします。Quip のテンプレートライブラリを使用してテンプレー
トの利用を促進します。ユーザエンゲージメントに関する詳細な総計値を取得して、ユーザの Quip テンプレー
ト使用状況を把握します。Quip 文書またはスプレッドシートにインラインのライブ Salesforce データメンション
を追加します。Salesforce と Quip のハイブリッドのリレーションの対応付けを作成します。

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

Quip Setup Starter 管理パッケージを
使用した Quip for Customer 360 機能
の発見

Quip と Salesforce での Quip テンプ
レートの管理 (テンプレートライブ
ラリ)

組み込み Quip テンプレートでの総
計値を使用したユーザエンゲージ
メントに関するレポート

Quip 文書へのインラインの
Salesforce レコード項目の追加 (デー
タメンション)
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Salesforce ライブデータを使用した
Quip でのリレーションの対応付け
の作成

Salesforce レコード権限を使用した
リンクされた Quip 文書へのアクセ
ス権の決定

Quip での Salesforce のライブデータ
の管理

Salesforce への Quip 接続状況のテス
ト

Quip での検索条件を使用した
Salesforce リストビューのカスタマ
イズ

Quip for Customer 360 の設定、有効
化プロセス、その他の機能強化の
簡略化

新しい Quip API を使用したカスタム
オートメーションの作成

Pardot
機能強化されたメール環境を使用してメールテンプレートおよびメールコンテンツを作成、送信、管理できま
す。Salesforce CMS に接続してメールマーケティング用の画像をホストして再利用し、頻繁に使用するメールレ
コードに関する積み上げ総計値を取得できます。インポートエラーを解決した後にプロスペクトを迅速に再同
期して、Einstein 属性の成功マイルストンをカスタマイズ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

Pardot メール環境: メールのデザイン変更

エンゲージメールの簡単な作成

メール用の Salesforce CMS からの画
像の挿入

Lightning Experience での集計メール
総計値の確認

68

機能が使用可能になる方法と状況Salesforce Winter '21 リリースノート



Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

Lightning Experience でのメールのプ
レビューとテスト

メール送信の定義

分析とレポート

Pardot Einstein 属性の成功マイルス
トンの選択

新しいキャンペーンインサイトを
使用した顧客の理解

よりわかりやすい B2BMA ダッシュ
ボード総計値の取得

プロスペクトのカスタム項目デー
タの迅速な取得 (ベータ)

Pardot でのより正確なメールの開封
およびクリック率の表示

自信を持ってリストメール統計を
再計算

マーケティングアセットとドメイン

Pardot プラグインでの WordPress ブ
ロックエディターのシームレスな
使用

Salesforce SSO を使用した WordPress

プラグインの認証

新しい Pardot トラッカードメイン
の自動的な保護

任意のトラッカードメインを使用
したより多くの Pardot アセットの
カスタマイズ

取引先の取引先責任者関連リスト
からのプロスペクトリストへの追
加

解決済みエラーを使用したより簡
単なプロスペクトの同期
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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

標準キャンペーンインフルエンス
レポートでのよりクリーンなデー
タの取得

ObjectChangeLog の廃止

プロスペクトの位置の自動入力は
一時的に使用不可

Internet Explorer 11 の Pardot サポー
トを 2020 年 12 月 31 日に廃止

Pardot API: 新規および変更された項
目

Pardot API バージョン 5 (ベータ)

リリース更新とセキュリティアラート
正式にリリースされたリリース更新では、重要な更新とアラートを 1 か所で確認できます。パフォーマンス、
セキュリティ、ユーザに影響するすべての変更について Salesforce 組織が常に最新の状態になるようにする、い
くつかの機能強化が追加されました。

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

リリース更新による 1 か所での組織
変更の表示 (正式リリース)

リリース更新と同じ場所でのセキュ
リティアラートの検索

リリース更新

myTrailhead
myTrailhead 向けの Salesforce Identity を使用すると、myTrailhead にすばやく簡単にアクセスできます。ユーザは、
Salesforce Trailhead に登録したり、プロファイルを作成したりする必要はありません。myTrailhead 向けの Salesforce

Identity で使用する認証プロバイダを制御することで、特定の利用者に myTrailhead アクセス権を付与できます。
たとえば、myTrailhead アクセス権の対象を内部ユーザまたはコミュニティメンバーにすることができます。
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Salesforce に連
絡して有効化

システム管理者
の設定が必要

システム管理者/
開発者に対する

有効化
ユーザに対する

有効化機能

簡単な 1 ステップでの myTrailhead

へのログイン

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およびデバイス
Lightning Experience でサポートされるブラウザおよびデバイスを確認してください。
Salesforce Classic でサポートされるブラウザおよびデバイス
Salesforce Classic でサポートされるブラウザおよびデバイスを確認してください。
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には、Lightning Experience でサポートされるブラウザが含まれます
が、Analytics は Apple® Safari® ではサポートされず、データプレップは Internet Explorer 11 ではサポートされませ
ん。

Lightning Experience でサポートされるブラウザおよびデバイス
Lightning Experience でサポートされるブラウザおよびデバイス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 または Lightning Experience のコンテンツを表示する WebView や同様のコン
トロールを組み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 モバイルアプリケーションを使用することをお勧めします。

• iPad の Safari で Lightning Experience にアクセスできます。詳細は、「iPad Safari の Lightning Experience の考慮
事項」を参照してください。

• Lightning Experience では、シークレットモードや他のプライベートブラウズモードはサポートされてい
ません。
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デスクトップとラップトップ
Salesforce では、次のブラウザをサポートしています。ブラウザが最新になっていることを確認してください。
他のブラウザ、またはサポートされるブラウザの古いバージョンでは、すべての機能のサポートは保証されま
せん。

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

よび Lightning コミュニティにアクセスできます。
• IE11 での Lightning Experience の使用には、重大なパフォーマンスの問題があります。
• この変更は、Salesforce Classic には影響しません。

重要:  Lightning Experience および Salesforce Classic での Chromium 以外のバージョンの Microsoft Edge のサポート
は 2020 年 12 月 31 日に終了します。Windows 用の Microsoft Edge Chromium は、引き続き Lightning Experience お
よび Salesforce Classic でサポートされます。

Apple®

Safari®
Mozilla®

Firefox®
Google
Chrome™

Microsoft®
Edge
Chromium

Microsoft®
Edge
(Chromium 以
外)

Microsoft®
Internet
Explorer®

最新の安定ブ
ラウザバー

最新の安定ブ
ラウザバー

最新の安定ブ
ラウザバー

最新の安定ブ
ラウザバー

最新の安定ブ
ラウザバー

IE 11 のみ (2020

年 12 月 31 日
Lightning
Experience

ジョンをサ
ポート

ジョンをサ
ポート

ジョンをサ
ポート

ジョンをサ
ポート

ジョンをサ
ポート (2020 年
12 月 31 日にサ
ポート終了)

にサポート終
了)

最新の安定ブ
ラウザバー

最新の安定ブ
ラウザバー

最新の安定ブ
ラウザバー

最新の安定ブ
ラウザバー

最新の安定ブ
ラウザバー

IE 11 のみ (2020

年 12 月 31 日
Lightning コ
ミュニティ

ジョンをサ
ポート

ジョンをサ
ポート

ジョンをサ
ポート

ジョンをサ
ポート

ジョンをサ
ポート

にサポート終
了)

なし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あり制限事項?

メモ: ブラウザベンダーが独自のブラウザの「最新」を定義しています。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。
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タブレット
iPadOS (iOS 13.x) 以降で Apple Safari を使用してください。iPad Safari の Lightning Experience では、縦方向と方向の切
り替えはサポートされていません。Safari ブラウザの幅全体が表示されるように、横方向を使用します。方向
が切り替わらないようにするには、iPad の回転ロックを有効にします。
Android ベースのタブレットの Salesforce モバイルアプリケーションのみがサポートされています。

Salesforce モバイル
アプリケーション

他のブラウザGoogle Chrome™Apple® Safari®

サポート未サポート未サポートサポートiPadOS

サポート未サポート未サポートなしAndroid

メモ:  Salesforce では、Microsoft Surface や Microsoft Surface Pro デバイスなどのタッチ対応ラップトップは、タ
ブレットではなくラップトップとして扱います。これらのデバイスでは、Salesforce モバイルアプリケー
ションにアクセスできません。ユーザは、有効になっているフルサイト環境 (Lightning Experience または
Salesforce Classic) にリダイレクトされます。これらの種類のデバイスでは、標準のキーボードとマウスによ
る入力のみがサポートされています。

スマートフォン
最適な操作性を得るには、Salesforce モバイルアプリケーションを使用してください。

関連トピック:

Internet Explorer 11 での Lightning コミュニティ機能のテスト終了

Salesforce Classic でサポートされるブラウザおよびデバイス
Salesforce Classic でサポートされるブラウザおよびデバイスを確認してください。
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 モバイルアプリケーションを使用することをお勧めします。

重要:  Lightning Experience および Salesforce Classic での Chromium 以外のバージョンの Microsoft Edge のサポート
は 2020 年 12 月 31 日に終了します。Windows 用の Microsoft Edge Chromium は、引き続き Lightning Experience お
よび Salesforce Classic でサポートされます。

Apple®

Safari®
Mozilla®

Firefox®
Google
Chrome™

Microsoft®
Edge
Chromium

Microsoft®
Edge
(Chromium 以
外)

Microsoft®
Internet
Explorer®

最新の安定ブ
ラウザバー

最新の安定ブ
ラウザバー

最新の安定ブ
ラウザバー

最新の安定ブ
ラウザバー

最新の安定ブ
ラウザバー

IE 11 のみSalesforce Classic
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Apple®

Safari®
Mozilla®

Firefox®
Google
Chrome™

Microsoft®
Edge
Chromium

Microsoft®
Edge
(Chromium 以
外)

Microsoft®
Internet
Explorer®

ジョンをサ
ポート

ジョンをサ
ポート

ジョンをサ
ポート

ジョンをサ
ポート

ジョンをサ
ポート (2020 年
12 月 31 日にサ
ポート終了)

未サポート最新の安定ブ
ラウザバー

最新の安定ブ
ラウザバー

最新の安定ブ
ラウザバー

最新の安定ブ
ラウザバー

IE 11 のみSalesforce Classic

コンソール
ジョンをサ
ポート

ジョンをサ
ポート

ジョンをサ
ポート

ジョンをサ
ポート (2020 年
12 月 31 日にサ
ポート終了)

なしありなし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あり制限事項?

メモ: ブラウザベンダーが独自のブラウザの「最新」を定義しています。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には、Lightning Experience でサポートされるブラウザが含まれますが、
Analytics は Apple® Safari® ではサポートされず、データプレップは Internet Explorer 11 ではサポートされません。

Salesforce 全体: Salesforce ヘルプのリリースノート: 多要素認証、
Einstein Search のパーソナライズ、Salesforce Anywhere (ベータ)

2020 年 11 月 4 日 (水曜日) 以降、Salesforce リリースノートは Salesforce ヘルプ (Commerce Cloud、Marketing Cloud、
Customer 360 のリリースノートと同じ場所) にあります。多要素認証 (MFA) アシスタントを使用して、ユーザに
MFA をロールアウトします。Einstein Search で活動、場所、他の要素に基づいて検索結果をパーソナライズしま
す。Salesforce Anywhere のリアルタイムアラート、チャット、そして Lightning Flow の呼び出し可能なアクション
で CRM の未来を体験します (ベータ)。さらに、Salesforce の Customer 360 ガイドとソリューションキットを、複
雑なビジネスケースの解決、アプリケーション内ガイダンスへのカスタムテーマの追加、データに基づいた参
加者への特定アンケートページの表示などに役立てます。
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このセクションの内容:

Salesforce ヘルプのリリースノートで新機能と優れたユーザエクスペリエンスの情報を取得
主な Salesforce リリースノートは Salesforce ヘルプに移動し、ヘルプや他のテクニカルコンテンツ、および
Commerce Cloud、Marketing Cloud、Customer 360 のリリースノートと調和しています。
Winter '16 より前の Salesforce リリースのリリースノート PDF をダウンロード
Winter '16 より前の Salesforce リリースのリリースノートをお探しですか? 次のリンクをクリックして、それら
の PDF をダウンロードしてください。
多要素認証: アカウントアクセスの保護
今年、私たちが直面している変化と課題により、ビジネスと顧客を保護する強力なセキュリティ対策を実
装することがこれまで以上に重要になってきました。今日のセキュリティ環境がますます複雑になる中、
不正なアカウントアクセスからの保護にユーザログイン情報だけでは十分ではなくなりました。フィッシ
ング攻撃やクレデンシャルスタッフィングなどの脅威からの保護を強化するには、多要素認証 (MFA) を有効
にすることを強くお勧めします。Salesforce は新しい多要素認証アシスタントでこの移行をサポートします。
検索: 情報の高速検索と最も関連性の高い結果の取得
検索を使用するときの生産性を向上します。必要なレコードを簡単に見つけ、検索結果ページから直接対
応策を実行します。
Salesforce Anywhere: ビジネスをリアルタイムで計画してスピードアップ (ベータ)

Salesforce Anywhere は、リアルタイム Salesforce を実現する CRM の未来のエクスペリエンスです。注目する
Salesforce データへの変更に関するアラートを入手します。推奨アクションにより、数タップで Salesforce デー
タを更新します。チャットを使用してコンテキスト内でコラボレーションします。Salesforce データを検索
して表示します。そして、Lightning Flow Builder とプロセスビルダーで Salesforce Anywhere のチャットとアラー
トをビジネスプロセスに統合します。
クロスクラウド統合: Customer 360 ガイド、ソリューションキット
Salesforce のクロスクラウドアーキテクチャを探索し、複雑なビジネス使用事例を特定して解決します。
Lightning Experience エンゲージメント: アプリケーション内ガイダンスとヘルプメニュー
アプリケーション内のより多くの場所にアプリケーション内ガイダンスを追加します。カスタムテーマカ
ラーを使用してアプリケーション内ガイダンスを目立たせます。アプリケーション内ガイダンスへの直接
リンクを簡単に共有します。ヘルプメニューにより多くのカスタムリソースを表示します。ユーザは、ヘ
ルプメニュー内で Trailhead モジュールを検索できます。
Salesforce アンケート: 参加者の環境の改善、アンケートテンプレート、他
アンケートへの招待メール内で差し込み項目を使用して、参加者の環境を改善します。変数を使用して、
Salesforce 組織のデータに基づいて参加者に表示するページを決定します。参加者は、右から左へ記述され
る言語でアンケートを参照し、回答できるようになりました。メールを送信除外した参加者は、メールで
アンケートへの招待を受信しません。アンケート設計者はテンプレートアンケートを作成できるようにな
りました。翻訳されたアンケートをコピーすると、翻訳は新しいアンケートに引き継がれます。アンケー
トページで質問を容易に並び替えることができます。
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Lightning Scheduler: 制御された直接的な外部カレンダーの操作、組み込みフロー、スケジュールの柔軟性の
向上、その他
提供されている開発者リソースを使用して、直接的かつ安全な方法で外部カレンダーに予定を書き込み、
外部カレンダーから行動を読み取ります。Lightning Scheduler フローをレコードページに組み込むことで、
まったく新しい方法で予定をスケジュールします。そして、新しい SchedulingPolicyName フロー変数を使用
してカスタムスケジュールポリシーを Lightning Scheduler フローに関連付けることで、スケジュールの柔軟
性を高めることができます。
Salesforce インテグレーションを破損する可能性がある、SameSite Cookie の動作に関する Microsoft Edge の変更
への準備
Microsoft Edge では、Cookie のデフォルトのクロスドメイン (SameSite) 動作が変更されます。SameSite の変更
は、Microsoft Edge のベースとなる Chromium プロジェクトで行われます。この変更はセキュリティとプライ
バシーを強化しますが、ユーザとパートナーは、Cookie を使用するカスタム Salesforce インテグレーション
をテストする必要があります。Salesforce は Web 全体のプライバシーとセキュリティを改善するための継続
的な取り組みをサポートします。Salesforce が設定する Cookie の SameSite 属性が更新されました。この修
正は Winter '21 に含まれ、Microsoft Edge 86 以降に適用されます。
Salesforce インテグレーションを破損する可能性がある、SameSite Cookie の動作に関する Firefox の変更への準
備
Firefox では、Cookie のデフォルトのクロスドメイン (SameSite) 動作が変更されます。この変更はセキュリ
ティとプライバシーを強化しますが、ユーザとパートナーは、Cookie を使用するカスタム Salesforce インテ
グレーションをテストする必要があります。Salesforce は Web 全体のプライバシーとセキュリティを改善す
るための継続的な取り組みをサポートします。Salesforce が設定する Cookie の SameSite 属性が更新されま
した。この修正は Winter '21 に含まれているため、Firefox で SameSite の変更がいつロールアウトされても対応
できます。
Optimizer アプリケーションの活用
Optimizer アプリケーションに、Salesforce 組織の実装を強化する機能が追加されました。新しい 2 つの機能を
使用すると、自動実行をスケジュールし、組織の総計値履歴を表示してセキュリティを高める 7 つの新し
い総計値にアクセスできます。
強調表示パネルでのより多くのレコード情報の表示
レコードページの参照関係項目にマウスポインタを置くと、強調表示パネルに、コンパクトレイアウトか
ら最初の 7 項目が表示されます。以前は、強調表示パネルに表示される項目の数は最初の 5 個のみでした。
Lightning Web コンポーネントの UI の変更
使いやすさとパフォーマンスを強化するために、一部のコンポーネントが Aura コンポーネントから Lightning

Web コンポーネント (LWC) に切り替わりました。カスタムオブジェクト、一部の標準オブジェクト、および
一部の UI 要素 (関連リストなど) は LWC に更新されました。機能は削除されていませんが、UI にいくつかの
小さな違いがあります。
レコードのコピーの UI への変更
レコードのコピーインターフェースで正しいレコードの詳細が表示されるようになりました。以前は、レ
コードのコピーダイアログに、実際には値が新しいレコードにコピーされていない元のレコードに関連す
る参照のみ項目も表示されていました。また、コンソールナビゲーションを使用しているときに、コピー
アクションがダイアログではなくサブタブで開くようになりました。
ごみ箱検索機能の削除
パフォーマンスの問題を避けるため、ごみ箱から検索機能が削除されました。

76

Salesforce 全体: Salesforce ヘルプのリリースノート: 多要
素認証、Einstein Search のパーソナライズ、Salesforce

Anywhere (ベータ)

Salesforce Winter '21 リリースノート



Apple® Safari での設定ページおよび Visualforce ページへのアクセス
Apple Safari バージョン 13.1 以降では、ユーザのプライバシーを保護するために、[サイト越えトラッキング
を防ぐ] プライバシー設定がデフォルトで有効になっています。この設定により、一部の設定ページおよび
Visualforce ページが正しく表示されなくなります。影響を受ける設定ページでは、新しい画面上のメッセー
ジとリンクにより、Salesforce Classic でページを再読み込みしてページのコンテンツにアクセスできます。
Visualforce ページでは、それらのページが正しく表示されるように一部の組織のメタデータを変更できます。
Cisco Webex の廃止
Cisco Webex は、Winter '21 リリースの一環として 2020 年 10 月 9 日以降廃止される予定です。
Skype の廃止
2020 年 10 月 9 日以降、Skype は Winter '21 リリースの一環として廃止される予定です。
タブ中心のダイアログを使い続ける方法 (更新、延期)

この更新は、Winter '20 でリリースされ、Winter '21 で自動的に有効化される予定でしたが、Winter '22 に延期
されました。Lightning コンソールアプリケーションで、UI とのインタラクションがダイアログで中断され
なくなりました。このリリースの更新は、ワークスペースのタブやサブタブでトリガされたダイアログの
フォーカスを、そのダイアログをトリガしたタブに制限します。
デジタル信頼カードを使用した透過的なビジネスの再開
COVID 期間中にビジネスを再開するときに、顧客の安全を確保する方法を顧客に示します。デジタル信頼
カードは、この先の見えない状況で顧客に安心感を与えるための優れた方法です。ビジネスロケーション
ごとに信頼カードを作成し、それらを Web サイトで公開します。各信頼カードには、信頼対策、またはビ
ジネスが従う COVID 安全プロトコルが表示されます。

Salesforce ヘルプのリリースノートで新機能と優れたユーザエクスペ
リエンスの情報を取得
主な Salesforce リリースノートは Salesforce ヘルプに移動し、ヘルプや他のテクニカルコンテンツ、および Commerce

Cloud、Marketing Cloud、Customer 360 のリリースノートと調和しています。
対象: タブレットやモバイルでは一部の機能がまだ使用できないため、Salesforce ヘルプのリリースノートの最
適な環境はデスクトップになります。
時期: Spring '16 ～ Winter '21 リリースのリリースノートは、Salesforce ヘルプから HTML 形式で入手できます。以前
のリリースのリリースノートは、PDF 形式で入手できます。元の Salesforce リリースノートポータルは、2021 年
7 月に廃止されます。
理由: 簡単に言うと、Salesforce ヘルプにリリースノートがあれば、お客様に最適な環境を提供することができ
ます。バージョンの切り替えや簡単な PDF のダウンロードなど、これまで愛用してきた機能を引き続き利用で
きることに加え、検索、絞り込み、ケースの登録、フィードバックオプションなどが改善されています。わか
りやすく使いやすいインターフェースですべて見つけることができます。
方法: help.salesforce.com に移動し、現在の Salesforce リリースの [リリースノート] タイルをクリックします。目的
の機能のトピックを見つけるには、目次 (1) を移動するか、検索語 (2) を入力して結果のリストを取得します。
必要に応じてそれらの結果を絞り込みます (3)。
または、まず絞り込み (3) を行ってから目的のトピックを検索します。検索条件アイコンをクリックするだけ
です。検索条件には、Experience: Salesforce Classic、Lightning Experience、モバイルなどがあります。Salesforce のエ
ディション、製品エリア、機能の影響 (ユーザに対する有効化やシステム管理者に対する有効化など) の検索条
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件もあります。検索条件を単独で使用すると、リリースノートの目次が展開され、一致するトピックが強調表
示されます。絞り込まれたコンテンツを検索すると、選択した検索条件が適用された検索結果のリストが生成
されます。
別のリリースのリリースノートを確認するには、リリース (4) を選択します。表示しているバージョンのリリー
スノートを PDF でダウンロードするには、[PDF] (5) をクリックします。

フィードバックがあれば、お寄せください。全体のエクスペリエンスについて、「Release Readiness Trailblazers」
グループに投稿するか、@salesforcedocs 宛にツイートしてください。リリースノートトピックには、ヘルプト
ピックと同じオプション ([高評価] または [低評価]) があります。[コメント] 項目の詳細を記載できます。
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関連トピック:

Winter '16 より前の Salesforce リリースのリリースノート PDF をダウンロード
ブログ: Salesforce Release Notes Have a New Home: Salesforce Help! (Salesforce リリースノートの新しいホームが Salesforce

ヘルプに!)

Winter '16 より前の Salesforce リリースのリリースノート PDF をダウ
ンロード
Winter '16 より前の Salesforce リリースのリリースノートをお探しですか? 次のリンクをクリックして、それらの
PDF をダウンロードしてください。
• Spring '14

• Summer '14

• Winter '15

• Spring '15

• Summer '15

関連トピック:

Salesforce ヘルプのリリースノートで新機能と優れたユーザエクスペリエンスの情報を取得
ブログ: Salesforce Release Notes Have a New Home: Salesforce Help! (Salesforce リリースノートの新しいホームが Salesforce

ヘルプに!)
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多要素認証: アカウントアクセスの保護
今年、私たちが直面している変化と課題により、ビジネスと顧客を保護する強力なセキュリティ対策を実装す
ることがこれまで以上に重要になってきました。今日のセキュリティ環境がますます複雑になる中、不正なア
カウントアクセスからの保護にユーザログイン情報だけでは十分ではなくなりました。フィッシング攻撃やク
レデンシャルスタッフィングなどの脅威からの保護を強化するには、多要素認証 (MFA) を有効にすることを強
くお勧めします。Salesforce は新しい多要素認証アシスタントでこの移行をサポートします。

メモ: 以前のリリースでは、多要素認証は 2 要素認証と呼ばれていました。

MFA では、ユーザはログインするときに 2 つ以上の証拠 (要素) を提供し、本人であることを証明する必要があ
ります。1 つの要素は、ユーザが知っていること (ユーザ名とパスワードの組み合わせなど) です。他の要素は、
ユーザが所有している検証方法 (Salesforce Authenticator アプリケーション、物理セキュリティキーなど) です。
ユーザアクセスを複数の異なる種別の要素に結び付けることで、悪意のある人物が Salesforce 環境にアクセスす
ることがはるかに難しくなります。

このセクションの内容:

1 か所での多要素認証の実装の促進
Salesforce アカウントの保護を一層強化しましょう。MFA をユーザにロールアウトするためのすべての推奨
手順、ツール、およびリソースのハブである多要素認証アシスタントが用意されています。このアシスタ
ントに従って、要件の評価、プロジェクトの計画から、MFA の起動、ロールアウト後のユーザのニーズへ
のサポートに至るまで、すべてのプロセスを実行できます。
[設定] 内の「2 要素認証」ユーザ権限と表示ラベルの名前変更
すべての Salesforce 製品で 2 要素認証 (2FA) という用語を廃止し、業界標準の用語である多要素認証 (MFA) を
使用することになりました。Lightning Experience と Salesforce Classic でこの変更に対応するため、「2 要素認
証」ユーザ権限の名称を変更しました。また、[設定] および Salesforce ドキュメント (Salesforce ヘルプ、Salesforce

セキュリティガイド、Salesforce 開発者ドキュメントを含む) 全体ですべての「2 要素」および「2FA」の表記
を変更しました。この更新は用語の変更のみです。すべての機能は同じままです。

1 か所での多要素認証の実装の促進
Salesforce アカウントの保護を一層強化しましょう。MFA をユーザにロールアウトするためのすべての推奨手
順、ツール、およびリソースのハブである多要素認証アシスタントが用意されています。このアシスタントに
従って、要件の評価、プロジェクトの計画から、MFA の起動、ロールアウト後のユーザのニーズへのサポート
に至るまで、すべてのプロセスを実行できます。
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。
時期: 新しい多要素認証アシスタントは、すべての組織の [設定] で 2020 年 9 月 18 日から 2020 年 10 月 17 日まで
ローリング方式で利用できます。
対象ユーザ: 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。
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理由: 管理を容易にするため、多要素認証アシスタントでは MFA プロジェクトが 3 つのフェーズに分割されま
す。フェーズごとに、順を追った手順が提供されるほか、ガイダンスとベストプラクティスが記載されたリ
ソースが提供されます。
各フェーズの手順は、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ています。

方法: 多要素認証アシスタントには、Lightning Experience の [設定] からアクセスします。ページの上部で、[多要
素認証アシスタント] をクリックします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 多要素認証アシスタントの概要

[設定] 内の「2 要素認証」ユーザ権限と表示ラベルの名前変更
すべての Salesforce 製品で 2 要素認証 (2FA) という用語を廃止し、業界標準の用語である多要素認証 (MFA) を使用
することになりました。Lightning Experience と Salesforce Classic でこの変更に対応するため、「2 要素認証」ユー
ザ権限の名称を変更しました。また、[設定] および Salesforce ドキュメント (Salesforce ヘルプ、Salesforce セキュリ
ティガイド、Salesforce 開発者ドキュメントを含む) 全体ですべての「2 要素」および「2FA」の表記を変更しま
した。この更新は用語の変更のみです。すべての機能は同じままです。
対象:この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition、Contact Manager Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
内容: [設定] 内の「2 要素認証」ユーザ権限名を更新しました。また、2FA 関連のチェックボックス、選択リス
トオプション、ツールチップ、説明、および他のアプリケーション内メッセージの表示ラベルも更新しまし
た。
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メモ:  SOAP API の 2FA 関連のオブジェクト名と項目名 (TwoFactorInfo、TwoFactorMethodsInfo、TwoFactorTempCode

など) は変更されませんでした。
方法: 次のユーザ権限名が更新されました。

新しい権限名元の権限名

API で多要素認証を管理API で 2 要素認証を管理

ユーザインターフェースで多要素認証を管理ユーザインターフェースで 2 要素認証を管理

API ログインの多要素認証API ログインの 2 要素認証

ユーザインターフェースログインの多要素認証ユーザインターフェースログインの 2 要素認証

[ID] の [ID 検証] ページでは次の表示ラベルが更新されました。

新しい表示ラベル元の表示ラベル

多要素認証 (MFA) の登録時に ID 検証が必要2 要素認証 (2FA) の登録時に ID 検証が必要 (チェック
ボックス)

API で多要素認証を管理API で 2 要素認証を管理 ([セッションセキュリティレベ
ルポリシー] セクション内)

ユーザインターフェースで多要素認証を管理ユーザインターフェースで 2 要素認証を管理 ([セッ
ションセキュリティレベルポリシー] セクション内)

[セキュリティ] の [セッションの設定] ページでは次の表示ラベルが更新されました。

新しい表示ラベル元の表示ラベル

多要素認証 (MFA) の登録時に ID 検証が必要2 要素認証 (2FA) の登録時に ID 検証が必要 (チェック
ボックス)

多要素認証2 要素認証 ([セッションセキュリティレベル] セクショ
ンのオプション)

次の表示ラベルも更新されました。
• [移行セキュリティポリシー] ページでは、[2 要素認証] アクションが [多要素認証] に変更されました。
• [ID 検証] ページと [セッションの設定] ページでは、[ユーザが物理的なセキュリティキー (U2F) を使用して認

証できるようにする] チェックボックスが [ユーザが物理的なセキュリティキー (U2F) を使用して ID を検証で
きるようにする] に変更されました。

• [設定] のユーザの詳細ページ、およびユーザのプロファイルの [高度なユーザの詳細] ページでは、[アプリ
ケーション登録: ワンタイムパスワードジェネレータ] オプションが [アプリケーション登録: ワンタイムパ
スワードオーセンティケータ] に変更されました。
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検索: 情報の高速検索と最も関連性の高い結果の取得
検索を使用するときの生産性を向上します。必要なレコードを簡単に見つけ、検索結果ページから直接対応策
を実行します。

このセクションの内容:

新しい検索可能なオブジェクトが検索結果の対象に
組織で検索できるオブジェクトや項目が増えました。
アジア言語での名前項目の検索結果を改善
中国語、日本語、韓国語、またはタイ語でオブジェクトの名前を検索したときに、期待する検索結果が得
られるようになりました。検索で名前をトークンに分解する方法が変更されました。氏名を入力しても名
前の一部を入力しても適切なレコードを取得できるようになりました。たとえば、名で取引先責任者を検
索しても、探している取引先責任者が見つかります。この新しいトークン作成方法はオブジェクトの名前
項目のみに適用され、他のテキスト項目には適用されません。

新しい検索可能なオブジェクトが検索結果の対象に
組織で検索できるオブジェクトや項目が増えました。
対象: これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
次のオブジェクトを検索できるようになりました。

対象オブジェクト

Lightning Experience の Consumer Goods、Professional Edition、
Unlimited Edition、Enterprise Edition

AI 訪問のおすすめ

Lightning Experience の Consumer Goods、Professional Edition、
Unlimited Edition、Enterprise Edition

AI 訪問のおすすめ要求

Salesforce Classic および Lightning Experience の Field Service、
Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition

納入商品保障

Lightning Experience の Employee 360、Enterprise Edition、
Unlimited Edition (Workplace Command Center アドオンライ
センスが必要)

危機

Salesforce Classic および Lightning Experience の Field Service、
Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition

経費レポート

Salesforce Classic および Lightning Experience の Field Service、
Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition

経費レポートエントリ

Salesforce Classic および Lightning Experience の Commerce

Cloud、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

ゲートウェイプロバイダ支払方法種別
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対象オブジェクト

Lightning Experience の Employee 360、Enterprise Edition、
Unlimited Edition (Workplace Command Center アドオンライ
センスが必要)

内部組織単位

Lightning Experience の Health Cloud、Enterprise Edition、
Performance Edition、Unlimited Edition

OCR ドキュメントスキャン結果

Lightning Experience の Commerce Cloud、Enterprise Edition、
Unlimited Edition、Developer Edition

プロセス例外

Salesforce Classic および Lightning Experience の Field Service、
Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition

商品保証条件

Lightning Experience の Health Cloud、Enterprise Edition、
Performance Edition、Unlimited Edition

受け取り済みドキュメント

Lightning Experience の Financial Services Cloud、Professional

Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition

住宅ローン申込

アジア言語での名前項目の検索結果を改善
中国語、日本語、韓国語、またはタイ語でオブジェクトの名前を検索したときに、期待する検索結果が得られ
るようになりました。検索で名前をトークンに分解する方法が変更されました。氏名を入力しても名前の一部
を入力しても適切なレコードを取得できるようになりました。たとえば、名で取引先責任者を検索しても、探
している取引先責任者が見つかります。この新しいトークン作成方法はオブジェクトの名前項目のみに適用さ
れ、他のテキスト項目には適用されません。
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
モバイルアプリケーションに適用されます。
理由: アジアの言語では単語に空白が含まれないため、検索エンジンでは検索結果の精度を高めるために特殊
な方法で名前をトークンに分解します。

Salesforce Anywhere: ビジネスをリアルタイムで計画してスピードアッ
プ (ベータ)
Salesforce Anywhere は、リアルタイム Salesforce を実現する CRM の未来のエクスペリエンスです。注目する Salesforce

データへの変更に関するアラートを入手します。推奨アクションにより、数タップで Salesforce データを更新し
ます。チャットを使用してコンテキスト内でコラボレーションします。Salesforce データを検索して表示しま
す。そして、Lightning Flow Builder とプロセスビルダーで Salesforce Anywhere のチャットとアラートをビジネスプ
ロセスに統合します。

メモ:  Salesforce Anywhere は非正式リリースのサービスであり、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。このような非正式リリースのサービスには、Universal Pilot

Research Agreement (「UPRA」) および UPRA のデータ処理に関する補遺の契約条件が適用されます。非正式
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https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/beta-agreements/Beta-Services-Agreement.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/beta-agreements/Beta-Services-Agreement.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/beta-agreements/sfdc-pilot-dpa.pdf


リリースのサービスはお客様各自の裁量で使用し、購入するときは、Salesforce から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 Anywhere が自動的に使用可能になるかど
うかは、Salesforce との MSA および購入したサービスの種別によります。[設定] に Salesforce Anywhere が表示
されない場合は、アカウントエグゼクティブに連絡して Salesforce Anywhere へのアクセス権を取得してく
ださい。

「Salesforce Anywhere リリースノート」で最新の機能について確認してください。

関連トピック:

Salesforce Anywhere の概要

クロスクラウド統合: Customer 360 ガイド、ソリューションキット
Salesforce のクロスクラウドアーキテクチャを探索し、複雑なビジネス使用事例を特定して解決します。

このセクションの内容:

Customer 360 ガイドの紹介
Customer 360 ガイドは、経営陣、ビジネスラインリーダー、アーキテクト、開発者向けのアセットの集大成
であり、デジタルトランスフォーメーションとカスタマーエンゲージメントを推進します。

Customer 360 ガイドの紹介
Customer 360 ガイドは、経営陣、ビジネスラインリーダー、アーキテクト、開発者向けのアセットの集大成で
あり、デジタルトランスフォーメーションとカスタマーエンゲージメントを推進します。
理由: 関連する変更管理プロセスを探索し、Salesforce アーキテクチャを調べ、ビジネス機能とソリューション
を対応付けて、複数のクラウドや製品が関与する重要なビジネス使用事例を解決します。各ガイドには、
Salesforce 全体から集められたアセットが含まれています。
• カスタマーストーリー
• プレイブック
• 変更管理情報
• オピニオンリーダーとしての発言
• 業種ブループリント
• リファレンスアーキテクチャ
• ソリューションアーキテクチャ
• ビジネスシナリオ
• ソリューションキット
方法: https://trailhead.salesforce.com/guides で Customer 360 ガイドを確認してください。
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このセクションの内容:

コンシューマエクスペリエンスのトランスフォーメーション
『Transform the Consumer Experience (カスタマーエクスペリエンスのトランスフォーメーション)』 Customer 360

ガイドは、買い物客の正味数とサイトトラフィックを増やし、より大きなニーズを創り出す、パーソナラ
イズされた本物のカスタマーエクスペリエンスを提供する方法を解説します。

コンシューマエクスペリエンスのトランスフォーメーション
『Transform the Consumer Experience (カスタマーエクスペリエンスのトランスフォーメーション)』 Customer 360 ガ
イドは、買い物客の正味数とサイトトラフィックを増やし、より大きなニーズを創り出す、パーソナライズさ
れた本物のカスタマーエクスペリエンスを提供する方法を解説します。
理由: 正しいタイミングで顧客とエンゲージしていない企業は、他者との競争で不利になります。このガイド
は、デジタルトランスフォーメーションの目標を特定し、ビジネスニーズを評価し、目標を対応付けて、ソ
リューションを提供するためのお手伝いをします。
方法: 『Transform the Consumer Experience (カスタマーエクスペリエンスのトランスフォーメーション)』は
https://tcxguide-salesforce.herokuapp.com/ で読むことができます。

このセクションの内容:

Turn Abandoned Carts into Completed Sales (放棄されたカートをセールス完了に変える) ソリューションキット
カートに商品を入れたまま注文を完了しない買い物客と繋がります。カートに戻って購入を完了するよう
に促す、パーソナライズされた行動関連メッセージを送信します。
Redeem Coupons (クーポンの利用) ソリューションキット
対象を絞ったカスタマージャーニーを提供して購入に繋げます。購入の完了を増やし、エクスペリエンス
をパーソナライズして、クーポンの使用状況を追跡します。
Order on Behalf of a Customer (代理注文) ソリューションキット
インターネットにアクセスできない、または欲しい商品が見つからないために支援が必要な買い物客に代
わって商品を注文します。
Personalize Marketing Recommendations (パーソナライズされたマーケティング推奨項目) ソリューションキット
以前に購入した商品に基づいてメールでおすすめを送信することで、買い物客の興味をつなぎ止めます。
Keep Customers in the Loop with Transactional Email (トランザクションメールで顧客に最新情報を伝える) ソリュー
ションキット
注文の状況をメールで顧客に伝えることで、サービスセンターへの通話量を減らします。ストアフロント
への訪問を増やします。
View Order History and Cancel Orders (注文履歴の参照および注文のキャンセル) ソリューションキット
カスタマーサービスを強化して、エージェントが注文をキャンセルできるようにします。Commerce Cloud と
Service Cloud を接続してエクスペリエンスをパーソナライズします。
Engage Customers with Conversational Commerce (対話型コマースでの顧客とのエンゲージ) ソリューションキット
Commerce Cloud でライブエージェントチャットまたはチャットボットを実装するときに、より充実したカス
タマーサービスを提供して、販売を促進します。ブランドロイヤルティの構築、注文状況の確認、その他
の支援をサービスエージェントに提供します。
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Implement Seamless Cross-Cloud Identity (シームレスなクロスクラウド ID) の実装ソリューションキット
すべての e コマースサイトとコミュニティで顧客ごとに 1 つの ID を使用することで、顧客データを統合し
ます。1 つの ID を有効化して、製品カタログ全体で顧客の可視性を実現します。
Cross-Cloud Engagement Data Models (クロスクラウドエンゲージメントデータモデル) ソリューションキット
Marketing Cloud、Commerce Cloud、Sales Cloud、Service Clouds、Community Cloud の顧客に対して共通プロファイ
ルを作成することで、顧客ロイヤリティを高めます。標準クラウドインテグレーションを活用するための
各種顧客データの最適な記録システムを決定します。
Run Conversational Campaigns for WhatsApp (WhatsApp での対話形式キャンペーンの実行) ソリューションキット
マーケティングメッセージからエージェントやチャットボットによるライブ WhatsApp チャットに顧客を直
接リンクして質問を受け付けることで商品の販促に繋げます。
Run Conversational Campaigns for SMS (SMS での対話形式キャンペーンの実行) ソリューションキット
マーケティングメッセージからエージェントやチャットボットによるライブ SMS チャットに顧客を直接リ
ンクして質問を受け付けることで商品の販促に繋げます。
Communicate Store Changes (ストアの変更のお知らせ) ソリューションキット
ストアのポリシー、営業時間、場所などの最新情報を顧客に知らせることで、信頼関係を築きます。
Schedule an Appointment (予定のスケジュール) ソリューションキット
地域で管理されている、または顧客が希望するソーシャルディスタンスを確保するために、買い物客が予
定をスケジュールできるようにするスケーラブルなプロセスを実装します。
Facilitate Curbside Pickup (駐車場での受け取りの促進) ソリューションキット
顧客の来店、駐車場での注文の準備、そして購入の完了に向けた準備を複数のシステムにログインせずに
行います。

Turn Abandoned Carts into Completed Sales (放棄されたカートをセールス完了に変える) ソリューショ
ンキット
カートに商品を入れたまま注文を完了しない買い物客と繋がります。カートに戻って購入を完了するように促
す、パーソナライズされた行動関連メッセージを送信します。
対象ユーザ: Commerce Cloud と Marketing Cloud を統合してカート放棄を削減したい企業。
理由: 特定の商品、設定、ベストプラクティスのおすすめに従って実装を簡素化します。
方法: 完全なソリューションキットを Salesforce ヘルプで確認するか、または PDF としてダウンロードします。
このソリューションキットは、『Transform the Consumer Experience (カスタマーエクスペリエンスのトランスフォー
メーション)』 Customer 360 ガイドの一部です。

Redeem Coupons (クーポンの利用) ソリューションキット
対象を絞ったカスタマージャーニーを提供して購入に繋げます。購入の完了を増やし、エクスペリエンスを
パーソナライズして、クーポンの使用状況を追跡します。
対象ユーザ: Commerce Cloud と Marketing Cloud を統合して顧客にクーポンの利用を促したい企業。
理由: 特定の商品、設定、ベストプラクティスのおすすめに従って実装を簡素化します。
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方法: 完全なソリューションキットを Salesforce ヘルプで確認するか、または PDF としてダウンロードします。
このソリューションキットは、『Transform the Consumer Experience (カスタマーエクスペリエンスのトランスフォー
メーション)』 Customer 360 ガイドの一部です。

Order on Behalf of a Customer (代理注文) ソリューションキット
インターネットにアクセスできない、または欲しい商品が見つからないために支援が必要な買い物客に代わっ
て商品を注文します。
対象ユーザ: Commerce Cloud と Service Cloud を統合して顧客の注文を支援したい企業。
理由: 特定の商品、設定、ベストプラクティスのおすすめに従って実装を簡素化します。
方法: 完全なソリューションキットを Salesforce ヘルプで確認するか、または PDF としてダウンロードします。
このソリューションキットは、『Transform the Consumer Experience (カスタマーエクスペリエンスのトランスフォー
メーション)』 Customer 360 ガイドの一部です。

Personalize Marketing Recommendations (パーソナライズされたマーケティング推奨項目) ソリュー
ションキット
以前に購入した商品に基づいてメールでおすすめを送信することで、買い物客の興味をつなぎ止めます。
対象ユーザ: Marketing Cloud と Commerce Cloud を統合してマーケティングをパーソナライズしたい企業。
理由: 特定の商品、設定、ベストプラクティスのおすすめに従って実装を簡素化します。
方法: 完全なソリューションキットを Salesforce ヘルプで確認するか、または PDF としてダウンロードします。
このソリューションキットは、『Transform the Consumer Experience (カスタマーエクスペリエンスのトランスフォー
メーション)』 Customer 360 ガイドの一部です。

Keep Customers in the Loop with Transactional Email (トランザクションメールで顧客に最新情報を伝え
る) ソリューションキット
注文の状況をメールで顧客に伝えることで、サービスセンターへの通話量を減らします。ストアフロントへの
訪問を増やします。
対象ユーザ: Marketing Cloud と Commerce Cloud を統合して顧客にトランザクションメールを送信したい企業。
理由: 特定の商品、設定、ベストプラクティスのおすすめに従って実装を簡素化します。
方法: 完全なソリューションキットを Salesforce ヘルプで確認するか、または PDF としてダウンロードします。
このソリューションキットは、『Transform the Consumer Experience (カスタマーエクスペリエンスのトランスフォー
メーション)』 Customer 360 ガイドの一部です。

View Order History and Cancel Orders (注文履歴の参照および注文のキャンセル) ソリューションキッ
ト
カスタマーサービスを強化して、エージェントが注文をキャンセルできるようにします。Commerce Cloud と
Service Cloud を接続してエクスペリエンスをパーソナライズします。
対象ユーザ: Service Cloud と Commerce Cloud を統合して、エージェントが注文履歴を表示して注文をキャンセル
できるようにしたい企業。
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https://help.salesforce.com/articleView?id=icx_b2c_couponredemption_parent.htm&type=5&language=ja
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理由: 特定の商品、設定、ベストプラクティスのおすすめに従って実装を簡素化します。
方法: 完全なソリューションキットを Salesforce ヘルプで確認するか、または PDF としてダウンロードします。
このソリューションキットは、『Transform the Consumer Experience (カスタマーエクスペリエンスのトランスフォー
メーション)』 Customer 360 ガイドの一部です。

Engage Customers with Conversational Commerce (対話型コマースでの顧客とのエンゲージ) ソリュー
ションキット
Commerce Cloud でライブエージェントチャットまたはチャットボットを実装するときに、より充実したカスタ
マーサービスを提供して、販売を促進します。ブランドロイヤルティの構築、注文状況の確認、その他の支援
をサービスエージェントに提供します。
対象ユーザ: Service Cloud と Commerce Cloud を統合して、ショッピング体験の主要なポイントにおいて顧客とエ
ンゲージしたい企業。
理由: 特定の商品、設定、ベストプラクティスのおすすめに従って実装を簡素化します。
方法: 完全なソリューションキットを Salesforce ヘルプで確認するか、または PDF としてダウンロードします。
このソリューションキットは、『Transform the Consumer Experience (カスタマーエクスペリエンスのトランスフォー
メーション)』 Customer 360 ガイドの一部です。

Implement Seamless Cross-Cloud Identity (シームレスなクロスクラウド ID) の実装ソリューションキッ
ト
すべての e コマースサイトとコミュニティで顧客ごとに 1 つの ID を使用することで、顧客データを統合しま
す。1 つの ID を有効化して、製品カタログ全体で顧客の可視性を実現します。
対象ユーザ: Commerce Cloud、Community Cloud、Salesforce Identity を統合して、クラウド間で 1 つの ID でのログイ
ンを有効化したい企業。
理由: 特定の商品、設定、ベストプラクティスのおすすめに従って実装を簡素化します。
方法: 完全なソリューションキットを Salesforce ヘルプで確認するか、または PDF としてダウンロードします。
このソリューションキットは、『Transform the Consumer Experience (カスタマーエクスペリエンスのトランスフォー
メーション)』 Customer 360 ガイドの一部です。

Cross-Cloud Engagement Data Models (クロスクラウドエンゲージメントデータモデル) ソリューショ
ンキット
Marketing Cloud、Commerce Cloud、Sales Cloud、Service Clouds、Community Cloud の顧客に対して共通プロファイルを
作成することで、顧客ロイヤリティを高めます。標準クラウドインテグレーションを活用するための各種顧客
データの最適な記録システムを決定します。
対象ユーザ: コネクタや Customer 360 データマネージャを使用して Commerce Cloud、Marketing Cloud、Sales Cloud、
Service Cloud、Community Cloud を統合し、顧客の全方位ビューを実現するクロスクラウド実装を最適化したい企
業。
理由: 特定の商品、設定、ベストプラクティスのおすすめに従って実装を簡素化します。
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https://help.salesforce.com/articleView?id=icx_b2c_vieworderhistory_parent.htm&type=5&language=ja
https://resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/view_and_cancel_orders_solution_kit.pdf
https://help.salesforce.com/articleView?id=icx_b2c_conversationalcommerce_parent.htm&type=5&language=ja
https://resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/conversational_commerce_solution_kit.pdf
https://help.salesforce.com/articleView?id=icx_b2c_seamlessidentity_parent.htm&type=5&language=ja
https://resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/seamless_cross_cloud_identity_solution_kit.pdf


方法: 完全なソリューションキットを Salesforce ヘルプで確認するか、または PDF としてダウンロードします。
このソリューションキットは、『Transform the Consumer Experience (カスタマーエクスペリエンスのトランスフォー
メーション)』 Customer 360 ガイドの一部です。

Run Conversational Campaigns for WhatsApp (WhatsApp での対話形式キャンペーンの実行) ソリュー
ションキット
マーケティングメッセージからエージェントやチャットボットによるライブ WhatsApp チャットに顧客を直接
リンクして質問を受け付けることで商品の販促に繋げます。
対象ユーザ: Marketing Cloud、Sales Cloud、および他の製品を統合して、すべてのプロモーション SMS メッセージ
のフッターとして WhatsApp ダイレクトメッセージリンクを含めたい企業。
理由: 特定の商品、設定、ベストプラクティスのおすすめに従って実装を簡素化します。
方法: 完全なソリューションキットを Salesforce ヘルプで確認するか、または PDF としてダウンロードします。
このソリューションキットは、『Transform the Consumer Experience (カスタマーエクスペリエンスのトランスフォー
メーション)』 Customer 360 ガイドの一部です。

Run Conversational Campaigns for SMS (SMS での対話形式キャンペーンの実行) ソリューションキット
マーケティングメッセージからエージェントやチャットボットによるライブ SMS チャットに顧客を直接リンク
して質問を受け付けることで商品の販促に繋げます。
対象ユーザ: Marketing Cloud、Sales Cloud、Service Cloud、および他の製品を統合して、すべてのプロモーション SMS

メッセージのフッターとしてキーワードプロンプトを含めたい企業。
理由: 特定の商品、設定、ベストプラクティスのおすすめに従って実装を簡素化します。
方法: 完全なソリューションキットを Salesforce ヘルプで確認するか、または PDF としてダウンロードします。
このソリューションキットは、『Transform the Consumer Experience (カスタマーエクスペリエンスのトランスフォー
メーション)』 Customer 360 ガイドの一部です。

Communicate Store Changes (ストアの変更のお知らせ) ソリューションキット
ストアのポリシー、営業時間、場所などの最新情報を顧客に知らせることで、信頼関係を築きます。
対象ユーザ: Commerce Cloud と Marketing Cloud を統合してカート放棄を削減したい企業。
理由: 特定の商品、設定、ベストプラクティスのおすすめに従って実装を簡素化します。
方法: 完全なソリューションキットをSalesforce ヘルプで確認します。このソリューションキットは、『Transform

the Consumer Experience (カスタマーエクスペリエンスのトランスフォーメーション)』 Customer 360 ガイドの一部
です。

Schedule an Appointment (予定のスケジュール) ソリューションキット
地域で管理されている、または顧客が希望するソーシャルディスタンスを確保するために、買い物客が予定を
スケジュールできるようにするスケーラブルなプロセスを実装します。
対象ユーザ: Commerce Cloud と Marketing Cloud を統合してカート放棄を削減したい企業。
理由: 特定の商品、設定、ベストプラクティスのおすすめに従って実装を簡素化します。
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方法: 完全なソリューションキットをSalesforce ヘルプで確認します。このソリューションキットは、『Transform

the Consumer Experience (カスタマーエクスペリエンスのトランスフォーメーション)』 Customer 360 ガイドの一部
です。

Facilitate Curbside Pickup (駐車場での受け取りの促進) ソリューションキット
顧客の来店、駐車場での注文の準備、そして購入の完了に向けた準備を複数のシステムにログインせずに行い
ます。
対象ユーザ: Commerce Cloud と Marketing Cloud を統合してカート放棄を削減したい企業。
理由: 特定の商品、設定、ベストプラクティスのおすすめに従って実装を簡素化します。
方法: 完全なソリューションキットをSalesforce ヘルプで確認します。このソリューションキットは、『Transform

the Consumer Experience (カスタマーエクスペリエンスのトランスフォーメーション)』 Customer 360 ガイドの一部
です。

Lightning Experience エンゲージメント: アプリケーション内ガイダン
スとヘルプメニュー
アプリケーション内のより多くの場所にアプリケーション内ガイダンスを追加します。カスタムテーマカラー
を使用してアプリケーション内ガイダンスを目立たせます。アプリケーション内ガイダンスへの直接リンクを
簡単に共有します。ヘルプメニューにより多くのカスタムリソースを表示します。ユーザは、ヘルプメニュー
内で Trailhead モジュールを検索できます。

このセクションの内容:

新規作成ページ、編集ページ、コピーページへのアプリケーション内ガイダンスの追加
ダイアログなどで、ユーザがレコードを作成、編集、コピーするときに、アプリケーション内ガイダンス
でユーザをサポートします。
アプリケーション内ガイダンスへのカスタムテーマ色の追加
アプリケーション内ガイダンスのコントラストを強調したり、組織のテーマの色とブランドを補完したり
します。組織のテーマに基づいてカラーパレットから選択し、アプリケーション内ガイダンスがどのよう
に強調されるかを確認します。
アプリケーション内ガイダンスへの直接リンクの共有
ユーザやコラボレータにプロンプトおよびウォークスルーへの直接リンクを送信します。または、URL をヘ
ルプメニューに追加して、トレーニング資料を強化します。アプリケーション内ガイダンスが無効である
か、スケジュールされた日付範囲外にある場合を除き、この URL によりアプリケーション内ガイダンスが
すぐに開きます。
ヘルプメニューからの Trailhead の検索
Trailhead 検索結果をアプリケーション内のヘルプメニューから直接確認します。以前は、製品ドキュメント
のみをヘルプメニューで検索できました。
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ヘルプメニューへのより多くのカスタムリソースの追加
最大 30 個のリソースをヘルプメニューのカスタムセクションに追加します。以前は、最大 15 個のリソース
のみを追加できました。トレーニングドキュメント、オンボーディングリソース、動画、またはアプリケー
ション内ガイダンスへのリンクを追加して、ユーザがワークスペース内で必要とするリソースを提供しま
す。
Salesforce アプリケーション内コンテンツについて
Salesforce のシステム管理者とエンドユーザに表示される貴重なアプリケーション内プロンプト、歓迎メッ
セージ、およびポップオーバーで最新情報を得ることができます。

新規作成ページ、編集ページ、コピーページへのアプリケーション内ガイダン
スの追加
ダイアログなどで、ユーザがレコードを作成、編集、コピーするときに、アプリケーション内ガイダンスで
ユーザをサポートします。
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。
ユーザにカスタムウォークスルーを表示するには、myTrailhead に登録して、「ウォークスルーへのアクセス」
権限セットライセンスと「ウォークスルー」権限セットを取得します。ウォークスルーを表示できるようにす
るユーザに「ウォークスルーを参照」ユーザ権限を割り当てます。価格の詳細は、Salesforce アカウントエグゼ
クティブにお問い合わせください。
方法: 他のページと同様に、レコードの新規作成ページ、編集ページ、またはコピーページ種別にアプリケー
ション内ガイダンスを追加します。
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新規作成、編集、またはコピーダイアログにステップを追加した後、ダイアログ以外のページにステップをさ
らに追加することはできません。レコードの新規作成ページまたはコピーページに複数のレコードタイプがあ
る場合、ウォークスルーは、レコードタイプを選択するための選択リストに表示されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience のアプリケーション内ガイダンス (リリースプレビューの時点で内容が刷
新されたり、使用不能になる可能性があります)

AppExchange: アプリケーション内ガイダンスウォークスルー: 営業ユーザ向けの使用開始
AppExchange: アプリケーション内ガイダンスダッシュボード: プロンプトエンゲージメント
AppExchange: アプリケーション内ガイダンスダッシュボード: ウォークスルーエンゲージメント

アプリケーション内ガイダンスへのカスタムテーマ色の追加
アプリケーション内ガイダンスのコントラストを強調したり、組織のテーマの色とブランドを補完したりしま
す。組織のテーマに基づいてカラーパレットから選択し、アプリケーション内ガイダンスがどのように強調さ
れるかを確認します。
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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。この変更は Internet Explorer 11 ブラウザでは利用で
きません。
ユーザにカスタムウォークスルーを表示するには、myTrailhead に登録して、「ウォークスルーへのアクセス」
権限セットライセンスと「ウォークスルー」権限セットを取得します。ウォークスルーを表示できるようにす
るユーザに「ウォークスルーを参照」ユーザ権限を割り当てます。価格の詳細は、Salesforce アカウントエグゼ
クティブにお問い合わせください。
方法: アプリケーション内ガイダンスビルダーでプロンプトやウォークスルーを作成するときに、[アプリケー
ション内ガイダンスでカスタム色を使用] をオンにします。

次に、組織の現在の組織ブランド、ページ背景、ヘッダー背景、またはアプリケーションブランドの色から取
得される最大 4 つの色から選択します。Salesforce は、色を暗くするか、コントラストの色比を上げて、色をわ
かりやすくします。[テーマおよびブランド設定] ページまたはアプリケーションビルダーでテーマの色を変更
した場合、アプリケーション内ガイダンスのテーマの色も更新されます。

色ごとに濃い色の値に切り替えることもできます。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience のアプリケーション内ガイダンス (リリースプレビューの時点で内容が刷
新されたり、使用不能になる可能性があります)

AppExchange: アプリケーション内ガイダンスウォークスルー: 営業ユーザ向けの使用開始
AppExchange: アプリケーション内ガイダンスダッシュボード: プロンプトエンゲージメント
AppExchange: アプリケーション内ガイダンスダッシュボード: ウォークスルーエンゲージメント

アプリケーション内ガイダンスへの直接リンクの共有
ユーザやコラボレータにプロンプトおよびウォークスルーへの直接リンクを送信します。または、URL をヘル
プメニューに追加して、トレーニング資料を強化します。アプリケーション内ガイダンスが無効であるか、ス
ケジュールされた日付範囲外にある場合を除き、この URL によりアプリケーション内ガイダンスがすぐに開き
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。
ユーザにカスタムウォークスルーを表示するには、myTrailhead に登録して、「ウォークスルーへのアクセス」
権限セットライセンスと「ウォークスルー」権限セットを取得します。ウォークスルーを表示できるようにす
るユーザに「ウォークスルーを参照」ユーザ権限を割り当てます。価格の詳細は、Salesforce アカウントエグゼ
クティブにお問い合わせください。
方法: 共有可能な URL を、貼り付け用のクリップボードにコピーする方法は 2 つあります。次のいずれかの場
所から、[URL をコピー] をクリックします。
• [アプリケーション内ガイダンス] の [設定] ページの行レベルのアクションメニュー。
• 詳細ダイアログのアプリケーション内ガイダンスビルダー内の設定。設定ギアアイコンを表示するように

アプリケーション内ガイダンスを編集します。
アプリケーション内ガイダンスの API 参照名を変更すると、URL が変更されます。
プロンプトまたはウォークスルーがレコードページ種別に基づく場合、URL には任意のレコードタイプではな
く正確なレコードを指定します。たとえば、任意の取引先レコードではなく Acme 取引先レコードで URL が開
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くとします。ただし、このレコードへのアクセス権がユーザにない場合、アプリケーション内ガイダンスは、
ユーザがアクセスできる同じオブジェクトレコードで開きます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience のアプリケーション内ガイダンス (リリースプレビューの時点で内容が刷
新されたり、使用不能になる可能性があります)

AppExchange: アプリケーション内ガイダンスウォークスルー: 営業ユーザ向けの使用開始
AppExchange: アプリケーション内ガイダンスダッシュボード: プロンプトエンゲージメント
AppExchange: アプリケーション内ガイダンスダッシュボード: ウォークスルーエンゲージメント

ヘルプメニューからの Trailhead の検索
Trailhead 検索結果をアプリケーション内のヘルプメニューから直接確認します。以前は、製品ドキュメントの
みをヘルプメニューで検索できました。
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: [Salesforce ヘルプを検索] をクリックして、検索語を入力します。

検索語を入力すると、ドキュメントと Trailhead の両方の検索結果が表示されます。
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検索結果で Trailhead のリンクを開くと、新しいブラウザタブが開きます。

関連トピック:

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)

ヘルプメニューへのより多くのカスタムリソースの追加
最大 30 個のリソースをヘルプメニューのカスタムセクションに追加します。以前は、最大 15 個のリソースの
みを追加できました。トレーニングドキュメント、オンボーディングリソース、動画、またはアプリケーショ
ン内ガイダンスへのリンクを追加して、ユーザがワークスペース内で必要とするリソースを提供します。
対象:この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

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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Salesforce アプリケーション内コンテンツについて
Salesforce のシステム管理者とエンドユーザに表示される貴重なアプリケーション内プロンプト、歓迎メッセー
ジ、およびポップオーバーで最新情報を得ることができます。
対象: 使用可能なアプリケーション内コンテンツは、機能によって異なります。
理由: 独自のプロンプトまたは他のアプリケーション内コンテンツを作成するときに、情報が重複しないよう
にします。
Winter '21 リリースで、次のプロンプトが追加されました。
• 多要素認証アシスタントについてシステム管理者に通知し、MFA 採用ジャーニーの主なステップを完了す

るためのガイドを提供する一連のフロート表示プロンプト。
• 動的フォームを使用するようにシステム管理者を促し、ローカライズ機能を強調するドッキングプロンプ

ト。
• Salesforce Maps でテリトリーを計画してエンタープライズテリトリー管理に統合することの利点を強調する

ドッキングプロンプト。
• 作業キューの項目を整理するために使用する対象状況検索条件を強調する 2 つの機能ポップオーバー。
• Einstein Search がシステム管理者により有効化されている場合の機能をユーザに教育する機能ポップオー

バー。
[アプリケーション内ガイダンス] の [設定] ページから、Salesforce によって作成されたアプリケーション内コン
テンツを無効にできます。MFA プロンプトは [ユーザインターフェース] ページの [MFA 管理プロンプトを無効
化] チェックボックスで制御されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience での Salesforce アプリケーション内コンテンツ (リリースプレビューの時点
で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce アンケート: 参加者の環境の改善、アンケートテンプレー
ト、他
アンケートへの招待メール内で差し込み項目を使用して、参加者の環境を改善します。変数を使用して、
Salesforce 組織のデータに基づいて参加者に表示するページを決定します。参加者は、右から左へ記述される言
語でアンケートを参照し、回答できるようになりました。メールを送信除外した参加者は、メールでアンケー
トへの招待を受信しません。アンケート設計者はテンプレートアンケートを作成できるようになりました。翻
訳されたアンケートをコピーすると、翻訳は新しいアンケートに引き継がれます。アンケートページで質問を
容易に並び替えることができます。

このセクションの内容:

データに基づくアンケートページの表示
Salesforce 組織のデータを使用して、参加者に次に表示するアンケートページを決定できます。変数を使用
して、ページの分岐ロジックの条件を定義します。関連付けられたレコードの差し込み項目変数と参加者
レコードの差し込み項目変数を使用して、項目レベルの条件を定義します。組織変数を使用して、組織の
情報に基づいて条件を定義します。カスタム変数を使用して、定義した値に基づいて条件を定義します。
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メール内のアンケートの質問のパーソナライズ
招待メール内に埋め込まれたアンケートの質問をパーソナライズして、参加者に VIP 環境を提供します。
300 人のユーザへのメールでのアンケートへの招待
新しい Connect REST API リソースを使用すると、最大 300 人のユーザにアンケートへの招待をメールで送信で
きます。Connect REST API では、SurveySubject サポート対象オブジェクトのレコードをアンケートの招待に関
連付けることもできます。
テンプレートアンケートを使用して同僚の作業をすばやく開始
アンケート作成者は互いの作業に基づくことができるようになりました。テンプレートアンケートを作成
すると、そのテンプレートアンケートは Salesforce 組織のユーザと自動的に共有されます。アンケートのレ
コードレベルのアクセス権に基づいて、ユーザはテンプレートを参照またはコピーできます。テンプレー
トアンケートは、保護された知的財産ではないため、他の組織、パートナー、顧客に配信できます。
ページでの質問の並び替え
ボタンをクリックして、アンケートページ内の質問を並び替えます。
コピー元のアンケートからの翻訳の保持
翻訳者の時間と労力を節約します。アンケートをコピーすると、コピー元のアンケートから新しいアンケー
トに翻訳が自動的に引き継がれます。
右から左へ記述される言語で回答するときの参加者の環境の改善
右から左へ記述される言語サポートの改善により、世界中の参加者とより適切につながります。参加者が
右から左へ記述される言語で回答するように選択した場合、アンケートの文章は右から左へ記述されます。
メール送信除外設定の遵守
メールを受信しないという参加者の設定を遵守します。メールの受信を希望しない取引先責任者とリード
はアンケートへの招待メールを受信しません。メール送信除外は、アンケートビルダーからメール送信さ
れるアンケートへの招待、または自動化プロセスを使用するアンケートへの招待に適用されます。
組織のメール制限の考慮
Salesforce 組織外のユーザに送信されるアンケートへの招待メールも、組織から送信される 1 日の合計メー
ル数にカウントされるようになりました。アンケートへの招待をそうしんするときは、組織の 1 日のメー
ル送信数を考慮してください。組織のメール制限を緩和する場合は、Salesforce アカウントエグゼクティブ
にお問い合わせください。
単一選択質問のデザインの変更
アンケートの参加者が回答する場合、または管理者が単一選択質問をプレビューする場合、回答の選択肢
をクリックして選択するようになりました。以前は、ラジオボタンを使用していました。

データに基づくアンケートページの表示
Salesforce 組織のデータを使用して、参加者に次に表示するアンケートページを決定できます。変数を使用し
て、ページの分岐ロジックの条件を定義します。関連付けられたレコードの差し込み項目変数と参加者レコー
ドの差し込み項目変数を使用して、項目レベルの条件を定義します。組織変数を使用して、組織の情報に基づ
いて条件を定義します。カスタム変数を使用して、定義した値に基づいて条件を定義します。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Performance Edition、Enterprise Edition、Developer Edition、
Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
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対象ユーザ:項目値に基づいてページの分岐ロジックを作成するには、Salesforce Feedback Management ライセンス
で使用できる「Salesforce アンケートの高度な機能」権限がユーザに必要です。
方法: アンケートを開き、[詳細設定]をクリックして、[差し込み項目変数]を選択します。関連付けられたオブ
ジェクトと参加者オブジェクトを選択します。1 つ以上の組織変数と、カスタム変数を定義します。[ビルダー
に戻る] をクリックします。作成する分岐ロジックの対象のページで をクリックします。ロジック種別を
選択してから、差し込み項目または変数を選択します。どの値に対してロジックを検証するかを指定します。

メール内のアンケートの質問のパーソナライズ
招待メール内に埋め込まれたアンケートの質問をパーソナライズして、参加者に VIP 環境を提供します。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Performance Edition、Enterprise Edition、Developer Edition、
Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ:変数を定義して差し込み項目を使用するには、Salesforce Feedback Management ライセンスで使用でき
る「Salesforce アンケートの高度な機能」権限がユーザに必要です。
方法: [サポート設定] やプロセスビルダーなどの自動化プロセスを使用してアンケートの質問をメールで送信
する場合、質問内の差し込み項目はメール内で解決します。
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300 人のユーザへのメールでのアンケートへの招待
新しい Connect REST API リソースを使用すると、最大 300 人のユーザにアンケートへの招待をメールで送信でき
ます。Connect REST API では、SurveySubject サポート対象オブジェクトのレコードをアンケートの招待に関連付け
ることもできます。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Performance Edition、Enterprise Edition、Developer Edition、
Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

Connect REST API 開発者ガイド: Salesforce Surveys Invitation Emails Resource (Salesforce のアンケートへの招待メールリ
ソース) (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

Apex 開発者ガイド: Survey 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)

テンプレートアンケートを使用して同僚の作業をすばやく開始
アンケート作成者は互いの作業に基づくことができるようになりました。テンプレートアンケートを作成する
と、そのテンプレートアンケートは Salesforce 組織のユーザと自動的に共有されます。アンケートのレコードレ
ベルのアクセス権に基づいて、ユーザはテンプレートを参照またはコピーできます。テンプレートアンケート
は、保護された知的財産ではないため、他の組織、パートナー、顧客に配信できます。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Performance Edition、Enterprise Edition、Developer Edition、
Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: [アンケート] リストビューで、[新規]をクリックします。[新規アンケート] モーダルで、[テンプレートと
してアンケートを作成] を選択します。既存のアンケートをコピーするときにテンプレートアンケートを作成
することもできます。アンケートがテンプレート内にあるかどうかを確認するには、アンケートビルダーで
「テンプレート」の語を探します。

ページでの質問の並び替え
ボタンをクリックして、アンケートページ内の質問を並び替えます。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Performance Edition、Enterprise Edition、Developer Edition、
Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
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方法: 質問のリッチテキストエディタの上にある上下矢印を使用して、質問を別の質問の前または後に移動し
ます。

コピー元のアンケートからの翻訳の保持
翻訳者の時間と労力を節約します。アンケートをコピーすると、コピー元のアンケートから新しいアンケート
に翻訳が自動的に引き継がれます。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Performance Edition、Enterprise Edition、Developer Edition、
Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。

右から左へ記述される言語で回答するときの参加者の環境の改善
右から左へ記述される言語サポートの改善により、世界中の参加者とより適切につながります。参加者が右か
ら左へ記述される言語で回答するように選択した場合、アンケートの文章は右から左へ記述されます。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Performance Edition、Enterprise Edition、Developer Edition、
Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。

メール送信除外設定の遵守
メールを受信しないという参加者の設定を遵守します。メールの受信を希望しない取引先責任者とリードはア
ンケートへの招待メールを受信しません。メール送信除外は、アンケートビルダーからメール送信されるアン
ケートへの招待、または自動化プロセスを使用するアンケートへの招待に適用されます。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Performance Edition、Enterprise Edition、Developer Edition、
Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: 取引先責任者またはリードレコードの [メール送信除外] 項目がオンになっている場合、そのレコードに
関連付けられているメール ID では、アンケートへの招待メールを受信しません。
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組織のメール制限の考慮
Salesforce 組織外のユーザに送信されるアンケートへの招待メールも、組織から送信される 1 日の合計メール数
にカウントされるようになりました。アンケートへの招待をそうしんするときは、組織の 1 日のメール送信数
を考慮してください。組織のメール制限を緩和する場合は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わ
せください。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Performance Edition、Enterprise Edition、Developer Edition、
Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

Salesforce ナレッジ記事: Increase your daily Mass Email limit (1 日の一括メール制限の緩和) (リリースプレビューの時
点で内容が刷新される、または使用できなくなる可能性があります)

Salesforce ナレッジ記事: Increase the Daily Single Email Message limit for your organization (組織での 1 日の単一メール
メッセージ制限の緩和) (リリースプレビューの時点で内容が刷新される、または使用できなくなる可能性
があります)

単一選択質問のデザインの変更
アンケートの参加者が回答する場合、または管理者が単一選択質問をプレビューする場合、回答の選択肢をク
リックして選択するようになりました。以前は、ラジオボタンを使用していました。
対象:この変更は、Salesforce アンケートが有効になっている Performance Edition、Enterprise Edition、Developer Edition、
Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。

Lightning Scheduler: 制御された直接的な外部カレンダーの操作、組み
込みフロー、スケジュールの柔軟性の向上、その他
提供されている開発者リソースを使用して、直接的かつ安全な方法で外部カレンダーに予定を書き込み、外部
カレンダーから行動を読み取ります。Lightning Scheduler フローをレコードページに組み込むことで、まったく
新しい方法で予定をスケジュールします。そして、新しい SchedulingPolicyName フロー変数を使用してカスタム
スケジュールポリシーを Lightning Scheduler フローに関連付けることで、スケジュールの柔軟性を高めることが
できます。

このセクションの内容:

Lightning Scheduler の予定を外部カレンダーに直接書き込む
Lightning Scheduler の予定を外部カレンダーに直接書き込むのに役立つ設定と開発者リソースを追加しまし
た。新しい [予定をプラットフォームイベントとして公開] 設定を有効化すると、Lightning Scheduler では新規
予定、変更された予定、または削除された予定に対してプラットフォームイベントがトリガされます。こ
のイベントを API を使用して捕捉し、外部カレンダーに書き込むことができます。
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リソースの対応可能状況を外部カレンダーから直接確認
Salesforce カレンダーと同期しなくても、外部カレンダーの行動でサービスリソースの対応可能状況を確認
できるようになりました。要求されたサービスリソースとタイムラインを外部カレンダーの行動で確認し
て対応不可の時間枠を返すように、提供されたインターフェースを実装する Apex クラスを記述します。
Lightning Scheduler は、サービスリソースの対応可能な時間枠のリストを表示するときにこの対応不可の時間
枠を除外します。
まったく新しい方法での予約のスケジュール
Lightning Scheduler フローをレコードページに埋め込むことができるようになりました。ユーザはレコード
ページ上の別のウィンドウでフローを起動することなく、つまり、ページ上の詳細へのアクセスがブロッ
クされることなく、予定をスケジュール、変更、キャンセルできます。
Lightning Scheduler フローでのカスタムスケジュールポリシーの使用
Lightning Scheduler フローに 1 つ以上のカスタムスケジュールポリシーを関連付けることで、スケジュールの
柔軟性を高めることができます。たとえば、予定開始時間間隔の異なる 2 つのスケジュールポリシーを作
成できます。次に、予定のスケジュール時にユーザが選択する作業種別に応じてどちらか一方のスケジュー
ルポリシーを呼び出すようにフローをカスタマイズします。
ユーザ権限に関係なく Lightning Scheduler フローを実行
システムコンテキストで Lightning Scheduler フローを実行するように設定できるようになりました。通常、
フローの起動方法によって、フローがユーザまたはシステムのどちらのコンテキストで実行されるかが決
まります。共有とシステムコンテキストでフローを実行するよう設定することで、実行ユーザの権限をス
キップできるようになりました。フローには引き続き組織の共有設定、ロール階層、共有ルール、手動共
有、チーム、およびテリトリーが適用されますが、オブジェクト権限、項目レベルのアクセス、または実
行ユーザの他の権限は無視されます。
顧客フローの管理
キュー管理を使用すると、顧客をデジタル待機リストに参加させて、入力する順番が回ってきたときに顧
客にテキスト送信できます。
Lightning Scheduler のその他の変更
その他の小さくても重要な Lightning Scheduler の変更について説明します。

Lightning Scheduler の予定を外部カレンダーに直接書き込む
Lightning Scheduler の予定を外部カレンダーに直接書き込むのに役立つ設定と開発者リソースを追加しました。
新しい [予定をプラットフォームイベントとして公開] 設定を有効化すると、Lightning Scheduler では新規予定、
変更された予定、または削除された予定に対してプラットフォームイベントがトリガされます。このイベント
を API を使用して捕捉し、外部カレンダーに書き込むことができます。
対象: この変更は、Lightning Scheduler が有効になっている Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
理由: サービスリソースの Salesforce カレンダーを外部カレンダーと同期するカレンダー同期ツールを使用する
代わりにこの方法を使用できます。この方法を使用する利点の 1 つは、プロセス全体をより詳細に制御できる
ことです。
方法: [予定をプラットフォームイベントとして公開] 設定を有効化し、新しい AppointmentSchedulingEvent プラッ
トフォームイベントを登録すると、ユーザが予定を作成、変更、または削除したときにイベント通知を受け取
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ります。API を使用して、プラットフォームイベントを外部カレンダーに直接書き込みます。たとえば、Microsoft

Graph REST API を使用して、Microsoft® Outlook® にイベントをパブリッシュします。

関連トピック:

Salesforce リリースノート: 新規追加または変更された標準プラットフォームイベント
Platform イベント開発者ガイド: AppointmentSchedulingEvent (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、
使用不能になる可能性があります)

リソースの対応可能状況を外部カレンダーから直接確認
Salesforce カレンダーと同期しなくても、外部カレンダーの行動でサービスリソースの対応可能状況を確認でき
るようになりました。要求されたサービスリソースとタイムラインを外部カレンダーの行動で確認して対応不
可の時間枠を返すように、提供されたインターフェースを実装する Apex クラスを記述します。Lightning Scheduler

は、サービスリソースの対応可能な時間枠のリストを表示するときにこの対応不可の時間枠を除外します。
対象: この変更は、Lightning Scheduler が有効になっている Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
理由: サービスリソースの Salesforce カレンダーを外部カレンダーと同期するカレンダー同期ツールを使用する
代わりに、このような開発中心の方法を使用できます。この方法を使用する利点の 1 つは、プロセス全体をよ
り詳細に制御できることです。
方法: LxScheduler.ServiceResourceScheduleHandler Apex インターフェースを使用して、外部カレンダー行動を読み取
るためのカスタム Apex クラスを作成します。次に、[外部システムの行動の読み取り] スケジュールポリシー
ルールを使用して Apex クラスを Lightning Scheduler フローまたは API コールに関連付けます。
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関連トピック:

Salesforce リリースノート: LxScheduler 名前空間
Apex 開発者ガイド: LxScheduler 名前空間 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる
可能性があります)

まったく新しい方法での予約のスケジュール
Lightning Scheduler フローをレコードページに埋め込むことができるようになりました。ユーザはレコードペー
ジ上の別のウィンドウでフローを起動することなく、つまり、ページ上の詳細へのアクセスがブロックされる
ことなく、予定をスケジュール、変更、キャンセルできます。
対象: この変更は、Lightning Scheduler が有効になっている Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
理由: ユーザがクイックアクションを使用して Lightning Scheduler フローを起動すると、フローは個別のウィン
ドウで開き、元のページへのアクセスがブロックされます。
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ただし、フローをレコードページに埋め込むと、ページはブロックされずにユーザに表示されます。

方法: 取引先、個人取引先、商談、またはリードのレコードページを編集します。フローコンポーネントをペー
ジにドラッグして、ページに追加する Lightning Scheduler フローを選択します。

Lightning Scheduler フローでのカスタムスケジュールポリシーの使用
Lightning Scheduler フローに 1 つ以上のカスタムスケジュールポリシーを関連付けることで、スケジュールの柔
軟性を高めることができます。たとえば、予定開始時間間隔の異なる 2 つのスケジュールポリシーを作成でき
ます。次に、予定のスケジュール時にユーザが選択する作業種別に応じてどちらか一方のスケジュールポリ
シーを呼び出すようにフローをカスタマイズします。
対象: この変更は、Lightning Scheduler が有効になっている Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
理由: 以前は、すべての Lightning Scheduler フローで、指定されたデフォルトの予定スケジュールポリシーが使
用されました。カスタムスケジュールポリシーは Lightning Scheduler API コールでのみ使用できました。
方法: Lightning Scheduler フローを編集します。Flow Builder の [マネージャ] タブで、SchedulingPolicyName 変数を編
集して、そのデフォルト値をカスタムスケジュールポリシーの API 参照名に設定します。
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実行時に SchedulingPolicyName 変数に異なるスケジュールポリシーを割り当てるには、決定要素をフローに追加
して、複数の割り当て要素に対応付けます。

ユーザ権限に関係なく Lightning Scheduler フローを実行
システムコンテキストで Lightning Scheduler フローを実行するように設定できるようになりました。通常、フ
ローの起動方法によって、フローがユーザまたはシステムのどちらのコンテキストで実行されるかが決まりま
す。共有とシステムコンテキストでフローを実行するよう設定することで、実行ユーザの権限をスキップでき
るようになりました。フローには引き続き組織の共有設定、ロール階層、共有ルール、手動共有、チーム、お
よびテリトリーが適用されますが、オブジェクト権限、項目レベルのアクセス、または実行ユーザの他の権限
は無視されます。
対象: この変更は、Lightning Scheduler が有効になっている Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: フローを保存するときに [詳細を表示] をクリックします。[フローの実行方法] で [システムコンテキスト
と共有—レコードレベルのアクセス権を適用] を選択します。

既存のフローバージョンでこのオプションを選択するには、設定アイコンを使用します。

顧客フローの管理
キュー管理を使用すると、顧客をデジタル待機リストに参加させて、入力する順番が回ってきたときに顧客に
テキスト送信できます。
対象:これらの変更は、Lightning Scheduler が有効になっている Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
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方法: キュー管理を使用するには、「施設マネージャ」または「キューマネージャ」権限セットをユーザに割
り当てます。

関連トピック:

Work.com リリースノート

Lightning Scheduler のその他の変更
その他の小さくても重要な Lightning Scheduler の変更について説明します。
対象:これらの変更は、Lightning Scheduler が有効になっている Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
理由: ユーザ向けに予定スケジュールエクスペリエンスを改善しました。
ゲストユーザが外出先で予約をスケジュールできるようにする

[受信新規ゲスト予定] フローがモバイルデバイスでもサポートされるようになりました。
1 時間を超える予約時間枠の定義

[予定開始時間間隔] スケジュールポリシールールに、60 分を超える重複しない時間枠を定義するための新
しい値が追加されました。以前は、重複しない時間枠は 60 分以内でしか定義できませんでした。

レスポンシブな時間枠ページによるユーザエクスペリエンスの改善
時間枠選択ページに表示される日にちの数は、画面サイズに合わせて変わります。この機能強化によって
水平方向にスクロールする必要がなくなり、時間枠の列が重複することもなくなります。
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Salesforce インテグレーションを破損する可能性がある、SameSite
Cookie の動作に関する Microsoft Edge の変更への準備
Microsoft Edge では、Cookie のデフォルトのクロスドメイン (SameSite) 動作が変更されます。SameSite の変更は、
Microsoft Edge のベースとなる Chromium プロジェクトで行われます。この変更はセキュリティとプライバシーを
強化しますが、ユーザとパートナーは、Cookie を使用するカスタム Salesforce インテグレーションをテストする
必要があります。Salesforce は Web 全体のプライバシーとセキュリティを改善するための継続的な取り組みをサ
ポートします。Salesforce が設定する Cookie の SameSite 属性が更新されました。この修正は Winter '21 に含ま
れ、Microsoft Edge 86 以降に適用されます。
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。
時期: この Microsoft Edge ドキュメントには、SameSite の変更が 2020 年 10 月 8 日の週に Edge 86 の安定版リリース
に合わせて行われることが記載されています。この変更は、Microsoft Edge のベースとなる Chromium プロジェク
トで行われます。SameSite の変更で予定されている Google のタイムラインについては、Chromium プロジェクト
の「SameSite Updates (SameSite の更新)」トピックを参照してください。
Salesforce は、Chromium プロジェクトで SameSite の変更がいつロールアウトされても対応できます。
対象ユーザ: この変更は、Microsoft Edge 86 リリース以降の Salesforce ユーザに適用されます。
理由: Edge に関する次の重要な変更に注意してください。
• 組織のコミュニティ、ポータル、サイト、Outlook インテグレーション、または Gmail インテグレーションを

含め、セキュアでない (HTTP) ブラウザアクセスでは Cookie は機能しません。代わりに、HTTPS を使用してく
ださい。

• Cookie を使用する一部のカスタムインテグレーションが Edge で機能しなくなります。この変更は、特にク
ロスドメイン通信と、iframe を使用するインテグレーションに影響します (ただし、これらに限定されませ
ん)。

Cookie の SameSite属性はクロスドメインの動作を制御します。この「Chrome Platform Status」では、SameSite

属性の目的が説明されています。
「SameSite は、クロスサイトリクエストフォージェリ (CSRF) 攻撃の一部のクラスに対する適度に堅牢な防御
ですが、現在、開発者は SameSite 属性を指定して保護を有効にする必要があります。つまり、デフォルト
では開発者は CSRF 攻撃に対して脆弱です。この変更により、開発者はデフォルトで保護されますが、クロス
サイトリクエストの状態を必要とするサイトでは、現状の安全性の低いモデルを選択できます。」
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SameSite 属性が指定されていない場合、Edge 86 リリースは Cookie をデフォルトで SameSite=Lax として設
定します。Chrome 80 リリースまでのデフォルトは SameSite=None です。Edge 86 リリース後も、開発者は
SameSite=None; Secure を明示的に設定することで、制限のない現状の使用方法を選択することができま
す。
詳細は、この Chromium Blog 投稿を参照してください。
方法:

1. HTTP の代わりに HTTPS を使用する
組織で HTTPS アクセスを必要とするには、[設定] の [セッションの設定] で以下の設定が有効になっているこ
とを確認します。これらの設定はデフォルトで有効になっていますが、組織で HTTPS が必要とされている
ことを確認してください。
セキュアな接続 (HTTPS) が必要

Salesforce へのログインまたはアクセスに HTTPS が必要かどうかを決定します。
2020 年 5 月 1 日に、Salesforce へのアクセスに HTTPS 接続を必要とする重要な更新「セキュアな HTTPS 接続
が必要」が適用されました。

すべてのサードパーティドメインでセキュアな接続 (HTTPS) が必要
サードパーティドメインへの接続に HTTPS が必要かどうかを決定します。

このいずれかの設定が無効になっていると、SameSite の変更が適用された後に Edge ユーザが機能の中断に
直面する可能性があります。
コミュニティ、ポータル、またはサイトで HTTPS アクセスを必要とする手順は、次のとおりです。

a. [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。
b. 編集するサイトを選択し、[セキュアな接続 (HTTPS) が必要] チェックボックスがオンになっているこ

とを確認します。
Winter '21 では、認証済み要求で HTTP 接続が許可されなくなったため、この設定が削除されました。

Salesforce Classic キャンバス接続アプリケーションが HTTPS で機能するかどうかを確認する手順は、次のと
おりです。

a. Salesforce Classic では、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「キャンバスアプリケーションのプレ
ビューア」と入力し、[キャンバスアプリケーションのプレビューア] を選択します。

b. 確認するアプリケーションをクリックします。アプリケーションが読み込まれた場合は、HTTPS を使
用するように URL がすでに設定されていることを意味します。アプリケーションがプレビューアに
読み込まれない場合、HTTPS を使用するようにキャンバスアプリケーションの URL およびコールバッ
ク URL を更新します。

キャンバス接続アプリケーションを HTTPS を使用するように更新する手順は、次のとおりです。
a. Salesforce Classic で、[設定] から「作成」と入力し、[アプリケーション] をクリックします。
b. 更新するキャンバス接続アプリケーションを選択します。
c. [キャンバスアプリケーションの URL] 項目で、HTTPS を使用するように URL を更新します。
d. [コールバック URL] 項目で、HTTPS を使用するように URL を更新します。
e. [保存] をクリックします。
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f. キャンバスアプリケーションのプレビューアに戻り、アプリケーションが期待どおりに開くことを
確認します。

メモ: 初めて HTTPS URL に移動したときにタブを閉じで、再度開き、ブラウザの履歴をクリアしま
す。

LiveMessage 管理パッケージのアップグレード
他の機能と同様に、LiveMessage (Classic) では、[設定] の [セキュアな接続 (HTTPS) が必要] および [すべての
サードパーティドメインでセキュアな接続 (HTTPS) が必要] セッション設定が組織で有効になっている必
要があります。
Edge 86 リリースは、バージョン 4.46 以降の管理パッケージでサポートされています。組織でこれよりも
古いバージョンをインストールしている場合は、こちらから最新バージョンにアップグレードしてくだ
さい。

2. インテグレーションで所有および設定されている Cookie を使用しているカスタム Salesforce インテグレー
ションをテストする
Edge 86 リリースの前に、インテグレーションで所有および設定されている Cookie を使用しているカスタム
Salesforce インテグレーションをすべてテストします。回帰が確認された場合は、クロスドメイン通信で使
用する Cookie の SameSite 属性を、SameSite=None; Secure を明示的に設定するように更新します。
Apex で Cookie を設定する場合、Cookie()コンストラクタメソッドの新しい SameSite属性を使用します。
Edge で SameSite の変更がロールアウトされる前にサイトまたは Cookie への SameSite 動作の影響をテストする
には、edge://flags に移動します。「SameSite by default cookies」および「Cookies without

SameSite must be secure」の実験を有効化します。詳細は、この Chromium Blog 投稿を参照してくださ
い。Winter '21 に含まれる修正は Edge 86 以降に適用されます。

メモ:  Cookie をテストしながら、各 Cookie で機能する最も安全な SameSite 値は何かを考慮します。
ファーストパーティのコンテキストでのみ Cookie にアクセスすることが意図されている場合、
SameSite=Lax または SameSite=Strict を適用して、外部アクセスを回避することができます。
SameSite=Lax を明示的に設定することで、デフォルトのブラウザ動作に依存しなくなります。

関連トピック:

Microsoft Edge: Microsoft Edge 向けのサイトの互換性に影響する変更点
Chromium プロジェクト: SameSite Updates (SameSite の更新)

Chromium Blog: Developers: Get Ready for New SameSite=None; Secure Cookie Settings (開発者: 新しい SameSite=None への
準備、安全な Cookie の設定)

Chrome Platform Status: Cookies default to SameSite=Lax (Coookie のデフォルトを SameSite=Lax に設定)

Chrome Platform Status: Reject insecure SameSite=None cookies (安全でない SameSite=None Cookie を拒否)

web.dev: SameSite cookies explained (SameSite Cookie について)

textslashplain.com: Same-Site Cookies By Default (Same-Site Cookie がデフォルトになる)

ietf.org: Incrementally Better Cookies (Cookie の段階的な改善)
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Salesforce インテグレーションを破損する可能性がある、SameSite
Cookie の動作に関する Firefox の変更への準備
Firefox では、Cookie のデフォルトのクロスドメイン (SameSite) 動作が変更されます。この変更はセキュリティ
とプライバシーを強化しますが、ユーザとパートナーは、Cookie を使用するカスタム Salesforce インテグレー
ションをテストする必要があります。Salesforce は Web 全体のプライバシーとセキュリティを改善するための継
続的な取り組みをサポートします。Salesforce が設定する Cookie の SameSite属性が更新されました。この修正
は Winter '21 に含まれているため、Firefox で SameSite の変更がいつロールアウトされても対応できます。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
時期: この Mozilla Hacks ブログ投稿には、SameSite の変更をすべてのユーザにリリースするためのタイムライン
がないことが記載されています。Firefox 79 (2020 年 6 月) 以降、Mozilla は SameSite の変更を Firefox ベータ版ユーザ
の 50% にロールアウトしています。Mozilla は、サイトが新しいデフォルトの動作に適応しているかどうかを示
すインジケータとして、まず破損の範囲を監視したいと考えています。
変更された SameSite 動作は、Nightly 75 (2020 年 2 月) 以降の Firefox Nightly に適用されます。
Salesforce は、Firefox で SameSite の変更がいつロールアウトされても対応できます。
対象ユーザ: この変更は Firefox の Salesforce ユーザに適用されます。
理由: Firefox に関する次の重要な変更に注意してください。
• 組織のコミュニティ、ポータル、サイト、Outlook インテグレーション、または Gmail インテグレーションを

含め、セキュアでない (HTTP) ブラウザアクセスでは Cookie は機能しません。代わりに、HTTPS を使用してく
ださい。

• Cookie を使用する一部のカスタムインテグレーションが Firefox で機能しなくなります。この変更は、特にク
ロスドメイン通信と、iframe を使用するインテグレーションに影響します (ただし、これらに限定されませ
ん)。

Cookie の SameSite 属性はクロスドメインの動作を制御します。この Mozilla Hacks ブログ投稿では、SameSite 属
性の変更の目的が説明されています。
「現在、SameSite 属性が指定されていないと、誰が要求を開始したかどうかに関係なく、特定の要求元の要求
に Cookies が添付されます。これは SameSite=None を設定した場合と同じ動作です。ただし、この「デフォルト
でオープンになっている」動作では、ユーザがクロスサイトリクエストフォージェリ (CSRF) 攻撃に対して脆弱
な状態のままになります。CSRF 攻撃では、悪意のあるサイトが正規のサイトの有効な Cookies を使用して攻撃
を実行しようとします。」
SameSite 属性が指定されていない場合、Firefox ではデフォルトで Cookies が SameSite=Lax として設定され
ます。Firefox の以前のバージョンでは、デフォルトで SameSite=None に設定されていました。この変更後
も、開発者は SameSite=None; Secure を明示的に設定することで、制限のない現状の使用方法を選択する
ことができます。
詳細は、この Mozilla Hacks ブログ投稿を参照してください。
方法:

1. HTTP の代わりに HTTPS を使用する
組織で HTTPS アクセスを必要とするには、[設定] の [セッションの設定] で以下の設定が有効になっているこ
とを確認します。これらの設定はデフォルトで有効になっていますが、組織で HTTPS が必要とされている
ことを確認してください。
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セキュアな接続 (HTTPS) が必要
Salesforce へのログインまたはアクセスに HTTPS が必要かどうかを決定します。
2020 年 5 月 1 日に、Salesforce へのアクセスに HTTPS 接続を必要とする重要な更新「セキュアな HTTPS 接続
が必要」が適用されました。

すべてのサードパーティドメインでセキュアな接続 (HTTPS) が必要
サードパーティドメインへの接続に HTTPS が必要かどうかを決定します。

このいずれかの設定が無効になっている場合、SameSite の変更が適用されると、Firefox ユーザは機能の中断
に直面する可能性があります。
コミュニティ、ポータル、またはサイトで HTTPS アクセスを必要とする手順は、次のとおりです。

a. [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。
b. 編集するサイトを選択し、[セキュアな接続 (HTTPS) が必要] チェックボックスがオンになっているこ

とを確認します。
Winter '21 では、認証済み要求で HTTP 接続が許可されなくなったため、この設定が削除されました。

Salesforce Classic キャンバス接続アプリケーションが HTTPS で機能するかどうかを確認する手順は、次のと
おりです。

a. Salesforce Classic では、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「キャンバスアプリケーションのプレ
ビューア」と入力し、[キャンバスアプリケーションのプレビューア] を選択します。

b. 確認するアプリケーションをクリックします。アプリケーションが読み込まれた場合は、HTTPS を使
用するように URL がすでに設定されていることを意味します。アプリケーションがプレビューアに
読み込まれない場合、HTTPS を使用するようにキャンバスアプリケーションの URL およびコールバッ
ク URL を更新します。

キャンバス接続アプリケーションを HTTPS を使用するように更新する手順は、次のとおりです。
a. Salesforce Classic で、[設定] から「作成」と入力し、[アプリケーション] をクリックします。
b. 更新するキャンバス接続アプリケーションを選択します。
c. [キャンバスアプリケーションの URL] 項目で、HTTPS を使用するように URL を更新します。
d. [コールバック URL] 項目で、HTTPS を使用するように URL を更新します。
e. [保存] をクリックします。
f. キャンバスアプリケーションのプレビューアに戻り、アプリケーションが期待どおりに開くことを

確認します。

メモ: 初めて HTTPS URL に移動したときにタブを閉じで、再度開き、ブラウザの履歴をクリアしま
す。

LiveMessage 管理パッケージのアップグレード
他の機能と同様に、LiveMessage (Classic) では、[設定] の [セキュアな接続 (HTTPS) が必要] および [すべての
サードパーティドメインでセキュアな接続 (HTTPS) が必要] セッション設定が組織で有効になっている必
要があります。
Firefox 82 リリースは、バージョン 4.46 以降の管理パッケージでサポートされています。組織でこれより
も古いバージョンをインストールしている場合は、こちらから最新バージョンにアップグレードしてく
ださい。
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2. インテグレーションで所有および設定されている Cookie を使用しているカスタム Salesforce インテグレー
ションをテストする
Firefox で SameSite の変更がすべてのユーザにリリースされる前に、インテグレーションで所有および設定さ
れている Cookie を使用しているカスタム Salesforce インテグレーションをすべてテストします。回帰が確認
された場合は、クロスドメイン通信で使用する Cookie の SameSite 属性を、SameSite=None; Secure を
明示的に設定するように更新します。Apex で Cookie を設定する場合、Cookie() コンストラクタメソッド
の新しい SameSite 属性を使用します。
このMozilla Hacks ブログ投稿では、Firefox で SameSite の変更がロールアウトされる前に、サイトまたは Cookie

への新しい Firefox 動作の影響をテストする方法が説明されています。about:configに移動し、[検索] バー
に「SameSite」と入力します。network.cookie.sameSite.laxByDefault と
network.cookie.sameSite.noneRequiresSecure の両方を true に設定します。Winter '21 に含まれる
修正は Firefox 82 以降に適用されます。

メモ:  Cookie をテストしながら、各 Cookie で機能する最も安全な SameSite 値は何かを考慮します。
ファーストパーティのコンテキストでのみ Cookie にアクセスすることが意図されている場合、
SameSite=Lax または SameSite=Strict を適用して、外部アクセスを回避することができます。
SameSite=Lax を明示的に設定することで、デフォルトのブラウザ動作に依存しなくなります。

関連トピック:

Mozilla Hacks ブログ: Changes to SameSite Cookie Behavior – A Call to Action for Web Developers (SameSite Cookie 動作に対
する変更 – Web 開発者への行動要請)

Mozilla Developer Network: SameSite Cookies and Common Warnings (SameSite Cookies と一般的な警告)

Firefox Breakage Tracker: Breakage for cookie sameSite=lax by default (デフォルトで sameSite=lax になっている場合の Cookie

の破損)

web.dev: SameSite cookies explained (SameSite Cookie について)

textslashplain.com: Same-Site Cookies By Default (Same-Site Cookie がデフォルトになる)

ietf.org: Incrementally Better Cookies (Cookie の段階的な改善)

Optimizer アプリケーションの活用
Optimizer アプリケーションに、Salesforce 組織の実装を強化する機能が追加されました。新しい 2 つの機能を使
用すると、自動実行をスケジュールし、組織の総計値履歴を表示してセキュリティを高める 7 つの新しい総計
値にアクセスできます。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: Optimizer アプリケーションにアクセスするには、「アプリケーションのカスタマイズ」権限、「す
べてのデータの編集」権限、「ユーザの管理」権限が必要です。
理由: 次の 2 つの機能が追加されました。
• 実行のスケジュール: Optimizer アプリケーションが毎月 1 回バックグラウンドで自動的に実行されるように

設定することで自分の時間を節約します。
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• 組織の総計値履歴:アクションが組織のファイルストレージ、静的リソース、データストレージの制限にど
のように影響したかに関する概要を表示します。

また、組織のセキュリティを評価し、専門的なおすすめを艇庫強請るための 7 つの新しい総計値を追加しまし
た。次のセキュリティ設定ベストプラクティスに準拠することで、Salesforce 組織のデータの安全を確保してく
ださい。
• プロファイルの割り当て
• 重要な権限の割り当て
• 待機中のリリース更新の確認
• 安全ではないコミュニティ共有設定
• 安全ではないデフォルト外部アクセスレベル
• すべての外部ユーザの共有ルール
• 公開グループとゲストユーザのキュー
方法: [設定] の [クイック検索] ボックスに「Optimizer」と入力して、[Optimizer] を選択します。

強調表示パネルでのより多くのレコード情報の表示
レコードページの参照関係項目にマウスポインタを置くと、強調表示パネルに、コンパクトレイアウトから最
初の 7 項目が表示されます。以前は、強調表示パネルに表示される項目の数は最初の 5 個のみでした。
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。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: コンパクトレイアウト (リリースプレビューの時点で内容が刷新される、または使用できな
くなる可能性があります)

Lightning Web コンポーネントの UI の変更
使いやすさとパフォーマンスを強化するために、一部のコンポーネントが Aura コンポーネントから Lightning

Web コンポーネント (LWC) に切り替わりました。カスタムオブジェクト、一部の標準オブジェクト、および一
部の UI 要素 (関連リストなど) は LWC に更新されました。機能は削除されていませんが、UI にいくつかの小さ
な違いがあります。
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: たとえば、カスタムオブジェクトでは、項目を表示または編集するときに Lightning Web コンポーネント
が使用されるようになりました。機能は同じですが、変更された項目が強調表示されたり、編集中に項目の変
更を元に戻したりできるようになっています。また、フォームおよび詳細ページのエラーは、ページの上部で
はなくフッターに表示されます。
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レコードのコピーの UI への変更
レコードのコピーインターフェースで正しいレコードの詳細が表示されるようになりました。以前は、レコー
ドのコピーダイアログに、実際には値が新しいレコードにコピーされていない元のレコードに関連する参照の
み項目も表示されていました。また、コンソールナビゲーションを使用しているときに、コピーアクションが
ダイアログではなくサブタブで開くようになりました。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience に適用されます。
方法: 次の画像は、前 (1) と後 (2) のコピーダイアログを示しています。外観が若干更新され、レコードにコピー
プロセスに関連する項目のみが表示されるようになりました。

ごみ箱検索機能の削除
パフォーマンスの問題を避けるため、ごみ箱から検索機能が削除されました。
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。
方法: ごみ箱は、並び替えと絞り込みによって必要なレコードを見つけることができるリストビューです。

関連トピック:

新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト
Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でのごみ箱の管理 (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: Lightning Experience でのごみ箱の表示と復元 (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
る、または使用できなくなる可能性があります)
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Apple® Safari での設定ページおよび Visualforce ページへのアクセス
Apple Safari バージョン 13.1 以降では、ユーザのプライバシーを保護するために、[サイト越えトラッキングを防
ぐ] プライバシー設定がデフォルトで有効になっています。この設定により、一部の設定ページおよび Visualforce

ページが正しく表示されなくなります。影響を受ける設定ページでは、新しい画面上のメッセージとリンクに
より、Salesforce Classic でページを再読み込みしてページのコンテンツにアクセスできます。Visualforce ページで
は、それらのページが正しく表示されるように一部の組織のメタデータを変更できます。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience に適用されます。
方法: Salesforce は、正しく表示されるようにこれらのページの更新に積極的に取り組んでいます。当面の間は、
影響を受ける設定ページに「ブラウザでクロスドメイン Cookie がブロックされているため、このページを表示
できませんが、このページを Salesforce Classic で表示することはできます。」というメッセージが追加されま
す。メッセージのリンクをクリックすると、Classic でページが再読み込みされます。

Visualforce ページのコンテンツを表示するには、「Safari 13.1 以降と iPadOS 13.4 以降を使用している場合、画像や
その他のコンテンツを読み込めない」ナレッジ記事の手順に従って組織のメタデータを変更します。

重要: 一部の設定ページでは、画面上のメッセージから Classic でページを再読み込みできず、エラーが発
生する可能性があります。
• [Einstein] > [Einstein Search] > [昇格済み検索語]

• [会社の設定] > [私のドメイン]

• [会社の設定] > [会計年度]

• [セキュリティ] > [セッションの設定]

これらのページにアクセスするには、Lightning Experience ヘッダーでプロファイル写真をクリックし、
[Salesforce Classic に切り替え] を選択します。

Cisco Webex の廃止
Cisco Webex は、Winter '21 リリースの一環として 2020 年 10 月 9 日以降廃止される予定です。
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対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

ナレッジ記事: Cisco WebEx の廃止

Skype の廃止
2020 年 10 月 9 日以降、Skype は Winter '21 リリースの一環として廃止される予定です。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

ナレッジ記事: Skype for Salesforce の廃止

タブ中心のダイアログを使い続ける方法 (更新、延期)
この更新は、Winter '20 でリリースされ、Winter '21 で自動的に有効化される予定でしたが、Winter '22 に延期され
ました。Lightning コンソールアプリケーションで、UI とのインタラクションがダイアログで中断されなくなり
ました。このリリースの更新は、ワークスペースのタブやサブタブでトリガされたダイアログのフォーカス
を、そのダイアログをトリガしたタブに制限します。
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。
時期:この更新はすぐに有効化できます。有効化しない場合、この更新は Winter '22 で自動的に有効化されます。
理由: Winter '20 リリース以前は、Lightning コンソールアプリケーションのワークスペースタブまたはサブタブで
トリガされたすべてのダイアログがアプリケーション全体のフォーカスを獲得していました。この更新では、
ダイアログが、そのダイアログをトリガしたタブのフォーカスのみを必要とするようになるため、アプリケー
ションの他の部分とのインタラクションが邪魔されることがなくなります。
方法: 2020 年 10 月 19 日より前にこのリリース更新を有効にするには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに
「リリース更新」と入力し、[リリース更新] を選択します。[タブ中心のダイアログを使い続ける方法] で [有効
化] をクリックします。
更新後、ダイアログがトリガされても、そのダイアログを作成したタブに制限されます。
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関連トピック:

リリース更新

デジタル信頼カードを使用した透過的なビジネスの再開
COVID 期間中にビジネスを再開するときに、顧客の安全を確保する方法を顧客に示します。デジタル信頼カー
ドは、この先の見えない状況で顧客に安心感を与えるための優れた方法です。ビジネスロケーションごとに信
頼カードを作成し、それらを Web サイトで公開します。各信頼カードには、信頼対策、またはビジネスが従
う COVID 安全プロトコルが表示されます。
対象:信頼カードは、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition の Lightning Experience で使用でき
ます。
対象ユーザ:信頼カードを Web サイトに投稿することで利点を得られる顧客対応ビジネスは、ホテル、小売店、
エンターテインメント施設などさまざまです。システム管理者は、信頼カードのコードスニペットを Web サ
イトに追加し、「信頼カードマネージャ」権限セットをロケーション管理者に割り当て、各顧客対応ビジネス
のロケーションを作成します。信頼対策を公開して、1 つのロケーションの信頼カードを作成するには、「信
頼カードマネージャ」権限セットが必要です。COVID 期間中に安全に再開するために、信頼対策には地方自治
体や中央政府のガイダンスが反映されます。
詳細は、Work.com リリースノートを参照してください。

Work.com

ビジネス、従業員、施設の準備を整えます。Work.com のアプリケーションとサービスを使用して、現在の
COVID-19 による危機など、重大な事態に対応します。
最新の更新については、Work.com リリースノートを参照してください: 『Work.com Release Notes』
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サービス: Service Cloud 音声の合理化された設定、通話のオムニ
チャネルスーパーバイザ、Einstein ボットテンプレート、その他

合理化された設定、Sales Cloud のサポート、音声 API ツールキット (正式リリース) などを使用して、Service Cloud

音声の使用を開始します。オムニチャネルスーパーバイザが通話中に通話を表示してトレーニングやオンボー
ディングを改善できるようにします。新しいガイド付きテンプレートで Einstein ボットをより迅速に構築し、
入力のおすすめ (ベータ) でインテントモデルを強化します。フィールドサービスタイムシートを使用すると、
従業員の時間をフィールドサービスソリューション内から直接追跡できます。簡単な設定と組み込みのベスト
プラクティスを使用してカスタマーサービスの設定を加速します。Service Cloud の次の新機能と他の機能を確
認してください。

このセクションの内容:

Einstein for Service: テンプレートからのボット作成、ケース分類のおすすめの迅速化、他
ガイド付き設定でテンプレートから完全なボットを作成することで立ち上げをスピードアップ。Einstein ケー
ス分類のどちらのバージョンでも、おすすめはケースの作成時に表示されるようになりました。Lightning

サービスコンソールでは、すべての Lightning Knowledge ユーザに対して Einstein 記事のおすすめが表示される
ようになりました。エージェントは、Einstein 返信コンポーネントをドッキングまたは固定して、どのコン
ソールサブタブからでもおすすめの返信を送信できます。Input Recommender を使用すると、ボットのシス
テム管理者はチャットデータから発現を探して、より強力なインテントモデルを構築できます。返信のお
すすめで新たにサポートされた言語と Einstein ボットで、対応するユーザの範囲を広げましょう。
Field Service: 新しい名前「どこでもタイムシート」と複雑な予防メンテナンスのスケジュール
名称が変更された Field Service 傘下の機能を活用してください。作業員は、フィールドサービスモバイルア
プリケーションから現地のタイムゾーンでタイムシートを送信できる機能が正式リリースとなりました。
繰り返しパターンにより、定期的なメンテナンス予約に対して適切なケイデンスを定義できます。
Service 設定アシスタント: ゼロから数分でコンソールを設定
これまで以上に迅速に Service Cloud の使用を開始できます。面倒な作業 (サポートメールのリンク、チーム
メンバーの追加など) は標準の設定アシスタントが実行します。このプロセスにより、同じ日にケースの解
決を開始するために必要なすべてのもの (Lightning サービスコンソールアプリケーション、カスタムプロ
ファイル、メール-to-ケース、キュー、ケース Lightning レコードページ) が設定されます。また、ワークフ
ローを合理化するための事前作成済みクイックテキスト、マクロ、Lightning フローも追加されます。
チャネル: Amazon Connect for Sales を使用した音声設定、メッセージテンプレート、チャネルメニューコード
設定
より迅速な Service Cloud 音声の設定を使用して、統合されたテレフォニーの機能を営業およびサポート組織
に提供します。Voice ツールキット API、自動化、コラボレーションツール、使いやすさの向上により、エー
ジェントの生産性を向上させます。リードおよび商談レコードを使用して、より柔軟なメッセージテンプ
レートを作成します。コード設定を使用してチャネルメニューをカスタマイズし、Web ページの HTML が複
雑に絡み合わないようにします。
ナレッジ: 共有の機能強化、記事のリンク
ゲストユーザおよび大規模コミュニティユーザでナレッジの標準共有を使用し、複数の記事の所有権を一
度に変更し、記事の所有権を追跡します。Voice、チャット、メッセージング、ソーシャル投稿で Voice およ
び関連リストが含まれるリンク済み記事を使用します。
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ルーティング: スーパーバイザによるボイストランスクリプトの監視、スーパーバイザ構成 (正式リリース)、
チャットとメッセージングでのスキルベースのルーティングの名称変更
最新の Omni-Channel Supervisor の機能向上により、サービススーパーバイザはリアルタイムでエージェント
を補助できるようになりました。スーパーバイザは、電話の通話中に音声トランスクリプトを表示して、
必要に応じて会話に参加してエージェントを支援できます。スーパーバイザが監視するエージェントは、
スーパーバイザ構成で制御できます。スキルベースのルーティングの属性設定は名称が変更され、チャッ
トとメッセージングで使用できるようになりました。
ケース管理: 生産性ツール、メール-to-ケースのスレッド
新しい事前作成済みマクロ、クイックテキスト、およびフローを使用すると、エージェントの生産性が向
上し、エージェントはこれまで以上に効率的かつ迅速に作業を実行できます。メール-to-ケースのスレッド
動作の更新により、受信メールが参照 ID ではなくヘッダー情報で照合されるため、セキュリティが強化さ
れます。
Service Cloud のその他の変更
Service Cloud に加えられたその他の変更について説明します。

Einstein for Service: テンプレートからのボット作成、ケース分類のお
すすめの迅速化、他
ガイド付き設定でテンプレートから完全なボットを作成することで立ち上げをスピードアップ。Einstein ケース
分類のどちらのバージョンでも、おすすめはケースの作成時に表示されるようになりました。Lightning サービ
スコンソールでは、すべての Lightning Knowledge ユーザに対して Einstein 記事のおすすめが表示されるようにな
りました。エージェントは、Einstein 返信コンポーネントをドッキングまたは固定して、どのコンソールサブタ
ブからでもおすすめの返信を送信できます。Input Recommender を使用すると、ボットのシステム管理者はチャッ
トデータから発現を探して、より強力なインテントモデルを構築できます。返信のおすすめで新たにサポート
された言語と Einstein ボットで、対応するユーザの範囲を広げましょう。

このセクションの内容:

Einstein ボット: すべてのユーザが導入テンプレートでボットを使用可能、インテントモデルの機能強化、新
しい権限
この Einstein ボットのリリースは、より多くのボットをより多くのユーザに提供することを目的としていま
す。ガイド付き設定でテンプレートからボットを作成することで、ボットの使用をより迅速に開始できま
す。入力のおすすめを使用して堅牢なインテントモデルを作成し、高度な権限を使用してインテントモデ
ルを作成および管理する多くのチームメンバーを招待します。マップビューに 3 つの新しい言語と革新的
なアクセシビリティ機能が追加されています。また、カスタムコンテキスト変数をボットに追加して、顧
客に関する重要な入力情報を収集できます。
Einstein ケース分類: おすすめの迅速化、省略可能な制御項目、インサイトの自動更新
Einstein ケース分類の [Einstein を試す] バージョンを使用している場合は、項目値のおすすめが 1 時間に 1 回
ではなく、ケースの作成直後に表示されるようになりました。制御項目は省略可能であるため、モデルを
スムーズに設定できます。そして、ケースの自動更新により、問題の解決に役立つ詳細が提供されます。
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Einstein 返信のおすすめ: 新しい柔軟な形式と複数言語のサポート
Lightning サービスコンソールに Einstein 返信コンポーネントをドッキングすることで、他のレコードを表示
しがらおすすめの返信を確認して送信できるため、よりすばやい作業が可能になります。また、返信のお
すすめが 8 つの言語に対応したため、より多くの国のユーザに対応できるようになりました。
Einstein 記事のおすすめ: より簡単なエージェントアクセスと新しいデータチェック
ユーザ権限を操作する必要はもうありません。すべての Lightning Knowledge ユーザの Lightning サービスコン
ソールに Einstein 記事のおすすめが表示されるようになりました。Einstein で、記事のおすすめに影響する可
能性のあるデータ品質の問題が特定されるようになりました。

Einstein ボット: すべてのユーザが導入テンプレートでボットを使用可能、イン
テントモデルの機能強化、新しい権限
この Einstein ボットのリリースは、より多くのボットをより多くのユーザに提供することを目的としています。
ガイド付き設定でテンプレートからボットを作成することで、ボットの使用をより迅速に開始できます。入力
のおすすめを使用して堅牢なインテントモデルを作成し、高度な権限を使用してインテントモデルを作成およ
び管理する多くのチームメンバーを招待します。マップビューに 3 つの新しい言語と革新的なアクセシビリ
ティ機能が追加されています。また、カスタムコンテキスト変数をボットに追加して、顧客に関する重要な入
力情報を収集できます。

このセクションの内容:

更新されたボットのガイド付き設定によりボットの作成をすぐに開始
ボット作成の初心者と上級者の両方の役に立つガイド付きの設定フローが更新されました。初心者は、ケー
スやリードの作成、ケースへのコメントの追加、注文の検索といった一般的な Salesforce アクションが含ま
れているテンプレートからボットを作成できます。このボットには、最適化された対話形式のテストフロー
も含まれており、カスタマイズして利用することでボットをより短時間で作成できます。上級者は、この
フローを使用して、ボットをゼロからすばやく作成してカスタマイズできます。
入力のおすすめを使用したインテントモデルの強化 (ベータ)

入力のおすすめを使用して、記録的な速さでインテントモデルを作成できます。新規または既存のダイア
ログインテント内のおすすめを使用して、顧客がすでに使用している語句に基づいた現実的なトレーニン
グデータを作成します。入力のおすすめを使用して、新しいインテントの多数の発言を生成したり、高価
値の発言を推奨することで既存のインテントの品質を向上させたりできます。
高度な権限を使用したチームによるボット開発
データを安全に保ちながら、ボット開発を複数の関係者と共有します。「設定・定義を参照する」権限を
持っているユーザは、参照のみモードでボットにアクセスできます。「ボットを管理」権限によりボット
の作成と管理が可能になり、「ボットのトレーニングデータを管理」権限によりインテントセットとトレー
ニング活動にアクセスできるようになります。これらの更新は、ボットの開発は選択した数人に任せなが
ら、ボットのインテントモデルは幅広いチーム全体で管理するのに役立ちます。
新しいマップビューのアクセシビリティ機能の活用 (正式リリース)

スクリーンリーダー用の新しい位置ベースのフレームワークにより、ボットのシステム管理者はマップ
ビューにアクセスしやすくなりました。ダイアログを選択すると、スクリーンリーダーは子要素を記述し
て、Einstein が有効化されているかどうかを特定します。システム管理者は、この強力なキーボードナビゲー
ションツールを使用して、ボットを視覚的に操作できます。
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Einstein ボットがより多くの言語に対応
ボットの言語機能が大幅に向上しました。日本語、繁体字中国語、簡体字中国語が正式リリースされ、ロ
シア語、オランダ語、ブラジルポルトガル語がベータ言語としてサポートされます。
カスタムコンテキスト変数の対応付けによる具体的な情報の取得
カスタムコンテキスト変数を対応付けることで、ボットは顧客の入力コンテキストに基づいて対応できま
す。チャット管理者は事前チャットフォームをカスタマイズしてボットに情報を提供することができ、メッ
セージング管理者は電話番号を収集して既存のレコードにリンクできます。すべてのカスタムコンテキス
ト変数を複数のチャネルおよび項目に対応付けることができます。
拡張ボットセッション総計値による詳細なインサイトの取得
拡張されたボット総計値を活用して、インサイトをチームと共有しましょう。イベントログには、ボット
がエージェントや他のボットに転送された日時が記載されています。そして、ログは各ルールアクション
をコールアウトします。条件付きのルール要素は、一意のイベントとして指定されるようになりました。
Einstein ボット: セッションタイムアウトの更新
ボットセッションのタイムアウト制限は、チャネルによって異なるようになりました。チャットチャネル
のタイムアウトは 30 分、メッセージングチャネルのタイムアウトは 8 時間です。
Einstein ボット: ルーティングの更新
キューベースのルーティングとスキルベースのルーティングを使用する Einstein ボットで、上書きのキュー
の位置がサポートされるようになりました。

更新されたボットのガイド付き設定によりボットの作成をすぐに開始
ボット作成の初心者と上級者の両方の役に立つガイド付きの設定フローが更新されました。初心者は、ケース
やリードの作成、ケースへのコメントの追加、注文の検索といった一般的な Salesforce アクションが含まれてい
るテンプレートからボットを作成できます。このボットには、最適化された対話形式のテストフローも含まれ
ており、カスタマイズして利用することでボットをより短時間で作成できます。上級者は、このフローを使用
して、ボットをゼロからすばやく作成してカスタマイズできます。
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。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 Salesforce 組織、または
Digital Engagement 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
または Digital Engagement ユーザごとに、1 か月あたり 25 個の Einstein ボットの会話が該当する各組織に提供され
ます。この機能には、「アプリケーションのカスタマイズ」または「メタデータの編集」または「ボットを管
理」権限が必要です。入門テンプレートを使用してボットを作成するには、組織でメッセージングとチャット
が有効化されている必要があります。
方法: 新規のボットユーザは、ボットのメインページで [新規ボットを作成] をクリックしてガイド付き設定を
起動します。すでにボットを作成してあるユーザは、ボットのメインページで [新規] をクリックします。
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入力のおすすめを使用したインテントモデルの強化 (ベータ)

入力のおすすめを使用して、記録的な速さでインテントモデルを作成できます。新規または既存のダイアログ
インテント内のおすすめを使用して、顧客がすでに使用している語句に基づいた現実的なトレーニングデータ
を作成します。入力のおすすめを使用して、新しいインテントの多数の発言を生成したり、高価値の発言を推
奨することで既存のインテントの品質を向上させたりできます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の 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 Salesforce 組織、または
Digital Engagement 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
または Digital Engagement ユーザごとに、1 か月あたり 25 個の Einstein ボットの会話が該当する各組織に提供され
ます。この機能には、「アプリケーションのカスタマイズ」または「メタデータの編集」または「ボットを管
理」または「ボットのトレーニングデータを管理」権限が必要です。
方法: Einstein ボットのメインページで入力のおすすめを有効にできます。入力のおすすめを起動するには、新
しいインテントから [おすすめを取得] をクリックするか、発言の横にある [類似項目を検索] をクリックしま
す。
入力のおすすめを有効にするには、プロファイルにチャットトランスクリプトオブジェクトに対する [すべて
表示] アクセス権が必要です。入力のおすすめで高品質のモデルを作成するには、少なくとも 10,000 のチャッ
トトランスクリプトレコードが必要です。
このベータ機能の使用には、ベータサービス規約が適用されます。
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高度な権限を使用したチームによるボット開発
データを安全に保ちながら、ボット開発を複数の関係者と共有します。「設定・定義を参照する」権限を持っ
ているユーザは、参照のみモードでボットにアクセスできます。「ボットを管理」権限によりボットの作成と
管理が可能になり、「ボットのトレーニングデータを管理」権限によりインテントセットとトレーニング活動
にアクセスできるようになります。これらの更新は、ボットの開発は選択した数人に任せながら、ボットのイ
ンテントモデルは幅広いチーム全体で管理するのに役立ちます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic 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 Salesforce 組織、または
Digital Engagement 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
または Digital Engagement ユーザごとに、1 か月あたり 25 個の Einstein ボットの会話が該当する各組織に提供され
ます。
方法: 「ボットを管理」と「ボットのトレーニングデータを管理」は、プロファイルに割り当てることができ
る権限セットのカスタム権限です。権限セットを割り当てる方法についての詳細は、このヘルプ記事を参照し
てください。

新しいマップビューのアクセシビリティ機能の活用 (正式リリース)

スクリーンリーダー用の新しい位置ベースのフレームワークにより、ボットのシステム管理者はマップビュー
にアクセスしやすくなりました。ダイアログを選択すると、スクリーンリーダーは子要素を記述して、Einstein

が有効化されているかどうかを特定します。システム管理者は、この強力なキーボードナビゲーションツール
を使用して、ボットを視覚的に操作できます。
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。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 Salesforce 組織、または
Digital Engagement 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
または Digital Engagement ユーザごとに、1 か月あたり 25 個の Einstein ボットの会話が該当する各組織に提供され
ます。この機能には、「アプリケーションのカスタマイズ」または「メタデータの編集」または「ボットを管
理」権限が必要です。
方法: ボットビルダー内の [ダイアログページ] でマップビューにアクセスできます。
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Einstein ボットがより多くの言語に対応
ボットの言語機能が大幅に向上しました。日本語、繁体字中国語、簡体字中国語が正式リリースされ、ロシア
語、オランダ語、ブラジルポルトガル語がベータ言語としてサポートされます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の 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 Salesforce 組織、または
Digital Engagement 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
または Digital Engagement ユーザごとに、1 か月あたり 25 個の Einstein ボットの会話が該当する各組織に提供され
ます。この機能には、「アプリケーションのカスタマイズ」または「メタデータの編集」または「ボットを管
理」権限が必要です。
方法: ボットの言語の設定が必要です。新規ボットの設定フローで、新しいボットの言語を選択できます。ボッ
トの [概要] ページの [ボット情報] セクションを編集して、以前に作成したボットに言語を割り当てることがで
きます。

カスタムコンテキスト変数の対応付けによる具体的な情報の取得
カスタムコンテキスト変数を対応付けることで、ボットは顧客の入力コンテキストに基づいて対応できます。
チャット管理者は事前チャットフォームをカスタマイズしてボットに情報を提供することができ、メッセージ
ング管理者は電話番号を収集して既存のレコードにリンクできます。すべてのカスタムコンテキスト変数を複
数のチャネルおよび項目に対応付けることができます。
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。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 Salesforce 組織、または
Digital Engagement 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
または Digital Engagement ユーザごとに、1 か月あたり 25 個の Einstein ボットの会話が該当する各組織に提供され
ます。この機能には、「アプリケーションのカスタマイズ」または「メタデータの編集」または「ボットを管
理」権限が必要です。
方法: 新しい変数を作成するには、ボットビルダーの [変数] ページで [新規] をクリックします。[種別] 項目を
[コンテキスト] に変更します。作業を保存し、変数名をクリックしてチャネルごとに対応付けを追加します。
チャットチャネルは LiveChatTranscript オブジェクトに対応付けることができ、メッセージングチャネルは
MessagingSession または MessagingUser オブジェクトから対応付けることができます。
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拡張ボットセッション総計値による詳細なインサイトの取得
拡張されたボット総計値を活用して、インサイトをチームと共有しましょう。イベントログには、ボットが
エージェントや他のボットに転送された日時が記載されています。そして、ログは各ルールアクションをコー
ルアウトします。条件付きのルール要素は、一意のイベントとして指定されるようになりました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。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 Salesforce 組織、または
Digital Engagement 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
または Digital Engagement ユーザごとに、1 か月あたり 25 個の Einstein ボットの会話が該当する各組織に提供され
ます。この機能には、「アプリケーションのカスタマイズ」または「メタデータの編集」または「ボットを管
理」権限が必要です。
方法: ボットビルダー内の [パフォーマンス] タブでイベントログにアクセスできます。転送に関するレポート
では、ConversationDefinitionSession オブジェクトの新しい項目である [セッション転送対象種別] を使用します。

Einstein ボット: セッションタイムアウトの更新
ボットセッションのタイムアウト制限は、チャネルによって異なるようになりました。チャットチャネルのタ
イムアウトは 30 分、メッセージングチャネルのタイムアウトは 8 時間です。

Einstein ボット: ルーティングの更新
キューベースのルーティングとスキルベースのルーティングを使用する Einstein ボットで、上書きのキューの
位置がサポートされるようになりました。
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Einstein ケース分類: おすすめの迅速化、省略可能な制御項目、インサイトの自
動更新
Einstein ケース分類の [Einstein を試す] バージョンを使用している場合は、項目値のおすすめが 1 時間に 1 回では
なく、ケースの作成直後に表示されるようになりました。制御項目は省略可能であるため、モデルをスムーズ
に設定できます。そして、ケースの自動更新により、問題の解決に役立つ詳細が提供されます。

このセクションの内容:

[Einstein を試す] のおすすめが迅速化
時は金なりと言います。[Einstein を試す] バージョンの Einstein ケース分類を使用している場合は、おすすめ
の項目値がケースの作成直後に 1 回だけエージェントに追加されるようになりました。以前は、更新され
ているすべてのオープンケースに対するおすすめが 1 時間ごとにまとめて更新されていたため、ケースの
作成直後には使用できないことがありました。
制御項目は省略可能
制御項目により別の項目 (連動項目と呼ばれる) で使用できる値が決まります。Einstein ケース分類で連動項
目を予測する場合、制御項目を含めずにモデルを有効化できるようになりました。
自動更新問題のインサイトの入手
Einstein ケース分類がケース項目の更新を試みて失敗した場合は、理由が示されますので、それに応じて修
正できます。
Einstin ケース分類の予測項目の詳細
Einstein ケース分類で予測する項目を特定します。以前は、ケースのおすすめを取得できましたが、関連項
目は特定できませんでした。たとえば、予測項目を使用して、予測を実際のケース値と比較するレポート
を作成できます。

[Einstein を試す] のおすすめが迅速化
時は金なりと言います。[Einstein を試す] バージョンの Einstein ケース分類を使用している場合は、おすすめの項
目値がケースの作成直後に 1 回だけエージェントに追加されるようになりました。以前は、更新されているす
べてのオープンケースに対するおすすめが 1 時間ごとにまとめて更新されていたため、ケースの作成直後には
使用できないことがありました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Salesforce Classic と Lightning Experience

に適用されます。Einstein ケース分類の設定は Lightning Experience でのみ使用できます。
対象ユーザ: [Einstein を試す] バージョンの Einstein ケース分類では、Service Cloud Einstein アドオンライセンスは不
要です。
方法: ケースに対する Einstein のおすすめを見るには、Lightning サービスコンソールで [Einstein のおすすめを取
得] をクリックします。Einstein ケース分類の設定方法に応じて、このリンクは次のいずれかに表示されます。
• [ケースの詳細] 関連レコードコンポーネント
• 標準ヘッダーが [ケース分類] である [Einstein 項目のおすすめ]
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通常、おすすめはケースの作成直後に表示されますが、高トラフィック時には少し遅れることがあります。
ページの更新を必要とする場合もあります。

制御項目は省略可能
制御項目により別の項目 (連動項目と呼ばれる) で使用できる値が決まります。Einstein ケース分類で連動項目を
予測する場合、制御項目を含めずにモデルを有効化できるようになりました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Salesforce Classic と Lightning Experience

に適用されます。Einstein ケース分類の設定は Lightning Experience でのみ使用できます。
理由: たとえば、Reason ケース項目が Case Source 項目に連動するとします。Einstein で予測できるように
Reasonをモデルに追加しますが、Case Sourceは Einstein ケース分類ではサポートされていません。Reason

を削除せずにモデルを有効化できるようになりました。
制御項目をモデルに含めると、Einstein に予測のコンテキストが与えられます。ただし、制御項目を追加できな
くても心配はいりません。Einstein は連動項目を予測します。連動項目に対する Einstein の予測値にケースの制
御項目の値との互換性がない場合、データ品質を維持するために予測は非表示になります。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 予測する項目の選択に関する考慮事項 (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)

自動更新問題のインサイトの入手
Einstein ケース分類がケース項目の更新を試みて失敗した場合は、理由が示されますので、それに応じて修正で
きます。
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対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Salesforce Classic と Lightning Experience

に適用されます。Einstein ケース分類の設定は Lightning Experience でのみ使用できます。
理由: モデル内の項目で [値を自動化] が選択されている場合、Einstein ケース分類は、予測が信頼性しきい値を
上回っている間はケースの項目を自動的に更新します。以前は、これらの要件を満たすケースが自動更新され
なかった場合には、その理由は示されませんでした。今回のリリースからは、AIUpdateRecordEvent プラット
フォームイベントの新しい [エラーコード]選択リスト項目に、自動更新が完了しなかった理由が示されます。
この項目には次の値があります。これらの値はカスタマイズできません。
• none  — エラーは発生していません。
• entity_locked  — 編集のために承認プロセスでケースがロックされています。
• no_access  — 選択した Einstein ユーザまたは自動プロセスユーザにケースを更新する権限がありません。
• validation_rule  — 更新がケースの入力規則に違反しています。
• other  — 別のエラーが発生しました。
方法: この新しい項目を使用して、自動更新エラーを検出してトラブルシューティングします。たとえば、エ
ラーコードが None ではない場合にケースをキューに追加するプロセスまたはフローを作成します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: AIUpdateRecordEvent (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)

Einstin ケース分類の予測項目の詳細
Einstein ケース分類で予測する項目を特定します。以前は、ケースのおすすめを取得できましたが、関連項目は
特定できませんでした。たとえば、予測項目を使用して、予測を実際のケース値と比較するレポートを作成で
きます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Salesforce Classic と Lightning Experience

に適用されます。Einstein ケース分類の設定は Lightning Experience でのみ使用できます。
対象ユーザ: [Einstein を試す] バージョンの Einstein ケース分類では、Service Cloud Einstein アドオンライセンスは不
要です。
方法: AIRecordInsight オブジェクトで新しい PredictionField を使用して、インサイト用の項目を特定します。
PredictionField をカスタムレポートタイプに含めるには、[設定] の [レポートタイプ] ページでレポートレイアウ
トに追加します。

Einstein 返信のおすすめ: 新しい柔軟な形式と複数言語のサポート
Lightning サービスコンソールに Einstein 返信コンポーネントをドッキングすることで、他のレコードを表示しが
らおすすめの返信を確認して送信できるため、よりすばやい作業が可能になります。また、返信のおすすめが
8 つの言語に対応したため、より多くの国のユーザに対応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:

新しいドッキングフォーマットを使用した会話の進行の維持
Einstein Replies コンポーネントをドッキング (固定) して、Lightning サービスコンソールの任意のサブタブから
返信を送信します。このコンポーネントをドッキングすると、現在のタブで開いているチャットセッショ
ンまたはメッセージングセッションの返信がコンポーネントに表示されます。エージェントは会話に関連
するレコードをスキャンしている間にコンポーネントを最小化したり展開したりできます。
8 言語の返信のおすすめによるグローバルリーチの拡大 (パイロット)

Einstein 返信のおすすめでは、チャットおよびメッセージングセッション中にサポートエージェントに一般
的な返信が推奨されます。返信のおすすめは、過去のチャットトランスクリプトに基づいており、Einstein

により生成されてユーザにより承認された返信のリストから取得されます。この機能は以前は英語でのみ
使用できました。フランス語、オランダ語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、デンマーク語、スウェー
デン語、トルコ語での返信のおすすめをパイロットで使用できるようになりました。

新しいドッキングフォーマットを使用した会話の進行の維持
Einstein Replies コンポーネントをドッキング (固定) して、Lightning サービスコンソールの任意のサブタブから返
信を送信します。このコンポーネントをドッキングすると、現在のタブで開いているチャットセッションまた
はメッセージングセッションの返信がコンポーネントに表示されます。エージェントは会話に関連するレコー
ドをスキャンしている間にコンポーネントを最小化したり展開したりできます。
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。
方法: ドックオプションは、Einstein 返信コンポーネントを表示できるすべてのエージェントが自動的に使用で
きます。コンポーネントをドッキングするには、右上のアイコンをクリックします。

ドッキングされたコンポーネントを最小化、最大化、または閉じるには、ヘッダーバーのアクションを使用し
ます。ヘッダーバーには、現在のコンソールタブで開いているチャットセッションまたはメッセージングセッ
ションのトランスクリプト番号も表示されます。
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エージェントは現在のサブタブから会話を参照できなくても、おすすめの返信を操作できます。たとえば、関
連するナレッジ記事をスキャンしている間におすすめの返信で [投稿] または [役に立たない] をクリックしま
す。[編集]をクリックすると、返信は会話のメッセージ項目に編集目的で貼り付けられますが、フォーカスは
現在のサブタブに維持されます。その後、エージェントは会話に移動して、返信を完成させて投稿できます。

メモ: ドッキングモードでユーザが返信に対して [編集]をクリックしたときにフォーカスを有効な会話に
移すように選択できます。Lightning アプリケーションビルダーで、チャットまたはメッセージングコン
ソールページを開きます。次に、[Einstein 返信] コンポーネントをクリックして、[ドッキング編集するに
は、有効な会話に移動してください] を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning サービスコンソールでの返信のおすすめの使用 (リリースプレビューの時点で内容
が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: Einstein 返信のおすすめへのアクセス権をエージェントに付与 (リリースプレビューの時点で
内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

8 言語の返信のおすすめによるグローバルリーチの拡大 (パイロット)

Einstein 返信のおすすめでは、チャットおよびメッセージングセッション中にサポートエージェントに一般的な
返信が推奨されます。返信のおすすめは、過去のチャットトランスクリプトに基づいており、Einstein により生
成されてユーザにより承認された返信のリストから取得されます。この機能は以前は英語でのみ使用できまし
た。フランス語、オランダ語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、デンマーク語、スウェーデン語、トルコ
語での返信のおすすめをパイロット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、および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されま
す。
方法: Einstein 返信のおすすめの複数言語パイロットについての詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブに
お問い合わせください。このパイロットは、多数のチャットトランスクリプトが英語以外のパイロット言語に
なっている組織で使用できます。たとえば、完了したチャットトランスクリプトの 90% がフランス語の場合、
フランス語の返信のおすすめのパイロットに参加できます。英語で Einstein 返信のおすすめをすでに使用して
いる組織では、このパイロットを使用できません。
多数派言語で返信のおすすめを提供するには、Einstein は、その言語での 10,000 件以上の完了したチャットトラ
ンスクリプトを分析する必要があります。完了したチャットが不足している場合や、チャットが短すぎる場合
は、予測モデルを作成するときにメッセージが表示されます。

Einstein 記事のおすすめ: より簡単なエージェントアクセスと新しいデータチェッ
ク
ユーザ権限を操作する必要はもうありません。すべての Lightning Knowledge ユーザの Lightning サービスコンソー
ルに Einstein 記事のおすすめが表示されるようになりました。Einstein で、記事のおすすめに影響する可能性の
あるデータ品質の問題が特定されるようになりました。
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このセクションの内容:

Lightning Knowledge ユーザへの Einstein 記事のおすすめの表示 (更新)

すべての Lightning Knowledge ユーザのナレッジコンポーネントに Einstein 記事のおすすめが表示されるように
なりました。以前は、ユーザが記事のおすすめを参照するには特定のユーザ権限が必要でした。
データの欠陥の早期発見と修正
多量の適切なデータから学習できないと、Einstein は正確な記事のおすすめを作成できません。Einstein 記事
のおすすめモデルを有効にするのに十分な高品質のデータがない場合、通知されるようになりました。ま
た、問題を修正するために役立つヒントが表示されます。

Lightning Knowledge ユーザへの Einstein 記事のおすすめの表示 (更新)

すべての Lightning Knowledge ユーザのナレッジコンポーネントに Einstein 記事のおすすめが表示されるようにな
りました。以前は、ユーザが記事のおすすめを参照するには特定のユーザ権限が必要でした。
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。
方法: Einstein 記事のおすすめをまだ設定していない場合は、モデルを有効にするときにユーザアクセス設定を
指定するように促されます。

次の 2 つのオプションから選択します。
• すべての Lightning Knowledge ユーザ:このオプションは自動的に選択されるため、ユーザ権限の割り当てを

手動で管理する必要はなくなりました。Einstein 記事のおすすめモデルがすでに有効な場合、一部のユーザ
は記事のおすすめを初めて見る可能性があります。

• 特定のユーザ:「Einstein 記事のおすすめの表示およびアクション」ユーザ権限を使用して記事のおすすめへ
のアクセスを制御する場合、このオプションを選択します。

[設定] の [Einstein 記事のおすすめ] ページから、いつでも新しい設定を更新できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Einstein 記事のおすすめへのアクセス権をエージェントに付与 (リリースプレビューの時点で
内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: Einstein 記事のおすすめの FAQ (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能
になる可能性があります)
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データの欠陥の早期発見と修正
多量の適切なデータから学習できないと、Einstein は正確な記事のおすすめを作成できません。Einstein 記事の
おすすめモデルを有効にするのに十分な高品質のデータがない場合、通知されるようになりました。また、問
題を修正するために役立つヒントが表示されます。
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。
方法: モデルを作成した後に、モデルを有効にするのに十分な高品質のデータがケースと記事に含まれていな
い場合、通知されます。空白の項目、不完全な項目、または不適切に入力された項目が多すぎると、このデー
タ警告が発生する可能性があります。
この警告では、モデルに含まれる項目が空白のままになっていた頻度が示されます。この情報を出発点として
使用し、知識ベースと最近のケースの品質レビューを実施します。または、Einstein が学習するさまざまなケー
スおよびナレッジ項目を選択して、モデルのデータ品質を改善します。その後、モデルを再作成して有効にし
ます。

Field Service: 新しい名前「どこでもタイムシート」と複雑な予防メン
テナンスのスケジュール
名称が変更された Field Service 傘下の機能を活用してください。作業員は、フィールドサービスモバイルアプリ
ケーションから現地のタイムゾーンでタイムシートを送信できる機能が正式リリースとなりました。繰り返し
パターンにより、定期的なメンテナンス予約に対して適切なケイデンスを定義できます。

このセクションの内容:

Field Service の新しい名前
Field Service Lightning は、Field Service に名前が変更されました。項目名、メッセージ、Salesforce ヘルプには新
しい名前が反映されます。API 名前空間、開発者項目名、権限セット、カスタム権限は変更されないため、
カスタムコードを更新する必要はありません。
タイムシートを使用した作業時間の追跡 (正式リリース)

派遣作業員の作業時間を可視化します。マネージャは、従業員のタイムシートを作成および確認したり、
タイムシートに対してアクションを行ったりできます。タイムシートを自動的に生成するためのテンプレー
トを定義します。
商品保証の記録
派遣作業員が、商品保証の詳細にアクセスできるようにして、不良品の保証処理を開始できるようにしま
す。保証条件の詳細を記録して、商品または商品ファミリに割り当てることで、標準保証を作成します。
そして、アセットを作成し、標準保証に追加して、除外や無効の条件を含めた追加保証や拡張保証を入力
します。
高度な繰り返しによる予防メンテナンスの改善 (ベータ)

異なるスケジュールで実行されるメンテナンスを管理することにより、納入納品を万全の状態に保つこと
ができます。繰り返しルールでメンテナンススケジュールを定義し、各スケジュールの優先順位を指定し
ます。そして、生成された作業指示に従って、フィールドサービス技術者が適切な時間に適切なメンテナ
ンスを実施できるようにします。

135

Field Service: 新しい名前「どこでもタイムシート」と複
雑な予防メンテナンスのスケジュール

Salesforce Winter '21 リリースノート



サービス契約品目の合計金額の取得
電卓は不要です。サービス契約のすべての品目の合計金額が表示されるようになりました。
BusinessHours.add で 1 日前の正しい営業日を探す
BusinessHours.add を使用して 1 日前の営業日を探した場合に、返される datetime は、営業時間のない日の前日
の休日を正しく考慮するようになりました。たとえば、土曜日に営業時間がなく、金曜日が休日である場
合は、1 日前の営業日として正しく木曜日と返されます。
翻訳された作業指示件名の取得
派遣作業員の言語でのコミュニケーションが簡単になりました。メンテナンス計画から生成される作業指
示の件名は、Salesforce のサポート対象言語に正しく翻訳されます。
Field Service Scheduling: 番地レベルのルーティングおよび優先度が設定された予定
番地レベルのルーティングでより正確に移動時間を予測できます。スケジュールおよび最適化では、優先
度の高い予定を時間枠に割り当てて、緊急度の低い訪問に重ねることができます。
Field Service Mobile: タイムシート、通知の強化、アクションランチャーパリティ
作業員は、Field Service Mobile アプリケーションでより多くのことを行えるようになりました。過去と現在の
タイムシートの送信や関連通知を送信したり、新規メッセージの通知を受け取ったりすることができます。
Android と iOS の間のアクションランチャーパリティにより、両方のプラットフォームのチームはアプリケー
ションを使いやすくなります。

Field Service の新しい名前
Field Service Lightning は、Field Service に名前が変更されました。項目名、メッセージ、Salesforce ヘルプには新しい
名前が反映されます。API 名前空間、開発者項目名、権限セット、カスタム権限は変更されないため、カスタ
ムコードを更新する必要はありません。
対象: この機能は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience、
Salesforce Classic、および iOS と Android 用の Salesforce モバイルアプリケーションに適用されます。

タイムシートを使用した作業時間の追跡 (正式リリース)
派遣作業員の作業時間を可視化します。マネージャは、従業員のタイムシートを作成および確認したり、タイ
ムシートに対してアクションを行ったりできます。タイムシートを自動的に生成するためのテンプレートを定
義します。
対象: この機能は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience、
Salesforce Classic、および iOS と Android 用の Salesforce モバイルアプリケーションに適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: タイムシートの使用開始 (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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商品保証の記録
派遣作業員が、商品保証の詳細にアクセスできるようにして、不良品の保証処理を開始できるようにします。
保証条件の詳細を記録して、商品または商品ファミリに割り当てることで、標準保証を作成します。そして、
アセットを作成し、標準保証に追加して、除外や無効の条件を含めた追加保証や拡張保証を入力します。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience、
Salesforce Classic、および新しい Salesforce モバイルアプリケーションに適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 商品保証の記録 (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)

高度な繰り返しによる予防メンテナンスの改善 (ベータ)
異なるスケジュールで実行されるメンテナンスを管理することにより、納入納品を万全の状態に保つことがで
きます。繰り返しルールでメンテナンススケジュールを定義し、各スケジュールの優先順位を指定します。そ
して、生成された作業指示に従って、フィールドサービス技術者が適切な時間に適切なメンテナンスを実施で
きるようにします。
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。
「メンテナンス計画の高度な繰り返し」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、そのままの状態で提供され、サポートされてお
らず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任も負いませ
ん。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。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。
理由: 納入納品には、異なる頻度でスケジュールされた複数のメンテナンススケジュールにする要件がある場
合があります。複数のメンテナンス作業が同時に発生したときには、すべてを実施する場合と、または一部の
みを実施する場合があります。
たとえば、ビルメンテナンス会社が空調システムのマイナーサービスを 3 か月に 1 回実施し、メジャーサービ
スを年 1 回実施するとします。年 1 回のサービスに対して作業指示が生成されるときには、3 か月毎のサービ
スに対する作業指示は不要です。
また、プールのメンテナンス会社が毎月プールを清掃し、薬品による消毒作業を 3 か月に 1 回行うとします。
この場合には、消毒の作業指示と、清掃の作業指示が同時に必要になります。
方法: 納入納品に対するメンテナンス作業ルールを作成し、複数のルールを並び替えることで優先順位を設定
します。作業指示の生成プロセスで、同じ日に複数のルールが重なっている場合は、並び替えの順序値が最も
小さいルールの作業指示のみが生成されます。複数のルールで並び替えの順序値が同じである場合は、それぞ
れルールの作業指示が生成されます。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: メンテナンス計画の高度な繰り返し (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)

サービス契約品目の合計金額の取得
電卓は不要です。サービス契約のすべての品目の合計金額が表示されるようになりました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に
適用されます。

BusinessHours.add で 1 日前の正しい営業日を探す
BusinessHours.add を使用して 1 日前の営業日を探した場合に、返される datetime は、営業時間のない日の前日の
休日を正しく考慮するようになりました。たとえば、土曜日に営業時間がなく、金曜日が休日である場合は、
1 日前の営業日として正しく木曜日と返されます。
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対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。

関連トピック:

1 回の休日が営業時間のない日の前日にある場合、負の値の BusinessHours.add が期待どおりに機能しない

翻訳された作業指示件名の取得
派遣作業員の言語でのコミュニケーションが簡単になりました。メンテナンス計画から生成される作業指示の
件名は、Salesforce のサポート対象言語に正しく翻訳されます。
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。

Field Service Scheduling: 番地レベルのルーティングおよび優先度が設定された
予定
番地レベルのルーティングでより正確に移動時間を予測できます。スケジュールおよび最適化では、優先度の
高い予定を時間枠に割り当てて、緊急度の低い訪問に重ねることができます。

このセクションの内容:

番地レベルのルーティングを使用した移動時間の推定 (正式リリース)

番地レベルのルーティング (SLR) では、道路の速度とターンバイターンデータが使用されるため、空間ルー
ティングよりも正確に移動時間が計算されます。移動の予測精度が向上することで、作業員の生産性の向
上や運転時間の削減を実現できます。
サービス予定を使用した作業の優先度の対象設定
チームの対応可能状況が限られている場合、緊急度の高いサービス予定を緊急度の低い作業よりも優先し
ます。優先度値を直接予定に割り当てることができます。以前は、親作業指示または作業指示品目でしか
指定できませんでした。
状態チェックの新しいテストによる健全性の確保
フィールドサービス設定の健全性を確保します。追加されたテストは、サービステリトリーに必要なスキ
ルを持つリソースが不足していないか、到着期間が予定の期日の後になっていないかを検出するのに役立
ちます。また、番地レベルのルーティング (SLR) が適切に設定されているかどうかもワンクリックで把握で
きます。
ルーティングおよび最適化用の Sandbox サービスのオフロード
番地レベルのルーティング (SLR) および最適化サービス用の独立したリモートサイトを使用するように
Salesforce Sandbox 組織を設定します。本番組織の円滑な実行を維持するために、Sandbox に専用リモートサイ
トが追加されました。今後のリリースでは、Sandbox の SLR および最適化サービスでこれらのサイトを使用
することが求められます。
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番地レベルのルーティングを使用した移動時間の推定 (正式リリース)

番地レベルのルーティング (SLR) では、道路の速度とターンバイターンデータが使用されるため、空間ルーティ
ングよりも正確に移動時間が計算されます。移動の予測精度が向上することで、作業員の生産性の向上や運転
時間の削減を実現できます。
対象: この機能は、Field Service 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: Field Service Admin アプリケーションの [Field Service Settings (Field Service 設定)] > [Scheduling (スケジュール)] >

[Routing (ルーティング)] で番地レベルのルーティングを有効にします。SLR の計算は空間ルーティングよりも
若干長くなります。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ:移動時間の計算のためのルーティングの設定 (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

サービス予定を使用した作業の優先度の対象設定
チームの対応可能状況が限られている場合、緊急度の高いサービス予定を緊急度の低い作業よりも優先しま
す。優先度値を直接予定に割り当てることができます。以前は、親作業指示または作業指示品目でしか指定で
きませんでした。
対象: この機能は、Field Service 管理パッケージがインストールされている Enterprise Edition、Performance Edition、
Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
理由: カスタム数式を使用して、優先度値を割り当てます。たとえば、予定の期日に基づいて優先度項目を作
成します。最適化では、空き時間枠がなく期日が近い場合、優先度の低い予定を取り消します。スケジュール
では、優先順位の高い予定を優先して、優先順位の低い予定に重複させます。
方法: サービス予定、作業指示、作業指示品目の優先度項目を選択します。デフォルトの優先度の範囲は 1 (最
も重要) から 10 (最も緊急度が低い) です。優先度値の増分をさらに細かくする必要がある場合、省略可能な範
囲の 1 ～ 100 を使用します。スケジュールまたは最適化アクションの後で、予定を再スケジュールするか、ま
たは重複を解決します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Schedule High-Priority Appointments (優先度の高い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ることや、使用不能になることがあります)

状態チェックの新しいテストによる健全性の確保
フィールドサービス設定の健全性を確保します。追加されたテストは、サービステリトリーに必要なスキルを
持つリソースが不足していないか、到着期間が予定の期日の後になっていないかを検出するのに役立ちます。
また、番地レベルのルーティング (SLR) が適切に設定されているかどうかもワンクリックで把握できます。
対象: この機能は、Field Service 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。
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方法: Field Service Admin アプリケーションの [Field Service 設定] で [状態チェック] を選択します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 状態チェックを使用した Field Service 設定のテスト (リリースプレビューの時点で内容が刷新
されたり、使用不能になる可能性があります)

ルーティングおよび最適化用の Sandbox サービスのオフロード
番地レベルのルーティング (SLR) および最適化サービス用の独立したリモートサイトを使用するように Salesforce

Sandbox 組織を設定します。本番組織の円滑な実行を維持するために、Sandbox に専用リモートサイトが追加さ
れました。今後のリリースでは、Sandbox の SLR および最適化サービスでこれらのサイトを使用することが求め
られます。
対象: この機能は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。これは、Winter '21 より前の Field Service 管理パッケージでインストール
された Sandbox 組織に適用されます。
方法: Sandbox の [設定] で [リモートサイトの設定] に移動し、FSL_GIS_SB および FSL_Optimize_SB サイトを有効化
します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: リモートサイトの設定 (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)

Field Service Mobile: タイムシート、通知の強化、アクションランチャーパリティ
作業員は、Field Service Mobile アプリケーションでより多くのことを行えるようになりました。過去と現在のタ
イムシートの送信や関連通知を送信したり、新規メッセージの通知を受け取ったりすることができます。Android

と iOS の間のアクションランチャーパリティにより、両方のプラットフォームのチームはアプリケーションを
使いやすくなります。

このセクションの内容:

カスタム通知を使用した意味のあるメッセージの送信
派遣作業員に送信するメッセージを、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズします。デフォルト通知を
ワークフローの任意の部分に関連する重要な情報で拡張または置換できます。たとえば、在庫が少なくなっ
たことや、すぐに対処する必要のある緊急サービス予定が入ったことを作業員に知らせることができます。
タイムシートを使用した作業時間の記録 (正式リリース)

複数のタイムゾーンにまたがる派遣作業員の場合、作業を行われるタイムゾーンを自動的に取得できます。
作業員は、モバイルデバイスで過去のタイムシートを修正して送信できます。
通知のメッセージを逃さない
Android を使用している派遣作業員にも通知の受信を知らせることで、サービス予定の変更などの重要なイ
ベントを逃さないようにします。作業員がアラートをタップすると、メッセージのリストが表示されます。
また、開封済みのメッセージをオフラインで見ることもできます。以前は、通知アラートは iOS のみで使用
できました。
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再設計されたアクションランチャーによる効率化
新しいアクションランチャーでは、iOS と Android での作業が容易になります。アクションランチャーのデ
ザインはどのプラットフォームでも統一されたため、デバイスに左右されずに一貫したユーザエクスペリ
エンスが保証されます。アクションリストをナビゲーションしているときは、セクションヘッダーによっ
て目的のデータをすばやく見つけることができます。

カスタム通知を使用した意味のあるメッセージの送信
派遣作業員に送信するメッセージを、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズします。デフォルト通知をワー
クフローの任意の部分に関連する重要な情報で拡張または置換できます。たとえば、在庫が少なくなったこと
や、すぐに対処する必要のある緊急サービス予定が入ったことを作業員に知らせることができます。
対象: この変更は Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Field Service Mobile

アプリケーションに適用されます。
方法: 通知ビルダーを使用して、カスタム通知を作成します。これにより、プロセス、フロー、REST API からカ
スタム通知を追加できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: カスタム通知の送信 (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)

タイムシートを使用した作業時間の記録 (正式リリース)

複数のタイムゾーンにまたがる派遣作業員の場合、作業を行われるタイムゾーンを自動的に取得できます。作
業員は、モバイルデバイスで過去のタイムシートを修正して送信できます。
対象: この機能は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience、
Salesforce Classic、および iOS と Android 用の Salesforce モバイルアプリケーションに適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: タイムシートの使用開始 (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)

通知のメッセージを逃さない
Android を使用している派遣作業員にも通知の受信を知らせることで、サービス予定の変更などの重要なイベ
ントを逃さないようにします。作業員がアラートをタップすると、メッセージのリストが表示されます。ま
た、開封済みのメッセージをオフラインで見ることもできます。以前は、通知アラートは iOS のみで使用でき
ました。
対象: この変更は、Field Service for Android に適用されます。
方法: 通知タブのアラートは、未読のメッセージ数を作業員に知らせます。
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通知リストを開くと、アラートは消えます。作業員がメッセージを開く前にシステム管理者が削除した場合、
作業員がメッセージを開くとエラーメッセージが表示されます。作業員が通知タブを開いた後で新しいメッ
セージが届いた場合は、リストを下にスワイプすることで通知リストを更新できます。
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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)

再設計されたアクションランチャーによる効率化
新しいアクションランチャーでは、iOS と Android での作業が容易になります。アクションランチャーのデザイ
ンはどのプラットフォームでも統一されたため、デバイスに左右されずに一貫したユーザエクスペリエンスが
保証されます。アクションリストをナビゲーションしているときは、セクションヘッダーによって目的のデー
タをすばやく見つけることができます。
対象: この変更は、Field Service for iOS/Android に適用されます。
方法: アクションランチャーをタップ、スワイプ、またはスライドして、半画面に開きます。
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ジェスチャーを繰り返して全画面に展開します。
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オプションメニューアイコンをタップして、アクション項目に関連した ToDo のメニューを開くこともできま
す。
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セクションヘッダーは、サービス予定や作業指示などのオブジェクト種別ごとにアクションを整理します。
[追加アクション] には、オブジェクト種別に関連付けられていないアクションがリストされます。

147

Field Service: 新しい名前「どこでもタイムシート」と複
雑な予防メンテナンスのスケジュール

Salesforce Winter '21 リリースノート



Service 設定アシスタント: ゼロから数分でコンソールを設定
これまで以上に迅速に Service Cloud の使用を開始できます。面倒な作業 (サポートメールのリンク、チームメン
バーの追加など) は標準の設定アシスタントが実行します。このプロセスにより、同じ日にケースの解決を開
始するために必要なすべてのもの (Lightning サービスコンソールアプリケーション、カスタムプロファイル、
メール-to-ケース、キュー、ケース Lightning レコードページ) が設定されます。また、ワークフローを合理化す
るための事前作成済みクイックテキスト、マクロ、Lightning フローも追加されます。
対象:この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Professional Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: Service 設定アシスタントは、Service Cloud ライセンスを持つ Salesforce 組織が使用できます。
方法: Service の使用を開始するには、[設定] メニューから [Service 設定アシスタント] をクリックします。
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チャネル: Amazon Connect for Sales を使用した音声設定、メッセージ
テンプレート、チャネルメニューコード設定
より迅速な Service Cloud 音声の設定を使用して、統合されたテレフォニーの機能を営業およびサポート組織に
提供します。Voice ツールキット API、自動化、コラボレーションツール、使いやすさの向上により、エージェ
ントの生産性を向上させます。リードおよび商談レコードを使用して、より柔軟なメッセージテンプレートを
作成します。コード設定を使用してチャネルメニューをカスタマイズし、Web ページの HTML が複雑に絡み合
わないようにします。

このセクションの内容:

音声: Sales Cloud での正式リリース、API ツールキット、プロセス自動化ツール、コラボレーションと使いや
すさの改善
ネイティブに統合された音声テレフォニーの機能が Sales Cloud に取り込まれます。Service Cloud 音声ツール
キット API とパッケージ可能なカスタム項目を使用して、ビジネスのソリューションを構築します。マク
ロ、クイックアクション、Lightning フロー、プロセス、ワークフローなど、プロセス自動化ツールを使用
してコンタクトセンターの効率を向上します。より迅速な設定、Chatter などのコラボレーションツールの
ほか、通話転送インターフェース、通話記録コンポーネント、通話記録プレーヤー、および音声コールレ
コードページの使いやすさの改善により、エージェントの生産性を向上します。顧客の個人情報を保護す
るため、エージェントが通話記録を一時停止できるようにします。
メッセージング: テンプレートとオブジェクト権限の機能強化
メッセージングテンプレートを作成するときの柔軟性を向上し、メッセージングオブジェクト権限をシス
テム管理者がより詳細に制御できるようにしました。また、オムニチャネルのスキルベースのルーティン
グルールをメッセージングで使用できるようになりました。
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チャット: ルーティング種別の名称変更、スキルベースのルーティングルール
[チャット] ボタンと招待での用語の変更点に注意してください。スキルベースのルーティングルールで
チャットがサポートされるようになりました。
Web 用組み込みサービス: チャネルメニューコード設定、コミュニティのチャット招待、チャットの新規
メッセージアイコン
サービスの設定の JavaScript 静的リソースを使用してチャネルメニューコード設定をリリースすることで柔
軟性が向上します。コード設定を使用してコミュニティのチャットへの招待を顧客に送信します。チャッ
トで洗練された新規メッセージアイコンを使用して会話を合理化します。

音声: Sales Cloud での正式リリース、API ツールキット、プロセス自動化ツー
ル、コラボレーションと使いやすさの改善
ネイティブに統合された音声テレフォニーの機能が Sales Cloud に取り込まれます。Service Cloud 音声ツールキッ
ト API とパッケージ可能なカスタム項目を使用して、ビジネスのソリューションを構築します。マクロ、クイッ
クアクション、Lightning フロー、プロセス、ワークフローなど、プロセス自動化ツールを使用してコンタクト
センターの効率を向上します。より迅速な設定、Chatter などのコラボレーションツールのほか、通話転送イン
ターフェース、通話記録コンポーネント、通話記録プレーヤー、および音声コールレコードページの使いやす
さの改善により、エージェントの生産性を向上します。顧客の個人情報を保護するため、エージェントが通話
記録を一時停止できるようにします。

このセクションの内容:

Voice を使用した Sales Cloud の強化
Salesforce のインテリジェントなネイティブテレフォニーソリューションである音声を使用して営業チーム
を強化します。営業担当者は、リアルタイムの通話の文字起こしを含む Amazon Connect の機能を組み込ん
だ直観的なソフトフォンを使用してお客様と会話できます。営業担当者がお客様の希望するチャネルを使
用して適切なタイミングでお客様に連絡できるように、音声通話とデジタルチャネルを組み合わせていま
す。
強化された設定による Voice 設定時間の短縮
Service Cloud Voice の設定環境が強化されたため、コンタクトセンターをより短時間で稼働できます。更新さ
れた [音声の設定] ページに設定手順が示されます。また、以前は Amazon Connect インスタンスを設定するた
めに必要だった手順がいくつか自動化されました。
Service Cloud Voice ツールキット API を使用したエージェントのための Next Best Action の提案 (正式リリース)

会社がお客様について持っている知識を活用して、エージェントが実行すべき最善のアクションを提案で
きるため、顧客維持および顧客満足度の向上を実現できます。音声コールレコードおよび通話トランスク
リプトの情報に基づいて、Einstein Next Best Action コンポーネントおよび [アクション & おすすめ] コンポーネ
ントのインテリジェントなおすすめでエージェントを強化できます。通話の開始、通話の終了、ミュート、
保留など、通話状況の変更のイベントを使用して、イベント主導型ソリューションを構築できます。Service

Cloud Voice ツールキットの API を使用して、通話レコードの項目値と通話トランスクリプトのキーワードに
基づいて状況に応じて表示されるおすすめをプッシュします。
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音声コールレコードに基づいた Lightning フロー、プロセス、ワークフローの開始
Salesforce 自動化ツールを活用して、音声コールレコードが作成または変更されたときに会社のビジネスプ
ロセスを適用できます。たとえば、ワークフローを使用して [音声コール] 項目が更新されたときに自動的
にメールを送信したり、関連するレコードの項目が更新されたときに [音声コール] 項目を変更したりでき
ます。音声コールレコードに基づいてレコードを作成することもできます。たとえば、音声コールが作成
または更新されたときにケースまたはリードを作成できます。音声コールレコードは Lightning プロセス、
フロー、ワークフローでサポートされています。
マクロとクイックアクションを使用した音声コールレコードでの作業の効率化
エージェントは音声コールレコードでマクロおよびクイックアクションを実行できるため、より効率的に
作業できます。たとえば、エージェントは [通話処理] 項目を [解決済み] に更新してお客様にフォローアッ
プメールを送信するマクロを実行できます。音声コールオブジェクトと音声コールレコードでは、一括マ
クロとクイックアクションがサポートされています。
通話記録の一時停止と再開をエージェントに許可
通話記録の一時停止と再開をエージェントに許可して、社会保障番号などのお客様の個人情報を保護でき
るようにします。
機能強化された通話記録プレーヤーでの通話記録の聴取
通話記録プレーヤーの外観が更新され、進行状況インジケータ、通話種別インジケータ、タイムスタンプ
などを含めて、使いやすさが向上しました。
より直感的なユーザインターフェースを使用した適切なエージェントへの通話者の転送
更新されたオムニチャネルの [通話制御] タブでエージェントが通話を別のエージェントに転送し、通話者
を通話に追加するのが簡単になりました。エージェントは、2 件の通話を 1 件の通話にマージすることで、
新しいエージェントをお客様に紹介できます: 「Jane Doe を通話に追加させていただきます。」1 件の通話か
ら別の通話に切り替えることができるため、お客様は自己紹介を何度も行う必要がありません: 「請求スペ
シャリストにお客様の現在の状況を知らせる間、少々お待ちください。」エージェントは、お客様を別の
エージェントに転送したら通話を終了できるため、他のお客様に対応できます: 「適任の者におつなぎいた
しましたので、私は失礼いたします。」
組み込みのキーパッドを使用した内線番号のダイヤル
エージェントはオムニチャネルユーティリティの組み込みのキーパッドを使用して内線番号と IVR 電話連絡
網をダイヤルできるため、コンテキストの切り替えを少なくしてお客様と通話できます。
音声コールレコードでの Chatter を使用したコラボレーションの強化
Chatter コンポーネントがデフォルトで音声コールレコードで使用できるようになったため、エージェント
はより簡単に通話での同僚とのコラボレーションを実現できます。
誤って通話を終了しないための警告の取得
通話中にエージェントが音声コールページを閉じようとすると、ポップアップウィンドウが表示され、エー
ジェントは電話を切るかどうかの確認を求められます、これにより、通話を意図せずに終了することを回
避できます。
Service Cloud 音声のトランスクリプト監視を使用したトレーニングの促進
スーパーバイザは、音声コールトランスクリプトを表示して、トレーニングやオンボーディングの促進に
役立てることができます。スーパーバイザは、Omni-Channel Supervisor で最大 5 つの Service Cloud 音声トラン
スクリプトおよびチャットを監視できます。以前はチャットのみを監視できました。
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標準レポートでの Amazon Connect 料金の追跡
標準 Salesforce レポートで組織の Amazon Connect の月次請求料金を監視できます。Salesforce 組織に関連付けら
れた各 AWS アカウントおよび地域の料金の項目別リストを確認できます。標準 Salesforce レポートツールを
使用してレポートを絞り込み、レポートを .csv ファイルとしてエクスポートできます。
パッケージへの音声コールカスタム項目の追加
パートナーおよび ISV は、パッケージに音声コールオブジェクトのカスタム項目を追加することで、顧客向
けのテレフォニーソリューションを構築できます。カスタム項目を使用して、Amazon Connect コンタクトフ
ローからのデータを保存したり、音声コールレコードから別のオブジェクトにデータを渡したりできます。
ISV は、その顧客がパッケージに簡単にインストールして更新をプッシュできるパッケージを作成できるた
め、顧客は最新かつ最高の機能を利用できます。
変更されたテレフォニーインテグレーション REST API による安全性の確保
セキュリティを強化するため、Create Transcript REST API を使用する際の URI およびペイロードが若干変更され
ました。特に、参加者 ID が URI からペイロードに移動されました。Winter ‘21 リリースではどちらのバージョ
ンの API も機能しますが、できるだけ早く新しい API に移行する必要があります。

Voice を使用した Sales Cloud の強化
Salesforce のインテリジェントなネイティブテレフォニーソリューションである音声を使用して営業チームを強
化します。営業担当者は、リアルタイムの通話の文字起こしを含む Amazon Connect の機能を組み込んだ直観的
なソフトフォンを使用してお客様と会話できます。営業担当者がお客様の希望するチャネルを使用して適切な
タイミングでお客様に連絡できるように、音声通話とデジタルチャネルを組み合わせています。
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。Service Cloud 音声は Sales Cloud および Service Cloud で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。
対象ユーザ: 「コンタクトセンター管理者」権限を持つユーザは、Voice コンタクトセンターを作成して管理で
きます。「コンタクトセンターエージェント」権限セットを持つユーザは、コンタクトセンターにアクセスし
て通話を発信および受信できます。
方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「音声の設定」と入力し、[音声の設定] を選択します。設定ペー
ジの手順に従って Voice を有効にし、コンタクトセンターを作成して、Amazon Connect を設定します。Voice を使
用するように Salesforce を設定する場合、営業担当者が通話の発信および受信に使用できるようにオムニチャネ
ルユーティリティを Lightning セールスコンソールに追加します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Service Cloud 音声 (リリースプレビューの時点で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: Service Cloud 音声の設定 (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)

強化された設定による Voice 設定時間の短縮
Service Cloud Voice の設定環境が強化されたため、コンタクトセンターをより短時間で稼働できます。更新され
た [音声の設定] ページに設定手順が示されます。また、以前は Amazon Connect インスタンスを設定するために
必要だった手順がいくつか自動化されました。
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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。Service Cloud 音声は Sales Cloud および Service Cloud で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。
対象ユーザ: Service Cloud Voice を設定するには、ユーザに「アプリケーションのカスタマイズ」権限と「コンタ
クトセンター管理者」権限が必要です。Amazon Connect システム管理者は、Amazon Connect インスタンスを設定
できます。
理由: Voice を設定する時間が短くなり、顧客をサポートする時間が長くなります。
言い回しが更新され、視覚的なチェックマークが追加されているため、[私のドメイン] とオムニチャネルで組
織がいつ Voice の前提条件を満たしたかがわかります。

コンタクトセンターの設定ステップで言い回しが更新されているため、お客様の支援を開始できるようにエー
ジェントに付与する必要がある権限セットを判断できます。

新しい [最後の仕上げ] ステップには、設定ドキュメントへのリンクが提供されているため、音声の設定を終了
するための適切な情報をすばやく見つけることができます。
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更新された [Service Cloud 音声を有効化] モーダルウィンドウでは、メールアドレスを 2 回入力するように要求さ
れるため、Amazon Web Services のルートユーザのメールが正しいことを確認できます。

Salesforce でコンタクトセンターが作成されると、通話記録、通話音声ストリーミング、トランスクリプトの
データストリーミングが自動的に有効になり、シングルサインオン (SSO) が設定されるため、時間を節約でき
ます。以前は、これらの機能を手動で設定する必要がありました。
方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「音声の設定」と入力し、[音声の設定] を選択します。設定ペー
ジの手順に従って Voice を有効にし、コンタクトセンターを作成して、Amazon Connect を設定します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Service Cloud 音声の設定 (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: Amazon Connect インスタンスの設定 (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)

Service Cloud Voice ツールキット API を使用したエージェントのための Next Best Action の提
案 (正式リリース)

会社がお客様について持っている知識を活用して、エージェントが実行すべき最善のアクションを提案できる
ため、顧客維持および顧客満足度の向上を実現できます。音声コールレコードおよび通話トランスクリプトの
情報に基づいて、Einstein Next Best Action コンポーネントおよび [アクション & おすすめ] コンポーネントのインテ
リジェントなおすすめでエージェントを強化できます。通話の開始、通話の終了、ミュート、保留など、通話
状況の変更のイベントを使用して、イベント主導型ソリューションを構築できます。Service Cloud Voice ツール
キットの API を使用して、通話レコードの項目値と通話トランスクリプトのキーワードに基づいて状況に応じ
て表示されるおすすめをプッシュします。
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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。Service Cloud 音声は Sales Cloud および Service Cloud で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。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Einstein Next Best Action のエンタイトルメント (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

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)

Service Cloud Voice Developer Guide (Service Cloud 音声開発者ガイド): Service Cloud Voice Toolkit API (Service Cloud 音声ツー
ルキット 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)

音声コールレコードに基づいた Lightning フロー、プロセス、ワークフローの開始
Salesforce 自動化ツールを活用して、音声コールレコードが作成または変更されたときに会社のビジネスプロセ
スを適用できます。たとえば、ワークフローを使用して [音声コール] 項目が更新されたときに自動的にメール
を送信したり、関連するレコードの項目が更新されたときに [音声コール] 項目を変更したりできます。音声
コールレコードに基づいてレコードを作成することもできます。たとえば、音声コールが作成または更新され
たときにケースまたはリードを作成できます。音声コールレコードは Lightning プロセス、フロー、ワークフ
ローでサポートされています。
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。Service Cloud 音声は Sales Cloud および Service Cloud で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。
方法: Flow Builder を使用して、音声コールレコードが作成または変更されたときにフローを自動的に開始しま
す。プロセスビルダーを使用して、音声コールレコードが作成または編集されたときにプロセスを起動しま
す。ワークフロールールを使用して、音声コールレコードが作成または変更されたときに標準的な内部の手続
きをトリガします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning プロセスビルダー (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: フロー (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: ワークフロー (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)

マクロとクイックアクションを使用した音声コールレコードでの作業の効率化
エージェントは音声コールレコードでマクロおよびクイックアクションを実行できるため、より効率的に作業
できます。たとえば、エージェントは [通話処理] 項目を [解決済み] に更新してお客様にフォローアップメール
を送信するマクロを実行できます。音声コールオブジェクトと音声コールレコードでは、一括マクロとクイッ
クアクションがサポートされています。
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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。Service Cloud 音声は Sales Cloud および Service Cloud で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。
対象ユーザ: アクションを作成するには、ユーザに「アプリケーションのカスタマイズ」権限が必要です。マ
クロを表示、作成、編集するには、ユーザにマクロに対する「参照」、「作成」、および「編集」権限が必要
です。元に戻せないマクロを作成するには、ユーザに「元に戻せないマクロを管理」権限が必要です。一括マ
クロを実行するには、ユーザに「複数のレコードに対してマクロを実行」権限が必要です。
方法: マクロを作成するには、マクロビルダーを使用してマクロを作成し、マクロを適用するオブジェクトと
して [音声コール] を選択します。マクロのアクションを指定して、マクロを実行します。
オブジェクト固有のアクションを作成するには、音声コールオブジェクトの管理設定に移動し、[ボタン、リ
ンク、およびアクション] に移動して、アクションを作成します。エージェントは音声コールレコードでアク
ションを実行できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience のマクロの作成 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用
不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: オブジェクト固有のクイックアクションの作成 (リリースプレビューの時点で内容が刷新さ
れたり、使用不能になる可能性があります)

通話記録の一時停止と再開をエージェントに許可
通話記録の一時停止と再開をエージェントに許可して、社会保障番号などのお客様の個人情報を保護できるよ
うにします。
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。Service Cloud 音声は Sales Cloud および Service Cloud で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。
対象ユーザ: 「コンタクトセンターエージェント」権限セットを持つユーザは、コンタクトセンターにアクセ
スして通話を発信および受信できます。「通話記録の制御」権限を持つユーザは通話記録の一時停止と再開を
行うことができます。
理由: 記録を一時的に停止するには、オムニチャネルユーティリティの [録音] または [通話制御] コンポーネン
トの [録音] ラジオボタンをクリックします。記録を再開するには、ボタンを再度クリックします。
以前は、通話記録を有効にすると会話全体が記録され、エージェントは記録を一時停止できませんでした。
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方法: 新しいコンタクトセンターで、[通話制御] コンポーネントを Lightning レコードページに追加します。続い
て、記録の一時停止と再開ができるようにエージェントに「通話記録の制御」ユーザ権限を付与します。
音声コンタクトセンターがすでにある場合、更新手順に従って、Amazon Connect インスタンスでの通話記録と
一時停止を有効化します。

関連トピック:

ナレッジ記事: Service Cloud Voice Contact Center Updates (Service Cloud 音声コンタクトセンターの更新)

Salesforce ヘルプ: Service Cloud 音声用の Salesforce 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: Amazon Connect インスタンスの設定 (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)

Salesforce ヘルプ: 通話記録時の顧客のプライバシーの尊重 (リリースプレビューの時点で内容が刷新された
り、使用不能になる可能性があります)

機能強化された通話記録プレーヤーでの通話記録の聴取
通話記録プレーヤーの外観が更新され、進行状況インジケータ、通話種別インジケータ、タイムスタンプなど
を含めて、使いやすさが向上しました。
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。Service Cloud 音声は Sales Cloud および Service Cloud で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。
対象ユーザ: 「コンタクトセンターエージェント」権限セットを持つユーザは、コンタクトセンターにアクセ
スして通話を発信および受信できます。「通話記録の参照」権限を持つユーザは通話記録を聞くことができま
す。
理由: コンポーネントのタイトル「Call Audio Player (通話オーディオプレーヤー)」が表示されるため、スクリー
ンリーダーでどのコンポーネントが表示されているか判断できます。ピルボックスで、通話が着信なのか発信
なのか転送なのかが示されるため、エージェントは通話がどの種別だったかを判断できます。通話の日付と開
始時刻が表示されるため、エージェントは通話がいつ行われたかを簡単に判断できます。進行状況インジケー
タでは、どこまで通話を聞いているかが示されます。
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方法: 通話記録を聞くことをエージェントに許可するには、[通話記録プレーヤー] コンポーネントを音声コー
ルレコードページに追加します。エージェントは再生ボタンをクリックすれば記録を聞くことができます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Service Cloud 音声用の Salesforce の設定 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、
使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: Lightning ページの標準コンポーネント (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)

より直感的なユーザインターフェースを使用した適切なエージェントへの通話者の転送
更新されたオムニチャネルの [通話制御] タブでエージェントが通話を別のエージェントに転送し、通話者を通
話に追加するのが簡単になりました。エージェントは、2 件の通話を 1 件の通話にマージすることで、新しい
エージェントをお客様に紹介できます: 「Jane Doe を通話に追加させていただきます。」1 件の通話から別の通
話に切り替えることができるため、お客様は自己紹介を何度も行う必要がありません: 「請求スペシャリスト
にお客様の現在の状況を知らせる間、少々お待ちください。」エージェントは、お客様を別のエージェントに
転送したら通話を終了できるため、他のお客様に対応できます: 「適任の者におつなぎいたしましたので、私
は失礼いたします。」
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。Service Cloud 音声は Sales Cloud および Service Cloud で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。
対象ユーザ: 「コンタクトセンターエージェント」権限セットを持つユーザは、Service Cloud Voice で電話をかけ
たり受けたりできます。
方法: 別の人を通話に追加するか通話を別のエージェントまたはキューに転送するには、オムニチャネルの [通
話制御] タブで [通話者を追加] をクリックします。

キーパッドを使用して外部の通話者にダイヤルするには、[キーパッド] をクリックして番号を入力します。
エージェントはキーパッドを使用して連絡網から選択したり内線番号をダイヤルしたりすることもできます。
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短縮ダイヤルを使用するか、Amazon Connect のクイック接続番号に電話をかけるには、[短縮ダイヤル]をクリッ
クして通話者を選択します。

2 人目の通話者が接続されると、オムニチャネルの [通話制御] タブに [スワップ] ボタンと [マージ] ボタンが表
示されます。

以前は、通話の [短縮ダイヤル]、[転送]、[スワップ]、[マージ] のボタンがすべてメインのオムニチャネルの [通
話制御] タブに表示されていました。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 電話でのお客様のヘルプ (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能にな
る可能性があります)
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組み込みのキーパッドを使用した内線番号のダイヤル
エージェントはオムニチャネルユーティリティの組み込みのキーパッドを使用して内線番号と IVR 電話連絡網
をダイヤルできるため、コンテキストの切り替えを少なくしてお客様と通話できます。
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。Service Cloud 音声は Sales Cloud および Service Cloud で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。
対象ユーザ: 「コンタクトセンターエージェント」権限セットを持つユーザは、Service Cloud Voice で電話をかけ
たり受けたりできます。
方法: エージェントが通話しているときに、オムニチャネルユーティリティのキーパッドをクリックして、電
話番号、内線番号、電話連絡網をダイヤルします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 電話でのお客様のヘルプ (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能にな
る可能性があります)

音声コールレコードでの Chatter を使用したコラボレーションの強化
Chatter コンポーネントがデフォルトで音声コールレコードで使用できるようになったため、エージェントはよ
り簡単に通話での同僚とのコラボレーションを実現できます。
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。Service Cloud 音声は Sales Cloud および Service Cloud で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。
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方法: 音声コールレコードを開いて、Chatter フィードの表示、投稿、同僚への @メンション、フィード項目か
らの ToDo の作成、レコードへのリンクなどを行います。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 電話でのお客様のヘルプ (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能にな
る可能性があります)

Salesforce ヘルプ: フィードの使用 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性
があります)

Salesforce ヘルプ: 投稿の操作 (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)

誤って通話を終了しないための警告の取得
通話中にエージェントが音声コールページを閉じようとすると、ポップアップウィンドウが表示され、エー
ジェントは電話を切るかどうかの確認を求められます、これにより、通話を意図せずに終了することを回避で
きます。
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。Service Cloud 音声は Sales Cloud および Service Cloud で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。
対象ユーザ: 「コンタクトセンターエージェント」権限セットを持つユーザは、コンタクトセンターにアクセ
スして通話を発信および受信できます。「通話記録の参照」権限を持つユーザは通話記録を聞くことができま
す。
理由: 確認ウィンドウは、ページレイアウトに追加された通話制御コンポーネントを持つ音声コールレコード
に対してのみ表示されます。以前は、エージェントは有効な通話中に音声コールレコードを閉じることはでき
ませんでした。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 電話でのお客様のヘルプ (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能にな
る可能性があります)

Service Cloud 音声のトランスクリプト監視を使用したトレーニングの促進
スーパーバイザは、音声コールトランスクリプトを表示して、トレーニングやオンボーディングの促進に役立
てることができます。スーパーバイザは、Omni-Channel Supervisor で最大 5 つの Service Cloud 音声トランスクリプ
トおよびチャットを監視できます。以前はチャットのみを監視できました。
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。Service Cloud 音声は Sales Cloud および Service Cloud で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。
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方法: [Omni-Channel Supervisor の設定] で [会話の監視] を有効にします。

オムニチャネルスーパーバイザでトランスクリプトを表示します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Omni-Channel Supervisor でのエージェントの監視とサポート (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)

標準レポートでの Amazon Connect 料金の追跡
標準 Salesforce レポートで組織の Amazon Connect の月次請求料金を監視できます。Salesforce 組織に関連付けられ
た各 AWS アカウントおよび地域の料金の項目別リストを確認できます。標準 Salesforce レポートツールを使用
してレポートを絞り込み、レポートを .csv ファイルとしてエクスポートできます。
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。Service Cloud 音声は Sales Cloud および Service Cloud で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。
対象ユーザ: 「レポートの作成とカスタマイズ」権限を持つユーザは非公開フォルダでレポートを作成、編集、
削除できます。「レポートビルダー」権限を持つユーザは公開フォルダと非公開フォルダの両方でレポートを
作成、編集、削除できます。
理由: [テレフォニー利用状況とコストレポート] には、組織による各 AWS アカウントの利用状況、AWS 地域、
月、年、分数、発言数、関連付けられた料金が表示されます。前月の集計請求データが次の月の 5 日に利用で
きます。たとえば、6 月の請求データは 7 月 5 日に利用できます。
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方法: 音声利用状況とコスト総計値が主オブジェクトであるカスタムレポートタイプを作成し、レポートタイ
プをリリースします。次にレポートを作成し、任意の順序で列を追加し、月と年でレポートを絞り込み、レ
ポートを実行します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Amazon Connect の利用状況を追跡するためのレポートの作成 (リリースプレビューの時点で
内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

パッケージへの音声コールカスタム項目の追加
パートナーおよび ISV は、パッケージに音声コールオブジェクトのカスタム項目を追加することで、顧客向け
のテレフォニーソリューションを構築できます。カスタム項目を使用して、Amazon Connect コンタクトフロー
からのデータを保存したり、音声コールレコードから別のオブジェクトにデータを渡したりできます。ISV は、
その顧客がパッケージに簡単にインストールして更新をプッシュできるパッケージを作成できるため、顧客は
最新かつ最高の機能を利用できます。
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。Service Cloud 音声は Sales Cloud および Service Cloud で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。
対象ユーザ: 「AppExchange パッケージの作成」権限を持つユーザはパッケージを作成してコンポーネントを追
加できます。
方法: 音声コールオブジェクトでカスタム項目を作成します。次に、パッケージを作成してパッケージのコン
ポーネントとして音声コールカスタム項目を追加します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: カスタム項目の作成 (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: パッケージの使用 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能
性があります)

Salesforce ヘルプ: パッケージへのコンポーネントの追加 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、
使用不能になる可能性があります)
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変更されたテレフォニーインテグレーション REST API による安全性の確保
セキュリティを強化するため、Create Transcript REST API を使用する際の URI およびペイロードが若干変更されま
した。特に、参加者 ID が URI からペイロードに移動されました。Winter ‘21 リリースではどちらのバージョンの
API も機能しますが、できるだけ早く新しい API に移行する必要があります。
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。Service Cloud 音声は Sales Cloud および Service Cloud で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。
対象ユーザ: Service Cloud Voice Telephony Integration REST APIにアクセスするユーザはこの新しい API に更新する必要
があります。
時期: この変更は API バージョン 50.0 で使用できます。以前の API は 2021 年 2 月 15 日まで使用できます。
方法: 参加者 ID が含まれない更新済みの構文に準拠するように URI を更新します。
• 以前の URI: /telephony/v1/voiceCalls/{voiceCallId}/participants/{participantId}/messages

• 新しい URI: /telephony/v1/voiceCalls/{voiceCallId}/messages

続いて、参加者 ID が含まれる更新済みの構文に準拠するようにペイロードを更新します。
以前のペイロードの例:

{
"messageId": "57904eb6-5352-4c5e-adf6-5f100572cf5d116",
"startTime": 1573503300,
"endTime": 1573503320,
"content": "Hello All",
"senderType": "VIRTUAL_AGENT"

}

新しいペイロードの例:

{
"participantId": "5324881f-1e84-4367-8930-f69a74b30ca6",
"messageId": "57904eb6-5352-4c5e-adf6-5f100572cf5d116",
"startTime": 1573503300,
"endTime": 1573503320,
"content": "Hello All",
"senderType": "VIRTUAL_AGENT"

}

関連トピック:

Service Cloud Voice Implementation Guide (Service Cloud 音声実装ガイド): Create Transcript REST 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)

メッセージング: テンプレートとオブジェクト権限の機能強化
メッセージングテンプレートを作成するときの柔軟性を向上し、メッセージングオブジェクト権限をシステム
管理者がより詳細に制御できるようにしました。また、オムニチャネルのスキルベースのルーティングルール
をメッセージングで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:

リードと商談を使用したメッセージングテンプレートの作成
特定の条件を満たした場合に顧客と潜在顧客が迅速に対応できるように自動化テンプレートを作成します。
メッセージングテンプレートでリードおよび商談レコードの項目を使用できるようになりました。以前は、
この機能でサポートされる Salesforce オブジェクトは、取引先、納入商品、ケース、取引先責任者、場所、
組織、ユーザのみでした。
メッセージングセッションオブジェクトの権限の指定
権限ポリシーの柔軟性を向上し、制御を強化します。システム管理者は、メッセージングユーザおよびメッ
セージングセッションの権限を設定できるようになりました。
オムニチャネルルーティング種別の名称変更
「オムニチャネルキュー」ルーティング種別の名称が「オムニチャネル」に変更されました。また、オム
ニチャネルスキルルーティング種別の名称をチャネルスキルに変更しました。
スキルベースのルーティングルールを使用して適切なエージェントにメッセージを転送
スキルベースのルーティングルールは、メッセージングセッションを、適切なスキルを持つ適切なエージェ
ントに転送するのに役立つ可能性があります。オムニチャネルのルーティング可能チャネルでの新しいス
キルベースのルーティングルールを確認してください。
ブロードキャストメッセージングを使用した一対多メッセージの送信
SMS を介して取引先責任者、個人取引先、メッセージングユーザに一対多メッセージを送信します。従業
員オブジェクトのメッセージングもサポートされるようになったため、Work.com を使用して従業員に一対
一メッセージや一対多メッセージを送信できます。

リードと商談を使用したメッセージングテンプレートの作成
特定の条件を満たした場合に顧客と潜在顧客が迅速に対応できるように自動化テンプレートを作成します。
メッセージングテンプレートでリードおよび商談レコードの項目を使用できるようになりました。以前は、こ
の機能でサポートされる Salesforce オブジェクトは、取引先、納入商品、ケース、取引先責任者、場所、組織、
ユーザのみでした。
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:

Salesforce ヘルプ: 自動メッセージ通知のメッセージングテンプレートの作成 (リリースプレビューの時点で内
容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

メッセージングセッションオブジェクトの権限の指定
権限ポリシーの柔軟性を向上し、制御を強化します。システム管理者は、メッセージングユーザおよびメッ
セージングセッションの権限を設定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。
方法: メッセージング権限を確認する手順は、次のとおりです。
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1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
2. エージェントの権限セットを選択します。
3. 権限セットオプションから、[オブジェクト設定] をクリックします。
4. [メッセージユーザ] および [メッセージングセッション] までスクロールダウンします。各オプションをク

リックします。
5. オブジェクト権限を確認します。

6. 変更した場合は、[保存] をクリックします。

関連トピック:

Salesforce セキュリティガイド: ユーザのアクセス権の制御 (リリースプレビューの時点で内容が刷新された
り、使用不能になる可能性があります)

Salesforce セキュリティガイド: オブジェクトの権限 (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)

オムニチャネルルーティング種別の名称変更
「オムニチャネルキュー」ルーティング種別の名称が「オムニチャネル」に変更されました。また、オムニ
チャネルスキルルーティング種別の名称をチャネルスキルに変更しました。

メモ: スキルに基づいて作業をエージェントに転送するためのより強力な方法に関心がありますか? スキ
ルベースのルーティングルールを確認してください。
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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:

チャットとメッセージングのルーティングタイプの名称変更
Salesforce ヘルプ: スキルベースのルーティングの設定 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)

スキルベースのルーティングルールを使用して適切なエージェントにメッセージを転送
スキルベースのルーティングルールは、メッセージングセッションを、適切なスキルを持つ適切なエージェン
トに転送するのに役立つ可能性があります。オムニチャネルのルーティング可能チャネルでの新しいスキル
ベースのルーティングルールを確認してください。
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:

オムニチャネルのスキルベースのルーティングルールを使用した、適切なスキルを持つエージェントへの
チャットとメッセージのルーティング
Salesforce ヘルプ: スキルベースのルーティングの設定 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)

ブロードキャストメッセージングを使用した一対多メッセージの送信
SMS を介して取引先責任者、個人取引先、メッセージングユーザに一対多メッセージを送信します。従業員オ
ブジェクトのメッセージングもサポートされるようになったため、Work.com を使用して従業員に一対一メッ
セージや一対多メッセージを送信できます。
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。
方法: メッセージングを設定し、1 つ以上の SMS メッセージングチャネルを作成します。次に、「一対多メッ
セージを送信」権限をユーザに割り当てます。

関連トピック:

Work.com 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 ヘルプ: Broadcast Messaging (ブロードキャストメッセージング) (リリースプレビューの時点で内容が
刷新されることや、使用不能になることがあります)

チャット: ルーティング種別の名称変更、スキルベースのルーティングルール
[チャット] ボタンと招待での用語の変更点に注意してください。スキルベースのルーティングルールでチャッ
トがサポートされるようになりました。
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このセクションの内容:

オムニチャネルルーティング種別の名称変更
「オムニチャネルキュー」ルーティング種別の名称が「オムニチャネル」に変更されました。また、「オ
ムニチャネルスキル」ルーティング種別の名前が「ボタンスキル」に変更されました。
スキルベースのルーティングルールを使用した適切なエージェントへのチャットの転送
スキルベースのルーティングルールは、適切なスキルを持つ適切なエージェントにチャットセッションを
転送するのに役立ちます。オムニチャネルのルーティング可能チャネルでの新しいスキルベースのルーティ
ングルールを確認してください。

オムニチャネルルーティング種別の名称変更
「オムニチャネルキュー」ルーティング種別の名称が「オムニチャネル」に変更されました。また、「オムニ
チャネルスキル」ルーティング種別の名前が「ボタンスキル」に変更されました。

メモ: スキルに基づいて作業をエージェントに転送するためのより強力な方法に関心がありますか? スキ
ルベースのルーティングルールを確認してください。

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:

チャットとメッセージングのルーティングタイプの名称変更
Salesforce ヘルプ: スキルベースのルーティングの設定 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)

スキルベースのルーティングルールを使用した適切なエージェントへのチャットの転送
スキルベースのルーティングルールは、適切なスキルを持つ適切なエージェントにチャットセッションを転送
するのに役立ちます。オムニチャネルのルーティング可能チャネルでの新しいスキルベースのルーティング
ルールを確認してください。
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:

オムニチャネルのスキルベースのルーティングルールを使用した、適切なスキルを持つエージェントへの
チャットとメッセージのルーティング
Salesforce ヘルプ: スキルベースのルーティングの設定 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)
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Web 用組み込みサービス: チャネルメニューコード設定、コミュニティのチャッ
ト招待、チャットの新規メッセージアイコン
サービスの設定の JavaScript 静的リソースを使用してチャネルメニューコード設定をリリースすることで柔軟性
が向上します。コード設定を使用してコミュニティのチャットへの招待を顧客に送信します。チャットで洗練
された新規メッセージアイコンを使用して会話を合理化します。

このセクションの内容:

チャネルメニューコード設定を使用した顧客とのインタラクションの再考
各 Web ページの HTML コードが複雑に絡み合わないようにし、Salesforce の [設定] の静的リソースを使用して
一意のページレベル設定を作成します。Web サイトや Salesforce コミュニティでチャネルメニューを使用し
て、顧客とつながる方法を自由に考えて変更できます。
組み込みチャットおよびチャネルメニューのコード設定を使用したコミュニティのカスタマイズ
Salesforce コミュニティのチャットに顧客を招待してよりパーソナライズされた体験を提供します。エクス
ペリエンスビルダーに追加された [コード設定名] プロパティでは、訪問者が閲覧したときにポップアップ
の招待として表示されるカスタム JavaScript を読み込むことができます。
新しいメッセージアイコンを使用したチャットの会話の追跡
洗練された新規メッセージ通知と矢印を備える最新の環境を組み込みチャットユーザに提供します。チャッ
トウィンドウでは、未読メッセージの数を示すアイコンがそれらのメッセージの上部に表示されます。ユー
ザは、スクロールダウンして閲覧したり、エージェントが入力しているタイミングを確認したりできます。
スクリーンリーダーのボットの応答の合理化
Einstein ボットとやりとりするスクリーンリーダーユーザに、チャットウィンドウのオプションの要約を提
供します。この更新により、スクリーンリーダーが自動的に応答するようになり、環境のアクセシビリティ
が向上します。

チャネルメニューコード設定を使用した顧客とのインタラクションの再考
各 Web ページの HTML コードが複雑に絡み合わないようにし、Salesforce の [設定] の静的リソースを使用して一
意のページレベル設定を作成します。Web サイトや Salesforce コミュニティでチャネルメニューを使用して、顧
客とつながる方法を自由に考えて変更できます。
対象:この変更は Professional Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Essentials Edition の Lightning Experience

のデジタルエンゲージメントに適用されます。
理由: JavaScript コードを静的リソースとして Salesforce 組織に追加することで、顧客タッチポイントを柔軟に変
更できます。たとえば、事前チャットや他の設定を追加できます。このプロセスにより、数回クリックするだ
けで、雑多な Web ページコードのカスタマイズを回避できます。
方法: JavaScript ファイルを追加するには、[設定] の [クイック検索] ボックスで静的リソースを検索します。[チャ
ネルメニュー設定] ページで、コード設定を編集して、リリースレベルの変更を適用します。各ページで読み
込む静的リソースを使用して 1 つ以上の設定ファイルを作成します。この省略可能なカスタマイズでは、コー
ド設定名をチャネルメニューのコードスニペットに追加する必要があります。[コード設定] を使用するには、
システム管理者は「Apex 開発」ユーザ権限にアクセスして有効にする必要があります。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: チャネルメニューコード設定の追加 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: 埋め込み静的リソースの作成 (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)

組み込みチャットおよびチャネルメニューのコード設定を使用したコミュニティのカスタ
マイズ
Salesforce コミュニティのチャットに顧客を招待してよりパーソナライズされた体験を提供します。エクスペリ
エンスビルダーに追加された [コード設定名] プロパティでは、訪問者が閲覧したときにポップアップの招待と
して表示されるカスタム JavaScript を読み込むことができます。
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対象:この変更は Professional Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Essentials Edition の Lightning Experience

のデジタルエンゲージメントに適用されます。
方法: システム管理者は、静的リソースファイルを Salesforce 組織にアップロードし、[コード設定] の [チャネル
メニュー設定] または組み込みチャットの [設定] のカスタムオブジェクトに関連付けます。プロパティビルダー
で、特定のページにコミュニティのコード設定名を読み込みます。このファイルにより、チャットへの訪問者
の招待などのカスタマイズが追加されます。このファイルは、デバイスでページが読み込まれたときにトリガ
されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Add Chat Code Settings to a Community (コミュニティへのチャットコード設定の追加) (リリース
プレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: 埋め込み静的リソースの作成 (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)

新しいメッセージアイコンを使用したチャットの会話の追跡
洗練された新規メッセージ通知と矢印を備える最新の環境を組み込みチャットユーザに提供します。チャット
ウィンドウでは、未読メッセージの数を示すアイコンがそれらのメッセージの上部に表示されます。ユーザ
は、スクロールダウンして閲覧したり、エージェントが入力しているタイミングを確認したりできます。
対象:この変更は Professional Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Essentials Edition の Lightning Experience

のデジタルエンゲージメントに適用されます。
方法: このアイコンは、チャットウィンドウの新規メッセージピルボタンの代わりに使用されます。エージェ
ント入力インジケータがアイコンに追加されており、アニメーションとして表示されます。この更新は、組み
込みチャットで自動的に行われます。追加設定は必要ありません。
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スクリーンリーダーのボットの応答の合理化
Einstein ボットとやりとりするスクリーンリーダーユーザに、チャットウィンドウのオプションの要約を提供し
ます。この更新により、スクリーンリーダーが自動的に応答するようになり、環境のアクセシビリティが向上
します。
対象:この変更は Professional Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Essentials Edition の Lightning Experience

のデジタルエンゲージメントに適用されます。
方法: スクリーンリーダーの組み込みチャットウィンドウで各選択を繰り返す代わりに、ボットエージェント
がオプションの概要で応答します。この更新により、使用可能なオプションの数が集計されます。ユーザは、
それらを聞くかどうか決定するように促されます。
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関連トピック:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.snapins_web_dev.meta/snapins_web_dev/embedded_web_mobile_access.htm

https://help.salesforce.com/articleView?id=accessibility_overview.htm

ナレッジ: 共有の機能強化、記事のリンク
ゲストユーザおよび大規模コミュニティユーザでナレッジの標準共有を使用し、複数の記事の所有権を一度に
変更し、記事の所有権を追跡します。Voice、チャット、メッセージング、ソーシャル投稿で Voice および関連
リストが含まれるリンク済み記事を使用します。

このセクションの内容:

Lightning Knowledge の共有の機能強化 (正式リリース)

Lightning Knowledge 用の Salesforce の標準共有は、前回のリリースからの変更点を含んでおり、今回正式リリー
スとなります。
チャネルのナレッジの改善
Summer '20 リリースでは、チャット、メッセージング、およびソーシャルの会話にリンク済み記事が追加さ
れました。Winter '21 リリースでは、この機能が音声に拡張され、4 つすべてのチャネルの関連リストを使用
できるようになります。また、チャネルの記事を手動で添付または添付解除できるようになりました。
リンク済み記事の権限の変更
API のリンク済み記事へのアクセスはナレッジ記事へのアクセス権を持つユーザに制限されます。

Lightning Knowledge の共有の機能強化 (正式リリース)
Lightning Knowledge 用の Salesforce の標準共有は、前回のリリースからの変更点を含んでおり、今回正式リリー
スとなります。
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このセクションの内容:

ゲストユーザおよび大規模コミュニティユーザとのナレッジ共有の使用
共有が他の Salesforce オブジェクトと同様に機能するように、ナレッジの標準共有を改善しました。条件に
基づくレコード共有ルールを使用して、コミュニティのゲストユーザに公開される記事を制御します。共
有グループと共有セットを使用して、大規模コミュニティユーザとポータルユーザが所有する記事を共有
します。Lightning Knowledge のみ。
公開およびアーカイブ済み記事の所有権の移行
Spring '20 リリースでは、Salesforce Lightning のドラフト記事の所有者を変更する機能が導入されました。ドラ
フトバージョンの所有者の変更と同時に公開バージョンおよびアーカイブ済みバージョンの所有権を変更
できます。
ドラフト記事での一括所有権変更の実行
翻訳を含め複数のドラフト記事の所有権を同時に変更できるようになりました。
記事の所有権の変更の追跡
記事の所有権を変更する機能が Lightning Experience のナレッジに追加されたので、その所有権を追跡するこ
とができます。すべての記事バージョンのナレッジ項目履歴に所有者項目が追加されました。

ゲストユーザおよび大規模コミュニティユーザとのナレッジ共有の使用
共有が他の Salesforce オブジェクトと同様に機能するように、ナレッジの標準共有を改善しました。条件に基づ
くレコード共有ルールを使用して、コミュニティのゲストユーザに公開される記事を制御します。共有グルー
プと共有セットを使用して、大規模コミュニティユーザとポータルユーザが所有する記事を共有します。
Lightning Knowledge のみ。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance Edition、Developer Edition、Unlimited Edition の Lightning

Knowledge を有効にしているナレッジに適用されます。Salesforce Classic では使用できません。
理由: 大規模コミュニティユーザの共有は Summer '20 のナレッジの新機能です。
ゲストユーザの共有は Summer '20 リリースのナレッジで使用できましたが、ナレッジ内の共有は外部共有ルー
ルに従っていました。ゲストユーザの通常のセキュリティポリシーがナレッジに適用されるようになりまし
た。
方法: [ナレッジの設定] で、Lightning Knowledge と標準の Salesforce 共有を有効にします。ゲストユーザの共有に
ついては、[設定] -> [共有設定] に移動して、[ゲストユーザのレコードアクセス権を保護] を設定します。
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大規模コミュニティユーザとの共有では、共有グループと共有セットを使用します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Knowledge の共有 (リリースプレビューの時点で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 の共有の考慮事項 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: 共有グループを使用した大規模コミュニティユーザが所有するレコードの共有 (リリースプ
レビューの時点で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)

Salesforce ヘルプ: ゲストユーザのセキュリティポリシーとタイムライン (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)

IdeaExchange: ナレッジ記事に共有ルールを割り当てられるようにする
IdeaExchange: Knowledge__kav オブジェクト設定の共有

公開およびアーカイブ済み記事の所有権の移行
Spring '20 リリースでは、Salesforce Lightning のドラフト記事の所有者を変更する機能が導入されました。ドラフ
トバージョンの所有者の変更と同時に公開バージョンおよびアーカイブ済みバージョンの所有権を変更できま
す。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance Edition、Developer Edition、Unlimited Edition の Lightning

Knowledge を有効にしているナレッジに適用されます。Salesforce Classic では使用できません。
対象ユーザ: 記事の所有権を変更するには、以下の条件が満たされている必要があります。
• ナレッジユーザである。
• 「記事の管理」ユーザ権限がある。
• 記事に対する「参照」および「編集」権限がある。
理由: この機能強化により、任意の記事の任意のバージョンの所有権を変更できます。たとえば、これは、公
開記事の所有者が退職した場合に役立ちます。
方法: ドラフト記事にアーカイブ済みバージョンまたは公開バージョンもある場合、レコードのホームの [所有
者の変更] ボタンで他のバージョンを変更できます。
• 現在のドラフトの言語に対応する記事所有者の公開バージョンを移行するには、[Transfer the published version

owned by the draft owner (ドラフト所有者が所有する公開バージョンを移行)] を選択します。
• 現在のドラフトの言語に対応する記事所有者のアーカイブ済みバージョンを移行するには、[Transfer the

archived versions owned by the draft owner (ドラフト所有者が所有するアーカイブバージョンを移行)] を選択
します。

• 現在のドラフトの言語に対応するすべての公開バージョンとアーカイブ済みバージョンを移行するには、
[Transfer all versions (owned by anyone) ((所有者にかかわらず) すべてのバージョンを移行)] を選択します。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: レコードの所有者の変更に関する考慮事項 (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: 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)

ドラフト記事での一括所有権変更の実行
翻訳を含め複数のドラフト記事の所有権を同時に変更できるようになりました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance Edition、Developer Edition、Unlimited Edition の Lightning

Knowledge を有効にしているナレッジに適用されます。Salesforce Classic では使用できません。
対象ユーザ: 所有者の一括変更アクションを使用するには、所有権の移行権限、記事の管理権限、および記事
を作成、参照、編集するためのナレッジオブジェクト権限が必要です。記事の所有者になるには、ドラフト記
事の参照権限がユーザまたはキューに必要です。データカテゴリを使用してレコードアクセスを制御する場
合、所有者にはカテゴリベースのアクセス権が必要です。
理由: Summer '20 リリースでは、Lightning Knowledge のドラフト記事の所有者を変更する機能が導入されました。
ただし、作業できるのは一度に 1 つの記事に限定されました。
方法: ナレッジ記事のリストビューで、変更する記事を選択し、[所有者の変更] を選択します。
注意:

• ナレッジページレイアウトに [所有者の変更] が必要です。
• 公開記事とアーカイブ済み記事をドラフト記事と一緒に選択した場合、ドラフト記事が変更されます。公

開記事とアーカイブ済み記事は変更されません。ただし、個別に変更することはできます。

関連トピック:

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)
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記事の所有権の変更の追跡
記事の所有権を変更する機能が Lightning Experience のナレッジに追加されたので、その所有権を追跡すること
ができます。すべての記事バージョンのナレッジ項目履歴に所有者項目が追加されました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance Edition、Developer Edition、Unlimited Edition の Lightning

Knowledge を有効にしているナレッジに適用されます。Salesforce Classic では使用できません。
対象ユーザ: 記事履歴は項目、エンティティ、レコードレベルセキュリティの影響を受けます。履歴にアクセ
スするには、少なくともその記事タイプまたはその項目に対する「参照」権限が必要です。
方法: ナレッジ記事の所有権の変更を追跡するには、以下を確認します。
• Lightning Knowledge が有効である。
• 知識ベースの項目追跡が有効である。
• 所有者項目の項目追跡が有効である。
オンライン記事、アーカイブ済み記事、ドラフト記事を含め、更新されたすべての記事バージョンで所有権の
変更が表示されます。KnowledgeArticleVersionHistory への SOQL クエリでは、所有者変更の更新ごとに 2 つの行
が返されます。
• oldval_first_name および oldval_last_name 項目に保存されたユーザの表示ラベル (旧および新)

• oldval_string および newval_string 項目に保存されたユーザ ID (旧および新)。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 項目履歴管理 (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)

チャネルのナレッジの改善
Summer '20 リリースでは、チャット、メッセージング、およびソーシャルの会話にリンク済み記事が追加され
ました。Winter '21 リリースでは、この機能が音声に拡張され、4 つすべてのチャネルの関連リストを使用でき
るようになります。また、チャネルの記事を手動で添付または添付解除できるようになりました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance Edition、Developer Edition、Unlimited Edition の Lightning

Knowledge を有効にしているナレッジに適用されます。Salesforce Classic では使用できません。
対象ユーザ: Lightning Knowledge を有効にするほか、Service Cloud と使用するチャネルを設定する必要がありま
す。また、チャネルの記事と関連リストを表示するページレイアウトも設定する必要があります。
理由: チャネルでは、チャネルの関連リストで記事を参照できます。反対にナレッジからは、記事にリンクさ
れているチャネルを参照できます。記事にリンクされているチャネルを表示している関連リストの例を次に示
します。
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記事を手動で添付および添付解除できるようになりました。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Knowledge のチャネルでの記事の共有 (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: Service Cloud のチャネル (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)

リンク済み記事の権限の変更
API のリンク済み記事へのアクセスはナレッジ記事へのアクセス権を持つユーザに制限されます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Knowledge を有効にしている Lightning Experience に適用されます。
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ルーティング: スーパーバイザによるボイストランスクリプトの監
視、スーパーバイザ構成 (正式リリース)、チャットとメッセージング
でのスキルベースのルーティングの名称変更
最新の Omni-Channel Supervisor の機能向上により、サービススーパーバイザはリアルタイムでエージェントを補
助できるようになりました。スーパーバイザは、電話の通話中に音声トランスクリプトを表示して、必要に応
じて会話に参加してエージェントを支援できます。スーパーバイザが監視するエージェントは、スーパーバイ
ザ構成で制御できます。スキルベースのルーティングの属性設定は名称が変更され、チャットとメッセージン
グで使用できるようになりました。

このセクションの内容:

スキルベースのルーティングの属性設定の名称変更
スキルベースのルーティングの属性設定の名称が、スキルベースルーティングルールに変更されました。
機能は同じで、名前がより直感的になりました。スキルベースのルーティングルールでは、コードを使用
せずにマウス操作だけでスキルベースのルーティングを設定できます。
オムニチャネルのスキルベースのルーティングルールを使用した、適切なスキルを持つエージェントへの
チャットとメッセージのルーティング
チャットやメッセージの情報を使用して、会話を最適なエージェントにルーティングするために必要なス
キルを判断できるようになりました。
チャットとメッセージングのルーティングタイプの名称変更
オムニチャネルキュールーティングタイプの名称がオムニチャネルに変更されました。オムニチャネルス
キルルーティングタイプの名称が、メッセージングチャネルではチャネルスキル、チャットボタンではボ
タンスキルに変更されました。
他のエージェント、キュー、スキルへのチャットの転送
スキルベースのルーティングルールを使用して転送されたチャットを受信したエージェントは、別のエー
ジェント、キュー、スキルに転送できます。以前は、エージェントはキューベースで転送されたチャット
は転送できましたが、スキルベースで転送されたチャットは転送できませんでした。
スーパーバイザに自分のチームのエージェントのみを表示させる (正式リリース)

Omni-Channel Supervisor の使用時にスーパーバイザまたはスーパーバイザグループがどのエージェントを表示
できるかを決定するスーパーバイザ構成を作成します。
Omni-Channel Supervisor での Service Cloud 音声トランスクリプトの監視
スーパーバイザは、音声コールトランスクリプトを表示して、トレーニングやオンボーディングの促進に
役立てることができます。スーパーバイザは、Omni-Channel Supervisor で最大 5 つの Service Cloud 音声トラン
スクリプトおよびチャットを監視できます。以前はチャットのみを監視できました。

スキルベースのルーティングの属性設定の名称変更
スキルベースのルーティングの属性設定の名称が、スキルベースルーティングルールに変更されました。機能
は同じで、名前がより直感的になりました。スキルベースのルーティングルールでは、コードを使用せずにマ
ウス操作だけでスキルベースのルーティングを設定できます。
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対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: スキルベースのルーティングの設定 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)

オムニチャネルのスキルベースのルーティングルールを使用した、適切なスキ
ルを持つエージェントへのチャットとメッセージのルーティング
チャットやメッセージの情報を使用して、会話を最適なエージェントにルーティングするために必要なスキル
を判断できるようになりました。

メモ: これまで、この機能はスキルベースのルーティングの属性設定と呼ばれていました。

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。
方法: チャットボタンまたはメッセージングチャネルの [ルーティング] セクションで、[ルーティングタイプ]

を [オムニチャネル] に設定します。

キューに関連付けられたルーティング設定で、[スキルベースのルーティングルールで使用]を選択します。必
要に応じて、ルーティング設定にスキルを追加します。
チャットまたはメッセージングセッションが開始されると、セッションはスキルベースのルーティングルール
のスキルとルーティング設定の組み合わせに関連付けられます。これらのスキルでは、チャットおよびメッ
セージングセッションを適切なエージェントにルーティングします。
チャットをキューに登録するには、ルーティング設定のスキルとスキルベースのルーティングルールのスキル
の組み合わせを持つエージェントが最低 1 人はオンラインである必要があります。こうしたエージェントがオ
ンラインにいない場合、[キューを有効化] を使用してボタンが設定されていても、チャットセッションはキャ
ンセルされます。

メモ: オムニチャネルのスキルルーティングタイプオプションは、チャットボタンではボタンスキル、
メッセージングチャネルではチャネルスキルに名称が変更されました。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: スキルベースのルーティングの設定 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)
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チャットとメッセージングのルーティングタイプの名称変更
オムニチャネルキュールーティングタイプの名称がオムニチャネルに変更されました。オムニチャネルスキル
ルーティングタイプの名称が、メッセージングチャネルではチャネルスキル、チャットボタンではボタンスキ
ルに変更されました。
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。
[チャット] ボタンと招待のオムニチャネルスキルルーティングタイプの名称がボタンスキルに変更されまし
た。

メッセージング設定のオムニチャネルスキルルーティングタイプの名称がチャネルスキルに変更されました。

メモ: 動的スキル要件を設定するには、オムニチャネルルーティングタイプを選択して、スキルベース
ルーティングルールを設定します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: スキルベースのルーティングの設定 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)

他のエージェント、キュー、スキルへのチャットの転送
スキルベースのルーティングルールを使用して転送されたチャットを受信したエージェントは、別のエージェ
ント、キュー、スキルに転送できます。以前は、エージェントはキューベースで転送されたチャットは転送で
きましたが、スキルベースで転送されたチャットは転送できませんでした。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: オムニチャネルルーティング種別を選択して、スキルベースのルーティングルールを設定します。

スーパーバイザに自分のチームのエージェントのみを表示させる (正式リリー
ス)
Omni-Channel Supervisor の使用時にスーパーバイザまたはスーパーバイザグループがどのエージェントを表示で
きるかを決定するスーパーバイザ構成を作成します。
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対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
理由: 以前は、スーパーバイザが手動でエージェントを絞り込んでいたため、時間が掛かりました。そして、
システム管理者がスーパーバイザに自分のチーム以外のエージェントを表示させなくする方法はありませんで
した。
方法: [設定] で [スーパーバイザ構成] を使用します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: スーパーバイザまたはスーパーバイザグループが表示できるエージェントの制限 (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)

Omni-Channel Supervisor での Service Cloud 音声トランスクリプトの監視
スーパーバイザは、音声コールトランスクリプトを表示して、トレーニングやオンボーディングの促進に役立
てることができます。スーパーバイザは、Omni-Channel Supervisor で最大 5 つの Service Cloud 音声トランスクリプ
トおよびチャットを監視できます。以前はチャットのみを監視できました。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。

関連トピック:

Service Cloud 音声のトランスクリプト監視を使用したトレーニングの促進

ケース管理: 生産性ツール、メール-to-ケースのスレッド
新しい事前作成済みマクロ、クイックテキスト、およびフローを使用すると、エージェントの生産性が向上
し、エージェントはこれまで以上に効率的かつ迅速に作業を実行できます。メール-to-ケースのスレッド動作
の更新により、受信メールが参照 ID ではなくヘッダー情報で照合されるため、セキュリティが強化されます。

このセクションの内容:

メール-to-ケースの新しいスレッド動作によるセキュリティの強化
新しいメール-to-ケーススレッド動作は、受信したメールの件名や本文の参照 ID ではなく、ヘッダー情報で
一致を確認します。新しい送信メールには参照 ID が含まれていません。
事前作成済みフローによるエージェントインタラクションの向上
3 つのフローが Salesforce サブスクリプションに標準で含まれるようになり、エージェントの日常業務での
反復するプロセスを早めるのに役立ちます。
事前作成済みマクロによるエージェントの生産性向上
新しい事前作成済みマクロを使用すれば、エージェントは Salesforce サブスクリプションに含まれる合理化
されたインタラクションによってケースを制御したり、顧客にメールを一括送信したりできます。
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事前作成済みクイックテキストによる顧客とのインタラクションの合理化
新しい事前作成済みクイックテキストを使用すると、エージェントのワークフローが強化され、すぐに生
産性が向上します。エージェントは、数回のクリックだけでケースの解決、顧客からの追加情報の依頼、
ケースクローズ後のメールでのフォローアップ、トラブルシューティングなどを行うことができます。
Service 設定アシスタント: ゼロから数分でコンソールを設定
これまで以上に迅速に Service Cloud の使用を開始できます。面倒な作業 (サポートメールのリンク、チーム
メンバーの追加など) は標準の設定アシスタントが実行します。このプロセスにより、同じ日にケースの解
決を開始するために必要なすべてのもの (Lightning サービスコンソールアプリケーション、カスタムプロ
ファイル、メール-to-ケース、キュー、ケース Lightning レコードページ) が設定されます。また、ワークフ
ローを合理化するための事前作成済みクイックテキスト、マクロ、Lightning フローも追加されます。

メール-to-ケースの新しいスレッド動作によるセキュリティの強化
新しいメール-to-ケーススレッド動作は、受信したメールの件名や本文の参照 ID ではなく、ヘッダー情報で一
致を確認します。新しい送信メールには参照 ID が含まれていません。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Essentials Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法:新規組織は、デフォルトでこの新しいスレッド動作になります。既存の組織のシステム管理者は、Salesforce

が Winter '22 リリースで更新を実施するまで、リリース更新で新しい動作をオンまたはオフにすることができ
ます。既存の組織は、適用日の前に新しい機能を試すことができるように、新しい動作が有効になるまで参照
ID に基づいて機能し続けます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: ケース管理
ナレッジ記事: Disabled Ref Id and New Threading Behavior for Email-To-Case (参照 ID の無効化と新しいメール-to-ケー
スのスレッド動作)

事前作成済みフローによるエージェントインタラクションの向上
3 つのフローが Salesforce サブスクリプションに標準で含まれるようになり、エージェントの日常業務での反復
するプロセスを早めるのに役立ちます。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience に適用されます。
方法: [Create a Case (ケースを作成)] では、エージェントに一般的なケース作成プロセスの手順が表示されるた
め、ユーザエラーを回避して、エージェントのワークフローを合理化できます。[パスワードをリセット] で
は、エージェントは一連のクリックによって顧客のパスワードをリセットできるため、他の重要な業務を優先
できます。[ID を検証] フローでは、エージェントはログイン情報がないケースを数秒で解決できます。
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事前作成済みマクロによるエージェントの生産性向上
新しい事前作成済みマクロを使用すれば、エージェントは Salesforce サブスクリプションに含まれる合理化され
たインタラクションによってケースを制御したり、顧客にメールを一括送信したりできます。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience に適用されます。
方法: [設定] で [サポート設定] に移動し、[クローズケースの状況項目を表示] を有効にします。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: ケース管理 (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)

事前作成済みクイックテキストによる顧客とのインタラクションの合理化
新しい事前作成済みクイックテキストを使用すると、エージェントのワークフローが強化され、すぐに生産性
が向上します。エージェントは、数回のクリックだけでケースの解決、顧客からの追加情報の依頼、ケースク
ローズ後のメールでのフォローアップ、トラブルシューティングなどを行うことができます。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience に適用されます。
方法: [Sample Quick Texts 1 (サンプルクイックテキスト 1)] フォルダを共有し、クイックテキストにアクセスで
きるようにするサービスエージェントに参照アクセス権を付与します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: ケース管理 (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: ケース管理 (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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Service 設定アシスタント: ゼロから数分でコンソールを設定
これまで以上に迅速に Service Cloud の使用を開始できます。面倒な作業 (サポートメールのリンク、チームメン
バーの追加など) は標準の設定アシスタントが実行します。このプロセスにより、同じ日にケースの解決を開
始するために必要なすべてのもの (Lightning サービスコンソールアプリケーション、カスタムプロファイル、
メール-to-ケース、キュー、ケース Lightning レコードページ) が設定されます。また、ワークフローを合理化す
るための事前作成済みクイックテキスト、マクロ、Lightning フローも追加されます。
対象:この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Professional Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: Service 設定アシスタントは、Service Cloud ライセンスを持つ Salesforce 組織が使用できます。
方法: Service の使用を開始するには、[設定] メニューから [Service 設定アシスタント] をクリックします。

Service Cloud のその他の変更
Service Cloud に加えられたその他の変更について説明します。

このセクションの内容:

サービスコンソール: 既存のレコードの重複の回避
重複する取引先責任者、取引先、またはリードレコードがサービスコンソールから作成されないように、
C360 グローバルプロファイルコンポーネントを使用するサービスエージェントをサポートします。検索結
果の横にある緑のドットは、結果が既存の Customer 360 Data Manager グローバルプロファイルに含まれる可
能性があることをエージェントに警告します。これで、エージェントは検索結果の別の部分 (メールアドレ
ス、電話番号など) で検索し、既存のレコードを見つけることができます。

186

Service Cloud のその他の変更Salesforce Winter '21 リリースノート



サービスコンソール: 既存のレコードの重複の回避
重複する取引先責任者、取引先、またはリードレコードがサービスコンソールから作成されないように、C360

グローバルプロファイルコンポーネントを使用するサービスエージェントをサポートします。検索結果の横に
ある緑のドットは、結果が既存の Customer 360 Data Manager グローバルプロファイルに含まれる可能性があるこ
とをエージェントに警告します。これで、エージェントは検索結果の別の部分 (メールアドレス、電話番号な
ど) で検索し、既存のレコードを見つけることができます。
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。
対象ユーザ: Customer 360 Data Manager アドオンサブスクリプションを持つユーザ。

セールス: High Velocity Sales のセールスケイデンスの向上、Einstein
リードスコアリング用のグローバルモデル、商談の変更の強調表
示、請求でのマルチクラウドサポート

セールスケイデンスをフォルダに整理して共有したり、セールスケイデンスを一時停止したり、ステップの所
有者を変更したりします。独自のデータが十分にない場合でも Einstein リードスコアリングを使用します。商
談の変更の強調表示を使用して、パイプライン内で何が変更されたかを確認します。B2B Commerce、Service

Cloud、その他のシステムから発生した注文に対して請求書を作成します。さらに、コールコーチングユーザ
は、音声コールを共有できます。新しい接続と設定のオプションを使用して、Einstein 活動キャプチャをさらに
有効に活用します。そして、営業担当は、メールとテンプレートを使用して生産性がさらに向上します。

このセクションの内容:

High Velocity Sales: Einstein コールコーチングの機能強化、セールスケイデンスのフォルダと共有、セールスケ
イデンスの対象管理の改善
コールコーチングユーザは、新規インサイトを表示し、音声コールを共有できるようになりました。作業
キューでは、フォルダでセールスケイデンスを整理して共有したり、別の担当に対象を再割り当てしたり、
セールスケイデンスの対象を一時停止したり、改善された検索条件を使用したりできます。
Salesforce Maps: Uber インテグレーション、テリトリー計画配置の比較、取引先チームの高度なルート割り当
て
近くの顧客を訪問するときに Uber を利用してタクシーに乗車したり、テリトリーの配置やフォーカスを横
に並べて比較したり、テリトリー計画から任意のサイズの配置を使用して図形レイヤをプロットしたりで
きます。Salesforce Maps Advanced で取引先チームのメンバーにルートを割り当てたり、Salesforce 外部のソー
スからのデータを使用してデータレイヤを作成したりできます。
Sales Cloud Einstein: 商談スコアリングモデルのより詳細な制御、リードスコアリングのグローバルモデル、
Einstein 活動キャプチャの大幅な改善
Einstein 商談スコアリングを設定するときに、Einstein が特定の商談レコードとカスタム項目のみを参照する
ように選択します。独自のデータが十分にない場合でも Einstein リードスコアリングを使用します。新しい
接続オプションと設定オプションを使用して、Einstein 活動キャプチャをさらに活用できます。
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中核的なセールス機能: 商談の変更の強調表示、モバイル売上予測
先週変更された商談をすばやく見つけることができます。より多くのモバイルユーザが Android と iOS でコ
ラボレーション売上予測を取得できるようになりました。より少ないステップでテリトリーを新規商談に
手動で割り当てることができます。また、注文でのカスタムアプリケーションロジックの実行がより簡単
になりました。
生産性機能: Einstein 活動キャプチャの機能強化、ミーティングの容易なスケジュール、新しいメールテンプ
レートビルダー
Einstein 活動キャプチャでは、新しい同期オプションや新しいリクエストメールインサイトなど、いくつか
の機能強化が行われました。営業担当は、自分のカレンダーから対応可能時間を選択して、提案するミー
ティング時間をメールに含めることができます。受信者は提案された時間の中から選択し、ミーティング
を簡単に設定できます。また、営業担当は、メールテンプレートビルダーを使用してすばやく簡単に魅力
的なメールテンプレートを作成する新しいオプションを使用できます。ビジュアルツールで、HTML や画像
などのコンポーネントを効率的に追加できます。
Google とのインテグレーション: Einstein 活動キャプチャを使用した手動のメール記録、対応可能時間の挿入
の改善、Lightning Sync の可用性の変更
Einstein 活動キャプチャでメールが無効化されている場合、営業担当は手動で Outlook インテグレーションに
メールを記録できます。Inbox を備えた Gmail インテグレーションで、アクセシビリティとローカリゼーショ
ンを含め、[対応可能時間を挿入] ウィンドウが改善されました。Salesforce の新規のお客様は Lightning Sync を
利用できません。
Microsoft®とのインテグレーション: Einstein 活動キャプチャを使用した手動のメール記録、共有メールボック
スのサポート、Lightning Sync および Salesforce for Outlook の可用性の変更
Einstein 活動キャプチャでメールが無効化されている場合、営業担当は手動で Outlook インテグレーションに
メールを記録できます。営業担当は、Outlook 共有フォルダと代理アクセスメールボックスから Salesforce に
メールと行動を記録できるようになりました。Salesforce の新規のお客様は Lightning Sync を利用できません。
Salesforce for Outlook の廃止は延期されており、段階的な廃止スケジュールが導入される予定です。
Salesforce CPQ と Salesforce Billing: 動的な見積項目納入商品ライフサイクル管理、スタンドアロン注文
Salesforce CPQ では、見積項目を動的に制御できます。Salesforce Billing のお客様は、顧客が購入した商品を把
握し、スタンドアロンの注文を作成できるようになりました。
Sales Cloud のその他の変更
使い勝手をよくするために加えられたその他の変更について説明します。

High Velocity Sales: Einstein コールコーチングの機能強化、セールスケ
イデンスのフォルダと共有、セールスケイデンスの対象管理の改善
コールコーチングユーザは、新規インサイトを表示し、音声コールを共有できるようになりました。作業キュー
では、フォルダでセールスケイデンスを整理して共有したり、別の担当に対象を再割り当てしたり、セールス
ケイデンスの対象を一時停止したり、改善された検索条件を使用したりできます。
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。
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このセクションの内容:

Einstein コールコーチング: 新規自動インサイト、通話共有、レポート機能の追加
2 つの新しい自動インサイト種別である課題とトレンド用語が導入されています。コールコーチングユーザ
は、音声コールを共有できるようになりました。コールコーチングレポートと音声コールプレーヤーの多
数の新機能 (レコードによるダッシュボードの絞り込みや音声録音の再生速度の調整など) もあります。
セールスケイデンスにアクセスできるユーザの制御
営業マネージャや営業担当は、セールスケイデンスにアクセスできるユーザを決め、適切なアクセスレベ
ルを設定できるようになりました。営業マネージャは、セールスケイデンスを特定のセールスチーム、商
品、またはビジネスユニット用のフォルダで整理し、これらのフォルダを営業担当またはチームと共有で
きます。
別の担当へのセールスケイデンスの対象の引き継ぎ
営業マネージャまたは営業担当が、進行中の対象を別の担当に引き継ぐ場合、セールスケイデンスからそ
の対象を削除せずに対象割り当て先を更新することができます。
セールスケイデンスの対象の一時停止
対象がオフィスを不在にしている場合、営業担当はアウトリーチが無駄にならないように対象のセールス
ケイデンスの進行を一時停止できます。
対象の状況での作業キューの絞り込み
営業担当は、対象の状況で作業キューを絞り込めるため、より効率的に作業に優先順位を付けることがで
きます。整理やアクセス制御に使用できるフォルダと対象の一時停止機能を使用して、営業担当は自分の
作業キュー内で対象の状況を把握できます。対象の状況は、[有効]、[一時停止]、[セールスケイデンスへの
アクセス失敗] のいずれかです。
より構造化された作業キューで整理
営業担当は、対象の状況に基づいて作業キュー項目をグループ化するサブリストを表示できます。新しい
サブリストは、一時停止中の対象と営業担当がアクセスできなくなったセールスケイデンスです。
作業キューの検索条件をセッション単位で適用して作業に集中
営業担当が時間を効率的に管理できます。営業担当が作業キューを絞り込んだ後に一旦タブを離れてから
戻ってくると、最後に選定したセールスケイデンスのリストが表示されます。以前は、営業担当は作業
キュータブに戻るたびに作業キューの条件を選択していました。
クリック発信先の番号の選択
営業担当は、顧客の適切な電話番号に連絡することで、顧客とのやりとりを改善できます。レコードに複
数の電話番号がある場合、営業担当は発信する電話番号を選択できます。以前は、電話番号が営業担当用
に自動的に選択されていました。
High Velocity Sales のその他の変更
自動メールとセールスケイデンスの対象の制限と、セールスケイデンスエンゲージメントダッシュボード
およびレポートの新しい項目について説明します。
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Einstein コールコーチング: 新規自動インサイト、通話共有、レポート機能の追
加
2 つの新しい自動インサイト種別である課題とトレンド用語が導入されています。コールコーチングユーザ
は、音声コールを共有できるようになりました。コールコーチングレポートと音声コールプレーヤーの多数の
新機能 (レコードによるダッシュボードの絞り込みや音声録音の再生速度の調整など) もあります。
この機能は、Lightning Experience の High Velocity Sales で使用できます。High Velocity Sales は、Enterprise Edition、
Performance Edition、および Unlimited Edition のアドオンとして使用できます。
コールコーチングは通話を記録しません。代わりに、自分で Lightning Dialer やその他のサポートされるパート
ナーなどの録音システムに接続します。通話が録音される方法について、同意を管理し、地域のプライバシー
要件に準拠するのはお客様の責任です。

このセクションの内容:

課題とトレンド用語に関連するインサイトの表示
コールコーチングユーザは、2 つの新しい自動インサイト種別である課題とトレンドにアクセスできるよう
になりました。課題では顧客に対する営業課題が強調表示され、トレンドはトレンド単語や語句を示しま
す。
音声コールの共有
マネージャと営業担当は音声コールを他のユーザと共有できるようになりました。
コールコーチングダッシュボードの機能強化
営業マネージャは、関連レコードでコールコーチングダッシュボードを絞り込めるようになりました。ま
た、ダッシュボードが最後に更新された日時を確認したり、検索条件を簡単にリセットしたり、1 回のク
リックで音声コールにアクセスしたりできます。
より多くの通話プレーヤー機能の使用
コールコーチングユーザは、通話の再生を高速化して録音をより速く聞くことができます。通話プレーヤー
に通話時刻が表示されます。関連するレコードのリンクやカスタムキーワードテキストなどの他のコンテ
キストの詳細も表示されます。
音声コールレコードからの Chatter へのアクセス
音声コールレコードに基づいて Chatter コンポーネントをデフォルトで使用できるようになったため、営業
担当は通話に関して同僚と簡単にコラボレーションできます。
通話ハイライトメールで受信する情報の追加
更新された通話ハイライトメールには、レコードタイプおよびより多くのコンテキスト情報が含まれるよ
うになりました。また、メールで通話をクリックすると、自動的にプレーヤーの最初のメンションに移動
します。
より多くの設定情報の表示
Salesforce システム管理者は、コールコーチングを設定するときに、より多くの情報とリンクを使用できる
ようになりました。ダッシュボードの設定の状況を確認して、権限セットを簡単に割り当てることができ
ます。
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課題とトレンド用語に関連するインサイトの表示
コールコーチングユーザは、2 つの新しい自動インサイト種別である課題とトレンドにアクセスできるように
なりました。課題では顧客に対する営業課題が強調表示され、トレンドはトレンド単語や語句を示します。
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 のアドオンとして使用できます。
対象ユーザ: この機能 (英語のみ) は、「コールコーチングユーザ」権限セットを持つ営業マネージャが使用で
きます。
理由: 課題インサイトは、価格、時間に関連する課題、顧客のニーズ、追加承認、その他の課題に関連する語
句など、営業担当が営業の通話中に直面する一般的な障害を検出します。
トレンドインサイトは、通話全体の有意なパターンで出現する最近の単語または語句です。これらは、既存の
カスタムインサイトや自動インサイトでは表示されません。過去 1 週間に頻繁に取り上げられた新しいトピッ
クが表示されます。
これらのインサイトは、音声レコードとコールコーチングダッシュボードで強調表示されます。マネージャ
は、これらのインサイトで絞り込んで関連するレポートを表示することもできます。

方法: これらのインサイトは自動的に表示され、設定する必要はありません。システム管理者が設定した自動
インサイトは、[設定] の [コールインサイト] ページからアクセスできます。

音声コールの共有
マネージャと営業担当は音声コールを他のユーザと共有できるようになりました。
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 のアドオンとして使用できます。
対象ユーザ: この機能 (英語のみ) は、「コールコーチングユーザ」権限セットを持つ営業マネージャが使用で
きます。
理由: 通話を共有するには、音声コールレコードから [音声コールを共有] を選択します。
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ユーザは、通話が共有されたときに通知を受け取ります。
通話記録プレーヤーへのアクセスは、High Velocity Sales ユーザに制限されています。その他のユーザはレコード
の詳細にアクセスできますが、録音や関連するメンションにはアクセスできません。

コールコーチングダッシュボードの機能強化
営業マネージャは、関連レコードでコールコーチングダッシュボードを絞り込めるようになりました。また、
ダッシュボードが最後に更新された日時を確認したり、検索条件を簡単にリセットしたり、1 回のクリックで
音声コールにアクセスしたりできます。
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 のアドオンとして使用できます。
対象ユーザ: この機能 (英語のみ) は、「コールコーチングユーザ」権限セットを持つ営業マネージャが使用で
きます。
理由: 営業マネージャは、絞り込み可能なデータの種別をより詳細に制御できます。[概要] ページと [メンショ
ン] ページから、リード、取引先責任者、または取引先を選択してダッシュボードを絞り込めます。

ボタンをクリックして検索条件を簡単にリセットしたり、ダッシュボードが最後に更新された日時を確認
したりすることもできます。

ダッシュボードからレコードにアクセスするために追加のドロップダウンをクリックする代わりに、1 回のク
リックで音声コールレコードや関連レコードにアクセスできます。
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より多くの通話プレーヤー機能の使用
コールコーチングユーザは、通話の再生を高速化して録音をより速く聞くことができます。通話プレーヤーに
通話時刻が表示されます。関連するレコードのリンクやカスタムキーワードテキストなどの他のコンテキスト
の詳細も表示されます。
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 のアドオンとして使用できます。
対象ユーザ: この機能 (英語のみ) は、「コールコーチングユーザ」権限セットを持つ営業マネージャが使用で
きます。
理由: ユーザは、再生速度を通常の速度の 1.5 倍または 2 倍に調整できます。

通話が行われた時刻も表示されます。また、通話参加者が既存のレコードに関連付けられている場合、プレー
ヤーから自動的にリンクされます。

リストビューとカスタムメンションセクションのカスタムキーワードには、グループ名のみの代わりに特定の
キーワードテキストが表示されます。
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音声コールレコードからの Chatter へのアクセス
音声コールレコードに基づいて Chatter コンポーネントをデフォルトで使用できるようになったため、営業担当
は通話に関して同僚と簡単にコラボレーションできます。
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 のアドオンとして使用できます。
対象ユーザ: この機能 (英語のみ) は、「コールコーチングユーザ」権限セットを持つ営業マネージャが使用で
きます。
方法: 音声コールレコードを開いて、Chatter フィードの表示、投稿、同僚への @メンション、フィード項目か
らの ToDo の作成、レコードへのリンクなどを行います。

Chatter コンポーネントは、デフォルトページレイアウトに自動的に追加されます。組織が音声コールレコード
のカスタムレイアウトを使用している場合、手動でのコンポーネントの追加が必要な可能性があります。

通話ハイライトメールで受信する情報の追加
更新された通話ハイライトメールには、レコードタイプおよびより多くのコンテキスト情報が含まれるように
なりました。また、メールで通話をクリックすると、自動的にプレーヤーの最初のメンションに移動します。
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 のアドオンとして使用できます。
対象ユーザ: この機能 (英語のみ) は、「コールコーチングユーザ」権限セットを持つ営業マネージャが使用で
きます。
理由: 通話ハイライトメールのデザインが刷新されました。新しいメール形式では、関連する営業担当と見込
み客、レコードタイプ、その他の役立つ詳細が表示されるようになりました。
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通話をクリックすると、通話の最初で開始する代わりに最初のメンションに移動します。
メールは Salesforce 組織のタイムタイムゾーンに基づいて午前 9 時に送信されるようになりました。

より多くの設定情報の表示
Salesforce システム管理者は、コールコーチングを設定するときに、より多くの情報とリンクを使用できるよう
になりました。ダッシュボードの設定の状況を確認して、権限セットを簡単に割り当てることができます。
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 のアドオンとして使用できます。
対象ユーザ: この機能 (英語のみ) は、「コールコーチングユーザ」権限セットを持つ営業マネージャが使用で
きます。
理由: コールコーチングを設定する Salesforce システム管理者は、コールコーチングダッシュボードの状況に関
する詳細情報を確認できます。

権限セットの割り当てに関する詳細な手順と、関連する設定ページへのリンクが追加されました。
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セールスケイデンスにアクセスできるユーザの制御
営業マネージャや営業担当は、セールスケイデンスにアクセスできるユーザを決め、適切なアクセスレベルを
設定できるようになりました。営業マネージャは、セールスケイデンスを特定のセールスチーム、商品、また
はビジネスユニット用のフォルダで整理し、これらのフォルダを営業担当またはチームと共有できます。
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 のアドオンとして使用できます。
対象ユーザ: セールスケイデンスのフォルダとフォルダ共有は、「High Velocity Sales ユーザ」または「High Velocity

Sales ケイデンス作成者」権限を持つユーザが使用できます。
理由: 大きな営業チームや複数のテリトリーまたは商品グループがある会社は、セールスケイデンスを整理し、
適切な担当とチームにアクセスを制限できます。セールスケイデンスへのアクセスを制御することで、営業担
当が対象を間違った営業チームまたは商品ラインのセールスケイデンスに割り当てるのを防止できます。

営業マネージャは、個々の営業担当、チーム、ロールと簡単にフォルダを共有できます。

セールスケイデンスビューには、自分がアクセスできるセールスケイデンスフォルダが表示されます。

メモ: すべての既存のセールスケイデンスは Public Sales Cadences (公開セールスケイデンス) フォルダにあり
ます。ユーザが必要なセールスケイデンスにアクセスできるようにするには、まずフォルダを作成して
適切なユーザやチームと共有します。次に、セールスケイデンスをそのフォルダに移動します。
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方法: [設定] で [レポートとダッシュボードの拡張フォルダ共有の有効化] 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: High Velocity Sales の設定に関する考慮事項 (リリースプレビューの時点で内容が刷新された
り、使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: High Velocity Sales を使用できるユーザを選択 (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)

別の担当へのセールスケイデンスの対象の引き継ぎ
営業マネージャまたは営業担当が、進行中の対象を別の担当に引き継ぐ場合、セールスケイデンスからその対
象を削除せずに対象割り当て先を更新することができます。
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 のアドオンとして使用できます。
理由: 営業担当が休暇を取る、ロールが変更された、または単に負荷のバランスを取る場合、対象を別の担当
に簡単に再割り当てできます。
方法: High Velocity Sales の [設定] で、[セールスケイデンスの対象割り当て先を変更] を有効にします。デフォル
トで、この設定は既存の組織では無効、新しい組織では有効になっています。この設定が有効になっている場
合、アクションケイデンストラッカーオブジェクトの [所有者 ID] 項目を使用して、セールスケイデンスステッ
プを完了する営業担当を表示するレポートは、不正確になります。アクションケイデンスステップトラッカー
オブジェクトの [完了者] 項目を使用するようにレポートを更新してください。

営業担当は、作業キューまたはセールスケイデンスステップコンポーネントから対象割り当て先を変更できま
す。
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セールスケイデンスの対象の一時停止
対象がオフィスを不在にしている場合、営業担当はアウトリーチが無駄にならないように対象のセールスケイ
デンスの進行を一時停止できます。
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 のアドオンとして使用できます。
理由: 営業担当は、休暇中、出張中、または連絡を一時的に控えてほしいと言われた対象を一時停止できます。
セールスケイデンスレポートには、セールスケイデンスの各ステップで一時停止された対象の数を表示する
[一時停止された対象] 項目が含まれるようになりました。
方法: 営業担当は、作業キューまたはセールスケイデンスステップコンポーネントから対象を一時停止および
再開できます。
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対象の状況での作業キューの絞り込み
営業担当は、対象の状況で作業キューを絞り込めるため、より効率的に作業に優先順位を付けることができま
す。整理やアクセス制御に使用できるフォルダと対象の一時停止機能を使用して、営業担当は自分の作業キュー
内で対象の状況を把握できます。対象の状況は、[有効]、[一時停止]、[セールスケイデンスへのアクセス失敗]

のいずれかです。
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 のアドオンとして使用できます。
理由: 営業担当は、[有効な対象] 検索条件を使用して、セールスケイデンスで現在進行中の見込み客に集中す
ることができます。営業担当は、[一時停止された対象] 検索条件を使用して、一時停止中のセールスケイデン
スをすばやく再開できます。なんらかの理由で対象を管理する必要がなくなった場合、関連するセールスケイ
デンスを、その対象を引き継ぐ担当に再割り当てできます。
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より構造化された作業キューで整理
営業担当は、対象の状況に基づいて作業キュー項目をグループ化するサブリストを表示できます。新しいサブ
リストは、一時停止中の対象と営業担当がアクセスできなくなったセールスケイデンスです。
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 のアドオンとして使用できます。
理由: 新しいサブリストを使用して、営業担当は対象のセールスケイデンスを簡単に把握し、再開または別の
担当に再割り当てすることができます。
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作業キューの検索条件をセッション単位で適用して作業に集中
営業担当が時間を効率的に管理できます。営業担当が作業キューを絞り込んだ後に一旦タブを離れてから戻っ
てくると、最後に選定したセールスケイデンスのリストが表示されます。以前は、営業担当は作業キュータブ
に戻るたびに作業キューの条件を選択していました。
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 のアドオンとして使用できます。
理由: 営業担当は、作業キューを [有効な対象] で絞り込み (1)、見込み客の詳細を参照する間、タブを閉じます。

営業担当が [作業キュー] タブに戻ってくると、セールスケイデンスは [有効な対象] (2) で絞り込まれたままに
なっています。営業担当は、調べた見込み客へのフォローアップを開始できます。検索条件は、現在の Salesforce

セッションが継続している間のみ適用されます。
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クリック発信先の番号の選択
営業担当は、顧客の適切な電話番号に連絡することで、顧客とのやりとりを改善できます。レコードに複数の
電話番号がある場合、営業担当は発信する電話番号を選択できます。以前は、電話番号が営業担当用に自動的
に選択されていました。
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 のアドオンとして使用できます。
方法: 営業担当はセールスケイデンスの通話ステップで対象の番号を選択できます。

High Velocity Sales のその他の変更
自動メールとセールスケイデンスの対象の制限と、セールスケイデンスエンゲージメントダッシュボードおよ
びレポートの新しい項目について説明します。
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このセクションの内容:

自動メールのユーザあたりの日次制限の導入
新しい日次送信制限は、ユーザあたり 1,000 個の自動メールです。
セールスケイデンスの有効な対象に対する制限の導入
セールスケイデンスの有効な対象の制限は、組織あたり 150,000 です。以前は制限は適用されていませんで
した。
各セールスステップで一時停止された対象数の表示
新しい [一時停止された対象] 項目には、特定のセールスケイデンスステップで一時停止された対象の合計
数が表示されます。この項目は、High Velocity Sales パフォーマンスアプリケーションのセールスケイデンス
エンゲージメントダッシュボードに表示されます。
レポートでの返信総数とリンククリック総数の表示
マネージャと営業担当が各メールステップおよびメールテンプレートからどれだけの量のエンゲージメン
トが発生しているかを正確に確認できるようにします。セールスケイデンスエンゲージメントレポートと
メールテンプレートエンゲージメントに、各メールステップおよびメールテンプレートで収集したメール
開封数、返信数、リンククリック数を示す項目が含まれるようになりました。

自動メールのユーザあたりの日次制限の導入
新しい日次送信制限は、ユーザあたり 1,000 個の自動メールです。
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 のアドオンとして使用できます。

セールスケイデンスの有効な対象に対する制限の導入
セールスケイデンスの有効な対象の制限は、組織あたり 150,000 です。以前は制限は適用されていませんでし
た。
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 のアドオンとして使用できます。

各セールスステップで一時停止された対象数の表示
新しい [一時停止された対象] 項目には、特定のセールスケイデンスステップで一時停止された対象の合計数が
表示されます。この項目は、High Velocity Sales パフォーマンスアプリケーションのセールスケイデンスエンゲー
ジメントダッシュボードに表示されます。
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 のアドオンとして使用できます。

レポートでの返信総数とリンククリック総数の表示
マネージャと営業担当が各メールステップおよびメールテンプレートからどれだけの量のエンゲージメントが
発生しているかを正確に確認できるようにします。セールスケイデンスエンゲージメントレポートとメールテ
ンプレートエンゲージメントに、各メールステップおよびメールテンプレートで収集したメール開封数、返信
数、リンククリック数を示す項目が含まれるようになりました。
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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 のアドオンとして使用できます。
方法: エンゲージメント総数を示す新しい項目:

• ユニーク開封数
• 総返信数
• ユニーク返信数
• 追跡リンクの総クリック数
• ユニーク追跡リンクのクリック数
セールスケイデンスエンゲージメントレポートとメールテンプレートエンゲージメントレポートのレイアウト
に項目を追加するには、表示列のリストに追加します。

カスタムレポートタイプに項目を含めるには、[設定] の [レポートタイプ] ページでレポートレイアウトに追加
します。

Salesforce Maps: Uber インテグレーション、テリトリー計画配置の比
較、取引先チームの高度なルート割り当て
近くの顧客を訪問するときに Uber を利用してタクシーに乗車したり、テリトリーの配置やフォーカスを横に
並べて比較したり、テリトリー計画から任意のサイズの配置を使用して図形レイヤをプロットしたりできま
す。Salesforce Maps Advanced で取引先チームのメンバーにルートを割り当てたり、Salesforce 外部のソースからの
データを使用してデータレイヤを作成したりできます。
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このセクションの内容:

Salesforce Maps: Uber インテグレーション、Lightning コンポーネントおよびフロー、Lightning Experience の [Map

It] 機能
Uber を利用して目的地に到着したり、テリトリー計画の配置から図形レイヤをプロットしたり、Lightning

Experience の [Map It] ボタンを使用して複数のレコードを対応付けたりできます。Salesforce Maps で Salesforce

Lightning コンポーネントおよびフローを直接活用できます。また、レポートでルートの移動時間と移動距
離を含めることができます。
Salesforce Maps テリトリー計画: 配置の比較、集計データセット、Field Service インテグレーション
1 つの配置に対する変更を他の配置と比較する方法を決定できます。特定の場所内の多数の顧客を表す集計
データセットを作成できます。また、Field Service 用の地図ベースのサービステリトリーを計画できます。
Salesforce Maps Advanced: 外部のデータソースを使用したデータレイヤおよび取引先チームを使用したルート
割り当て
他の場所に保存したデータを使用してデータレイヤを作成できます。Salesforce 取引先チームのために作成
したルールに基づいて取引先割り当てを自動化できます。また、すべての担当者が使用できるチェーンお
よびフランチャイズ固有の訪問ウィンドウを定義できます。

Salesforce Maps: Uber インテグレーション、Lightning コンポーネントおよびフ
ロー、Lightning Experience の [Map It] 機能
Uber を利用して目的地に到着したり、テリトリー計画の配置から図形レイヤをプロットしたり、Lightning

Experience の [Map It] ボタンを使用して複数のレコードを対応付けたりできます。Salesforce Maps で Salesforce Lightning

コンポーネントおよびフローを直接活用できます。また、レポートでルートの移動時間と移動距離を含めるこ
とができます。

このセクションの内容:

Uber を利用した目的地への到着
近くの顧客を訪問するときに運転を Uber に任せることができます。Salesforce Maps の [移動する] 機能により、
フィールド営業担当者のモバイルデバイスの Uber アプリケーションに目的地が入力されます。任意のマッ
ピングアプリケーションに加えて、担当者には移動方法として Uber を選択するオプションが追加されまし
た。
Lightning コンポーネントおよびフローを使用した Salesforce Maps の拡張
Lightning コンポーネントおよびフローを Salesforce Maps に追加すれば、担当者の時間を節約し、ビジネスプ
ロセスに従うよう促すことができます。たとえば、訪問からチェックアウトした後でトリガする多角形お
よびフロー内に一括アクションを含めます。
テリトリー計画の配置に一致する図形レイヤのプロット
Salesforce Maps に公開した任意のサイズのテリトリーに基づいて図形レイヤをプロットできます。
ルートの移動時間および距離のレポート
Salesforce レポートを使用して Salesforce Maps からの移動時間および距離のルートデータを分析できます。
Lightning Experience からの複数レコードの対応付け
Salesforce Maps の [Map It] 機能を検索レイアウトに追加すると、Lightning Experience のリストビューを使用して
地図で複数のレコードをプロットできるようになります。
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Map の新しい図形レイヤ
図形レイヤが Summer ’20 以降に Salesforce Maps で使用できるようになりました。
Salesforce Maps のその他の機能強化
地図上で人口調査データにアクセスしたり、結果の 2 つの検索方式のうち会社にとって最も都合の良い方
式を選択したり、問題のある住所を調査したりできます。それだけではありません。

Uber を利用した目的地への到着
近くの顧客を訪問するときに運転を Uber に任せることができます。Salesforce Maps の [移動する] 機能により、
フィールド営業担当者のモバイルデバイスの Uber アプリケーションに目的地が入力されます。任意のマッピ
ングアプリケーションに加えて、担当者には移動方法として Uber を選択するオプションが追加されました。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の
Lightning Experience および Salesforce Classic の Salesforce Maps に適用されます。
方法: 設定要件は、担当者のモバイルデバイスによって異なります。担当者が Uber を [移動する] のオプション
として表示する方法を紹介します。

担当者の操作モバイルデバイ
ス

Apple デバイス 1. Salesforce Maps Mobile の地図で、[設定] > [高度な設定] を選択します。
2. [ハンドルマップ] で、[Uber を使用] を選択します。
3. 設定を保存します。

何もしません。Android オペレーティングシステムでは、担当者のモバイルデバイスにオ
プションとして Uber を表示するための設定は不要です。
ただし、担当者がデフォルトでマッピングアプリケーションを選択するようにデバイスを
すでに設定している場合、そのデフォルトを削除すれば Uber のオプションを表示できま
す。

Android デバイス

Lightning コンポーネントおよびフローを使用した Salesforce Maps の拡張
Lightning コンポーネントおよびフローを Salesforce Maps に追加すれば、担当者の時間を節約し、ビジネスプロセ
スに従うよう促すことができます。たとえば、訪問からチェックアウトした後でトリガする多角形およびフ
ロー内に一括アクションを含めます。
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 の Salesforce Maps に適用されます。
理由: Lightning コンポーネントおよび画面フローを含めれば、すでに Salesforce で実行しているプロセスを多数
抱えた担当者およびサービスチームの作業が楽になります。たとえば、特定のフローを Salesforce Maps に追加
すると、次のことができます。
• 担当者が Salesforce Maps で AppExchange からダウンロードした Lightning コンポーネントに直接アクセスできる

ようにする。
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• 営業担当が商談に対応し、視覚的なフローを使用してルートの距離で調整された見積を簡単に作成できる
ようにする。

• 特定のセールスおよびサービス訪問の時点で会社のフォームに入力するようチームメイトに要求する。
方法: [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。Salesforce Maps パッケージの横にある [設定] をクリックします。
[設定] > [カスタムアクション] を選択し、カスタムアクションを作成します。

テリトリー計画の配置に一致する図形レイヤのプロット
Salesforce Maps に公開した任意のサイズのテリトリーに基づいて図形レイヤをプロットできます。
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 の Salesforce Maps に適用されます。

ルートの移動時間および距離のレポート
Salesforce レポートを使用して Salesforce Maps からの移動時間および距離のルートデータを分析できます。
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 の Salesforce Maps に適用されます。
方法: レポートでルートの移動距離および移動時間を含めるには、Maps ルートオブジェクトをカスタムレポー
トタイプに追加します。次に、そのレポートタイプを使用してレポートを作成し、次の新しい項目を含めま
す。
• 移動距離 (マイル)

• 移動時間 (分)

Lightning Experience からの複数レコードの対応付け
Salesforce Maps の [Map It] 機能を検索レイアウトに追加すると、Lightning Experience のリストビューを使用して地
図で複数のレコードをプロットできるようになります。
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 の Salesforce Maps に適用されます。
理由: 営業担当やサービス担当者は、Salesforce Classic に切り替えなくても検索リストからレコードを対応付ける
ことができるようになりました。新しい [Map It] ボタンを設定すると、Lightning Experience と Salesforce Classic の両
方で機能します。
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方法: 新しい Visualforce コードを使用して [Map It] ボタンを検索レイアウトに追加します。

関連トピック:

ナレッジ記事: Add the Map It Button to a List View (リストビューへの [Map It] ボタンの追加) (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)

Map の新しい図形レイヤ
図形レイヤが Summer ’20 以降に Salesforce Maps で使用できるようになりました。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の
Lightning Experience および Salesforce Classic の Salesforce Maps に適用されます。
理由: 営業担当は、新しい地理上の境界を使用して特定の領域をマッピングできます。

境界の種別図形レイヤ

Postal Codesアルゼンチン
Bundeslandオーストリア
Bezirk

Rayonベラルーシ
Gewestベルギー
Departementチャド
Region

Postal Codesチリ
Postal Codesコロンビア
Districtコンゴ民主共和国
Province

Districtコンゴ共和国
Departement

Postal Codesコスタリカ
Canton

Provincia

Kommuneデンマーク
Postal Codesドミニカ共和国
Municipio

Cantonエクアドル
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境界の種別図形レイヤ

Provincia

Postal Codesエジプト
Kommunaフェロー諸島
Postal Codesフランス領ギアナ
Departement

Region

Postal Codesグアドループ
Departement

Region

Province香港
Postal Codesアイスランド
Sveitarfelag

Postal Codesインド
Postal Codesインドネシア
Kota

Postal Codesイスラエル
Nafa

Postal Codes日本
Postal Codesルクセンブルグ
Districtsマレーシア
Postal Codes

状態
Postal Codesモナコ
Region Councilsニュージーランド
Kommuneノルウェイ
Distritoパナマ
Provincia

Postal Codesフィリピン
Municipioプエルトリコおよびアメリカ領

ヴァージン諸島
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境界の種別図形レイヤ

Commonwealth

Postal Codesサウジアラビア
Governorate

Postal Codesシンガポール
Postal Codes南アフリカ
Kommunスウェーデン
Postal Codes台湾
Settlement

Rayonウクライナ
Postal Codesベネズエラ
Municipio

Quanベトナム

関連トピック:

ナレッジ記事: Salesforce Maps Shape Layer Maintenance Release Notes (Salesforce Maps 図形レイヤのメンテナンスリ
リースノート)

Salesforce Maps のその他の機能強化
地図上で人口調査データにアクセスしたり、結果の 2 つの検索方式のうち会社にとって最も都合の良い方式を
選択したり、問題のある住所を調査したりできます。それだけではありません。
対象: これらの機能強化は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic の Salesforce Maps に適用されます。
理由: メールでルートの詳細を送信し、権限グループで管理できる設定が増え、Consumer Goods の設定がより簡
単になります。
自動チェックアウト権限の新しい場所

自動チェックアウト権限設定は一般設定から権限グループに移動されました。
権限グループの設定の増加

この権限を持つユーザが実行できる操作権限

次の検索方式のうちいずれかを選択します。検索タイプ
• SOQL。検索文字列が含まれる検索結果が表示されます。
• SOSL。検索文字列で始まる検索結果が表示されます。
方式ごとに表示される結果と速度が異なります。
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この権限を持つユーザが実行できる操作権限

ユーザがメールで他のユーザにルートの詳細を送信できるかどうかを示
します。

メールでのルートの送信をユー
ザに許可

ユーザがさらに調査するために問題のある住所をエクスポートできるか
どうかを示します。

問題のある住所のエクスポー
トをユーザに許可

米国の更新済み人口調査データ
データレイヤのソースとして [2018 ACS 5yr, United States] を選択すると、地図上に最新の米国人口調査デー
タが表示されます。

Consumer Goods とのインテグレーションの合理化された設定
ライセンスされた Consumer Goods 顧客向けの Salesforce Maps の設定が簡単になりました。Salesforce Maps に
Consumer Goods で使用される次の基本オブジェクトが含まれるようになりました。
• 訪問
• 小売店

Salesforce Maps テリトリー計画: 配置の比較、集計データセット、Field Service
インテグレーション
1 つの配置に対する変更を他の配置と比較する方法を決定できます。特定の場所内の多数の顧客を表す集計
データセットを作成できます。また、Field Service 用の地図ベースのサービステリトリーを計画できます。

このセクションの内容:

配置の比較
Salesforce Maps テリトリー計画で 1 つの配置を分析して別の配置と比較できます。たとえば、現在の計画が
昨年の計画よりも優れているかどうかを判断できます。または、平均ユニット数や平均年間売上などの属
性間の差を確認できます。
テリトリー計画データを使用した Salesforce 項目の更新
Salesforce の取引先所有者を更新するときに使用する設計済みのテリトリーを配置して、セールステリトリー
およびサービステリトリーの取引先所有者に一致するようにできます。Salesforce Maps テリトリー計画の配
置から最新のコンテンツを公開するときに、Salesforce 項目でテリトリーデータを保存および更新できます。
複数の国および地域のデータセットの作成
Salesforce Maps テリトリー計画で選択した国および地域を使用してデータセットをカスタマイズできます。
配置データへのアクセスと復元
Salesforce Maps テリトリー計画で配置の履歴を確認し、変更のリストを表示できます。営業マネージャやサー
ビスマネージャはどの時点の配置データも取得できるため、引き続き調整を行うことも、バックアップと
して使用することもできます。
Field Service のテリトリーの計画
Salesforce Maps テリトリー計画を使用して、Field Service の地図ベースのサービステリトリーを作成して更新
できます。サービス担当者がサービステリトリーおよび多角形として配置を公開できるようになりました。
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大きなデータセット用のレコードの集計
多数の顧客を管理するビジネスのテリトリーを計画します。レポートとクエリの組み合わせを、場所に基
づいてレコードを集計するオプションと一緒に使用することで、Salesforce Maps テリトリー計画でデータセッ
トを作成します。データを集計することで、データを集計しなければレコードが最大数の 250,000 件を超え
るデータセットを作成しやすくなります。
新しいコンテナの発見
Summer ’20 以降に Salesforce Maps テリトリー計画で使用できるようになったコンテナを確認します。
Salesforce Maps テリトリー計画のその他の機能強化
凡例を絞り込んで検索する、公開設定を 1 か所で行う、エンタープライズテリトリー管理に公開するとき
に特定のデータを保持するなどを行うことができます。

配置の比較
Salesforce Maps テリトリー計画で 1 つの配置を分析して別の配置と比較できます。たとえば、現在の計画が昨年
の計画よりも優れているかどうかを判断できます。または、平均ユニット数や平均年間売上などの属性間の差
を確認できます。
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 の Salesforce Maps テリトリー計画に適用されます。
理由: 視覚的な配置の属性統計値により、営業マネージャやサービスマネージャは公平な配置を比較したり作
成したりするときに必要な重要情報が得られます。次に例を示します。
• 2 つの配置を比較して変更内容を確認する。地図状で配置がどのように違っているかを確認し、その属性を

横並びで比較する。
• 特定のテリトリーの合計、平均、最小、最大、標準偏差の総計値を分析する。
• 2 つの配置間の違いと変更率を比較して、最も論理的な配置と最も不適切な配置を判断する。
• 総計値を比較して、シナリオプランニングから作成された新しい配置による業績が元の配置による業績よ

り優れているかどうかを確認する。
• 比較結果を PDF ファイルで共有する。
方法: テリトリー計画で比較する最初の配置の横にある [分析と比較] をクリックします。

2 つ目の配置を追加し、両方の配置を地図上で確認してその属性を比較します。
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テリトリー計画データを使用した Salesforce 項目の更新
Salesforce の取引先所有者を更新するときに使用する設計済みのテリトリーを配置して、セールステリトリーお
よびサービステリトリーの取引先所有者に一致するようにできます。Salesforce Maps テリトリー計画の配置から
最新のコンテンツを公開するときに、Salesforce 項目でテリトリーデータを保存および更新できます。
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 の Salesforce Maps テリトリー計画に適用されます。
理由: 地図ベースのテリトリーをエンタープライズテリトリー管理で使用するか Salesforce Maps で使用するかに
関係なく、テリトリーデータを直接 Salesforce 項目に公開できます。これにより、テリトリーデータをレポー
ト、売上予測、その他のレコードに組み込めるため、最適なセールスおよびサービス環境を実現できます。

方法: [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。Salesforce Maps パッケージの横にある [設定] をクリックします。
[Territory Planning (テリトリー計画)] で、[Publish Options (公開オプション)] を選択し、[Salesforce Fields (Salesforce

項目)] を有効にします。
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配置を公開する権限が付与されたすべてのユーザがテリトリーデータを Salesforce 項目に公開できます。

複数の国および地域のデータセットの作成
Salesforce Maps テリトリー計画で選択した国および地域を使用してデータセットをカスタマイズできます。
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 の Salesforce Maps テリトリー計画に適用されます。
理由: 複数の国、または 1 つの国の複数の地域が含まれるテリトリーを計画できるようになりました。たとえ
ば、次の新しい地理上の許容量は営業マネージャやサービスマネージャの役に立ちます。
• 担当者を複数の国に及ぶ 1 つのテリトリーに割り当てる。
• 1 つの国で計画するテリトリーの地理的な地域を狭めることで、会社が事業を展開していない地域に担当者

を割り当てるのを回避する。
• 複数の国の取引先を特定の担当者に割り当てることで、追跡するテリトリーの数を減らす。
方法: データセットを作成するときに、計画している国から州などのオプションを選択します。次に、絞り込
んで目的の地域が含まれるようにします。
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配置データへのアクセスと復元
Salesforce Maps テリトリー計画で配置の履歴を確認し、変更のリストを表示できます。営業マネージャやサービ
スマネージャはどの時点の配置データも取得できるため、引き続き調整を行うことも、バックアップとして使
用することもできます。
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 の Salesforce Maps テリトリー計画に適用されます。
理由: 営業マネージャやサービスマネージャが以下の作業を行うことができるように、配置の変更履歴にアク
セスできうようにします。
• 保管用に配置のスナップショットを取得して、テリトリーモデルおよび配置の値を取得する。これにより、

マネージャは設計プロセスの以前のマイルストンに復元できます。
• 後で参照するために計画の進捗状況を保存する。
• 変更について誰と話し合うかを知るために最後に配置を変更したユーザを確認する。
• 配置が最後にいつ最適化されたかを確認し、再び最適化するタイミングかどうかを判断する。
方法: 追跡変更を確認し、[履歴] タブからスナップショットを作成します。

Field Service のテリトリーの計画
Salesforce Maps テリトリー計画を使用して、Field Service の地図ベースのサービステリトリーを作成して更新でき
ます。サービス担当者がサービステリトリーおよび多角形として配置を公開できるようになりました。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の
Lightning Experience および Salesforce Classic の Salesforce Maps テリトリー計画に適用されます。
対象ユーザ: 地図ベースのサービステリトリーの作成と更新は、Field Service 管理パッケージを持つユーザが可
能です。
理由: テリトリーを公開すると適切なカバー率を実現するために Field Service テリトリーおよび多角形が作成お
よび更新されます。
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方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「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。Salesforce Maps パッケージの横にある [設定] をクリックします。
[Territory Planning (テリトリー計画)] で、[Publish Options (公開オプション)] を選択してから [Field Service] を有効に
します。

配置を公開する権限が付与されたすべてのユーザがテリトリーデータを Field Service に公開できます。

大きなデータセット用のレコードの集計
多数の顧客を管理するビジネスのテリトリーを計画します。レポートとクエリの組み合わせを、場所に基づい
てレコードを集計するオプションと一緒に使用することで、Salesforce Maps テリトリー計画でデータセットを作
成します。データを集計することで、データを集計しなければレコードが最大数の 250,000 件を超えるデータ
セットを作成しやすくなります。
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 の Salesforce Maps テリトリー計画に適用されます。
方法: データをインポートするときに、データセットに含める Salesforce レコードをまとめる SOQL クエリとレ
ポートの組み合わせを選択します。テリトリー計画からレコードを集計することが要求された場合は、任意の
ソースのオプションを選択します。これにより、データセット用に集計されたレコードに 250,000 件を超える
レコードが含まれないようになります。
データソースのレコードを集計するオプションを選択します。
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レコードを集計しないことを選択する場合は、データセットの容量を超えるソースをすべて除外してくださ
い。

新しいコンテナの発見
Summer ’20 以降に Salesforce Maps テリトリー計画で使用できるようになったコンテナを確認します。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の
Lightning Experience および Salesforce Classic の Salesforce Maps テリトリー計画に適用されます。
理由: 営業担当は、新しい地理上の境界を使用して特定の領域をマッピングできます。

境界の種別コンテナ

Provinciaアルゼンチン
Postal Codes

Bundeslandオーストリア
Bezirk

Postal Codes

Islandバハマ
Voblastベラルーシ
Postal Codes

Provincieベルギー
Postal Codes

Gewest

Districtベリーズ
Departementベナン
Postal Codesバミューダ
Provinciaボリビア
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境界の種別コンテナ

Departamento

Regionボスニア・ヘルツェゴヴィナ
Postal Codes

Kanton

Estadoブラジル
Regiao

Postal Codes

Postal Codesブルガリア
Oblast

Provinceブルンジ
Regionカメルーン
Postal Codesケイマン諸島

都中央アフリカ共和国
Departmentチャド
Region

Provinciaチリ
Region

Postal Codes

Postal Codesコロンビア
Departmento

Islandコモロ
Districtコンゴ民主共和国
Province

Districtコンゴ共和国
Department

Regionコートジボアール
District

Postal Codesクロアチア
Zupanije

Provinciaキューバ
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境界の種別コンテナ

Postal Codesチェコ
Okres

Kraj

Postal Codesデンマーク
Kommune

Regionジブチ
Postal Codesドミニカ共和国
Municipio

Cantonエクアドル
Provincia

Postal Codesエジプト
Mohafaza

Departamentoエルサルバドル
Provincia赤道ギニア
Sub-Regionエリトリア
Region

Postal Codesエストニア
Maakond

Zoneエチオピア
Region

Syslaフェロー諸島
Postal Codesフィンランド
Avi

Maakunta

Postal Codesフランス領ギアナ
Postal Codesギリシャ
Nomos

Perifereia

Postal Codesグアドループ
Department
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境界の種別コンテナ

Region

Province香港
Postal Codesハンガリー
Jaras

Megye

Postal Codesアイスランド
Landshluti

Postal Codesインド
Postal Codesアイルランド
Post Town

Post County

Postal Codesイスラエル
Mahoz

Postal Codesイタリア
Provincia

Regione

Postal Codesリトアニア
Savivaldybe

Apskritis

Cantonルクセンブルグ
District

Postal Codes

Districtマレーシア
Postal Codes

都道府県
Municipioメキシコ
Postal Codes

Postal Codesモナコ
Postal Codesオランダ
Provincie
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境界の種別コンテナ

Postal Codesノルウェイ
Fylke

Provinciaペルー
Region

Postal Codesポーランド
Powiat

Wojewodztwo

Postal Codesポルトガル
Concelho

Postal Codesルーマニア
Judet

Sub’ektロシア
Postal Codes

Okrug

Postal Codesサウジアラビア
Governorate

Postal Codesスロバキア
Okres

Kraj

Postal Codes南アフリカ
District Municipal

Province

Postal Codesスペイン
Provincia

Autonomia

Lanスウェーデン
Postal Codes

Islandトリニダード・トバゴ
Postal Codesトルコ
Il
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境界の種別コンテナ

Rayonウクライナ
Postal Codes

Emirateアラブ首長国連邦

関連トピック:

ナレッジ記事: Salesforce Maps Territory Planning Container Sets Maintenance Release Notes (Salesforce Maps テリトリー計
画コンテナセットのメンテナンスリリースノート)

Salesforce Maps テリトリー計画のその他の機能強化
凡例を絞り込んで検索する、公開設定を 1 か所で行う、エンタープライズテリトリー管理に公開するときに特
定のデータを保持するなどを行うことができます。
対象: これらの機能強化は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic の Salesforce Maps テリトリー計画に適用されます。
理由: フォーカスをより詳細に管理し、カスタマイズした凡例から必要な情報を取得し、外部システムのテリ
トリーおよびユニットの詳細をエクスポートできます。
解放済みのテリトリーでのロック済みユニットの保持

ロック済みユニットが含まれるテリトリーを解放すると、テリトリー計画ではロック済みユニットが削除
されるがテリトリーではロック済みユニットが保持されるようになりました。

属性を計算するための条件および集計関数の追加
チームがより柔軟に属性を計算できるように、条件の IF ステートメントと SUM、AVG、MIN、MAX の各関数
が追加されました。

例論理または関数

IF Unit Annual Revenue > 50000 return a value of 1IF ステートメント
Unit Annual Revenue / SUM Data Set Annual RevenueSUM 関数

追加された機能を使用したフォーカスの管理
フォーカスをより厳密に操作できるようになりました。セールスとサービスのリーダーは次の操作を実行
できるようになりました。
• フォーカスツリーの展開と折りたたみを行い、ナビゲーションを簡単にする。
• テリトリー名、所有者、領域の説明を含む使用可能なテリトリーの詳細をフォーカスツリーに表示す

る。
• テリトリー名と領域の詳細を基準にテリトリーを検索する。
• フォーカスからユニットを除外する。
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汎用をさらに活用

利点操作内容

項目値を基準に絞り込むときに凡例をより厳密に制御できる。分割コンテナお
よびロック済みユニットを検索できる。

検索と絞り込み

セールスとサービスのマネージャは次の操作を実行できるようになりました。ビューおよびサマリー行
の調整 • SUM、AVG、MIN、MAX、STD DEV の関数を使用してあらゆるレベルで数値属性

のサマリー行をカスタマイズする。
• テキスト項目をラップする。
• ユニット名列をフリーズする。

セールスとサービスのマネージャは次の操作を実行できるようになりました。列のカスタマイズ
• データ形式、サマリー行、列属性を変更する。
• 列を削除する。
• 属性の名前を変更する。

各テリトリーのユニットをフォーカスのパーセントとして表示する。これによ
り、セールスおよびサービスの担当者は取引先の割り当てを公平にする方法を
理解できます。

フォーカスにユニットの
パーセントを表示

テリトリーに境界とポイント郵便番号が何個あるかをすばやく確認できる。そ
の後、たとえば、ルールを簡素化したりテリトリーを分割したりすることなく
エンタープライズテリトリー管理に公開できるかどうかを判断します。

境界の数およびポイント
郵便番号の表示

複数のユニットおよび領域の ToDo を実行すると同時に時間および労力を削減
セールスおよびサービスの担当者向けに、地図上で領域を選択するときの新しいオプションが追加されて
います。
• テリトリーを作成する。
• ユニットの割り当てを削除する。
• ユニットを解放する。

エンタープライズテリトリー管理の数値ルールのより効率的な処理
テリトリー計画では、セールスチームとサービスチーム向けにエンタープライズテリトリー管理に公開す
るルールの条件の制限を超えるテリトリーの処理のオプションが追加されました。

考慮事項利点オプション

最初の 4 桁が同じ郵便番号について、テ
リトリー計画ではこれらの 5 桁の郵便番
号を 4 桁の郵便番号に変換します。
ルールで 5 桁の郵便番号が必要な場合、
次のオプションを検討してください。

ルールを構成する条件の文字制限を回避でき
る。請求先の郵便番号のルールを簡素化する例
を次に示します。

ルールを簡素
化する

BillingPostalCode STARTS WITH 11040,
11041, 11042, 11043, 11044

簡素化しな
い
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考慮事項利点オプション

BillingPostalCode STARTS WITH 1104簡素化する

テリトリー計画により、テリトリーが連
続する名前の子テリトリーに分割されま

大きなテリトリー用にルール内のすべての数値
条件を保持できる。元々設計されたテリトリー
のすべての詳細も保持できる。
ルールを構成する条件の文字制限を回避できる
ように、テリトリー計画によってテリトリーが
複数のテリトリーに分割されます。

テリトリーを
子テリトリー
に分割する す。たとえば、ノースウェストテリト

リーが子テリトリーに分割されます:

• ノースウェストテリトリー 1

• ノースウェストテリトリー 2

• ノースウェストテリトリー 3

更新をエンタープライズテリトリー管理に公開するときに特定の詳細を保持
テリトリーの更新をエンタープライズテリトリー管理に公開したときに次の値が保持されるようになりま
した。
• テリトリー ID

• 売上予測マネージャ設定
• カスタム項目
• 取引先、商談、およびケースのテリトリーアクセスレベル
• [Manually assign locked units to territories (ロック済みユニットを手動でテリトリーに割り当て)] オプショ

ンを使用していない場合に手動で割り当てられた取引先
• 一致しない割り当てルール

テリトリーおよびユニットの詳細のエクスポート
サードパーティシステムにインポートするためにテリトリー計画データをエクスポートする場合、次の詳
細をエクスポートの .csv ファイルに含めることができるようになりました。
• テリトリーおよびユニットの凡例のテリトリー所有者のユーザ ID

• テリトリー凡例のテリトリー所有者
• ユニット凡例のテリトリーの説明および親

表示可能なポイント郵便番号の利用
次の操作ができるように、地図の凡例にポイント郵便番号が表示されるようになりました。
• テリトリーを公開してルール条件の制限を検討するときに郵便番号の合計数を考慮に入れる。
• 境界コード内にあるポイント郵便番号の数を確認する。
• ポイント郵便番号を .csv ファイルでサードパーティシステムにエクスポートする。

公開設定の定義
新しい [Publish Options (公開オプション)] ページでは、次の公開設定を 1 か所で管理できます。
• 公開を有効にする。
• エディタ権限を持つユーザと承認者権限を持つユーザのうち、各公開方法を使用できるユーザを選択す

る。
• 公開前に承認が必要かどうかを指定する。
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Salesforce Maps Advanced: 外部のデータソースを使用したデータレイヤおよび
取引先チームを使用したルート割り当て
他の場所に保存したデータを使用してデータレイヤを作成できます。Salesforce 取引先チームのために作成した
ルールに基づいて取引先割り当てを自動化できます。また、すべての担当者が使用できるチェーンおよびフラ
ンチャイズ固有の訪問ウィンドウを定義できます。

このセクションの内容:

外部データソースからのデータレイヤの作成
Salesforce 外部で保存または作業しているソースを使用して Salesforce Maps Advanced でデータレイヤを作成し
ます。たとえば、リード、顧客、配信詳細、住所、または緯度および経度が含まれる外部 .csv ファイル
をインポートできます。
取引先チームのメンバーへのルートの割り当て
担当者の割り当てが変更されたときのメンテナンス時間を短縮できます。Salesforce Maps Advanced で直接使
用できる取引先チームにより、取引先チームメンバーなどの関連オブジェクトから選択した担当者にルー
トを簡単に割り当てることができます。
担当者の訪問ウィンドウの定義
特定のチェーンおよびフランチャイズの事前定義済みの訪問ウィンドウを作成して、営業担当が時間を節
約して顧客の訪問ウィンドウを尊重できるようにします。たとえば、マネージャやセールスおよびサービ
スの担当者は特定の時間中の訪問を制限するウィンドウを作成できます。担当者は商品の販売やサービス
の提供を行う取引先にこれらの訪問ウィンドウを適用します。

外部データソースからのデータレイヤの作成
Salesforce 外部で保存または作業しているソースを使用して Salesforce Maps Advanced でデータレイヤを作成しま
す。たとえば、リード、顧客、配信詳細、住所、または緯度および経度が含まれる外部 .csvファイルをイン
ポートできます。
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 の Salesforce Maps Advanced に適用されます。
対象ユーザ: この機能は、Salesforce Maps の「データの管理」権限を持つユーザが使用できます。
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方法: Salesforce Maps でデータレイヤを作成し、[データソースを追加] をクリックします。

確認メッセージが表示されたら、本番環境にログインしてからデータソースを作成し、その間に .csvファイ
ルをアップロードします。

.csv ファイルから項目にデータを対応付けます。次に、形式を列ヘッダーに適用します。これで、データ
ソースをプロットする準備ができました。

取引先チームのメンバーへのルートの割り当て
担当者の割り当てが変更されたときのメンテナンス時間を短縮できます。Salesforce Maps Advanced で直接使用で
きる取引先チームにより、取引先チームメンバーなどの関連オブジェクトから選択した担当者にルートを簡単
に割り当てることができます。
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 の Salesforce Maps Advanced に適用されます。
方法: 取引先チームメンバーなどのさまざまなオブジェクトからユーザを割り当てるには、訪問計画でデータ
セットを編集します。[関連オブジェクトから担当者の割り当てを使用] をオンにします。
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次に、取引先チームのリレーションと割り当て項目が含まれる子オブジェクトを選択します。関連するチーム
内の役割の割り当て条件を定義します。

担当者の訪問ウィンドウの定義
特定のチェーンおよびフランチャイズの事前定義済みの訪問ウィンドウを作成して、営業担当が時間を節約し
て顧客の訪問ウィンドウを尊重できるようにします。たとえば、マネージャやセールスおよびサービスの担当
者は特定の時間中の訪問を制限するウィンドウを作成できます。担当者は商品の販売やサービスの提供を行う
取引先にこれらの訪問ウィンドウを適用します。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の
Lightning Experience および Salesforce Classic の Salesforce Maps Advanced に適用されます。
方法: 事前定義済みの訪問ウィンドウを作成するには、[Maps Advanced 共有訪問ウィンドウ] タブを選択しま
す。内容を説明する名前を追加して、訪問ウィンドウを定義します。

Salesforce の取引先レコードから、担当者は [Maps Advanced 訪問ウィンドウ] を選択し、取引先に適用する訪問
ウィンドウを検索します。
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Sales Cloud Einstein: 商談スコアリングモデルのより詳細な制御、リー
ドスコアリングのグローバルモデル、Einstein 活動キャプチャの大幅
な改善
Einstein 商談スコアリングを設定するときに、Einstein が特定の商談レコードとカスタム項目のみを参照するよ
うに選択します。独自のデータが十分にない場合でも Einstein リードスコアリングを使用します。新しい接続
オプションと設定オプションを使用して、Einstein 活動キャプチャをさらに活用できます。

このセクションの内容:

商談スコアリングモデルの最適化
スコアリングモデルを微調整すると、スコアの精度を上げることができます。Einstein 商談スコアリングを
設定するときに、Einstein が特定の条件を満たす商談のみを参照するように選択できます。また、スコアリ
ングモデルからカスタム商談項目が除外されるようにするかどうかを決めます。
少ないデータで Einstein リードスコアリングを有効化
データセットの量が少ない Salesforce 組織でも Einstein リードスコアリングを有効にできるようなりました。
Einstein は、匿名の集計データを使用するグローバルスコアリングモデルを利用し、小規模の組織でリード
をスコアリングできるようにします。組織が十分な量のデータを生成すると、Einstein はそのデータのみを
使用して構築されたスコアリングモデルに切り替えます。
名前を変更した商談項目表示ラベルに表示される主要な要因
チームは使い慣れた項目表示ラベルを見ると主要な要因を簡単に理解できます。今回、商談項目表示ラベ
ルの名前を変更すると、主要な要因は標準表示ラベルではなく、新しい項目表示ラベルを参照するように
なりました。
商談とリードスコアリングを設定するユーザ権限の追加
Einstein 商談スコアリングと Einstein リードスコアリングを有効または無効にするときに、「すべてのプロ
ファイルの参照」権限が必要になります。以前は、「アプリケーションのカスタマイズ」および「すべて
のデータの編集」ユーザ権限のみが必要でした。
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Einstein 活動キャプチャで次のレベルへ
Microsoft Office 365 を使用している場合は、すべての Einstein 活動キャプチャユーザを一度にまとめて Salesforce

に接続できるようになりました。行動と取引先責任者が Salesforce からのみ接続アカウントに同期されるよ
うに設定します。または、アプリケーション間の取引先責任者および行動データの移動を停止することが
できます。アクションが必要な場合、担当は新しいリクエストメールインサイトで知ることができます。
さらに、メールと行動の共有方法を改善し、設定にユーザを追加しやすくし、Activities ダッシュボードを拡
張しました。

商談スコアリングモデルの最適化
スコアリングモデルを微調整すると、スコアの精度を上げることができます。Einstein 商談スコアリングを設定
するときに、Einstein が特定の条件を満たす商談のみを参照するように選択できます。また、スコアリングモデ
ルからカスタム商談項目が除外されるようにするかどうかを決めます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience と Salesforce

Classic に適用されます。
対象ユーザ: Einstein 商談スコアリングは、Sales Cloud Einstein ライセンスを持つユーザも持たないユーザも使用で
きます。Sales Cloud Einstein ライセンスがない場合の Einstein 商談スコアリングの要件について質問がある場合
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: Einstein 商談スコアリング設定ページを開きます。表示されるオプションに応じて [設定]または [設定を確
認] をクリックします。表示されるメッセージに従って、商談レコードを絞り込み、カスタム商談項目を除外
します。

メモ:  Einstein 売上予測の設定を使用して除外される項目は、商談スコアリングモデルには影響しなくなり
ました。これまで Einstein 売上予測から、または Salesforce に特別に依頼して、商談スコアリングモデルの
項目を除外していた場合は、ユーザが変更するまで既存の設定が保持されます。ただし、既存の設定は
反映されません。レコードの設定と項目除外設定を更新することをお勧めします。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Einstein 商談スコアリングの有効化 (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 Einstein: テンプレートを使用したより迅速なボットの作成、検索条件を使用した商談スコアリング
の関連性の向上、検索のパーソナライズの正式リリース

少ないデータで Einstein リードスコアリングを有効化
データセットの量が少ない Salesforce 組織でも Einstein リードスコアリングを有効にできるようなりました。
Einstein は、匿名の集計データを使用するグローバルスコアリングモデルを利用し、小規模の組織でリードをス
コアリングできるようにします。組織が十分な量のデータを生成すると、Einstein はそのデータのみを使用して
構築されたスコアリングモデルに切り替えます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience と Salesforce

Classic に適用されます。
理由: これまで Einstein の準備状況評価では、過去 6 か月間で 1000 件の新規リードと 120 件のリードの取引開始
が必要でしたが、すべての組織で Einstein リードスコアリングを有効にできるようになりました。
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方法: Salesforce 組織がグローバルモデルまたは単一顧客モデルを使用する準備ができているかどうかを確認す
るには、[設定] から [Einstein の準備状況評価] を実行します。

関連トピック:

Salesforce Einstein: テンプレートを使用したより迅速なボットの作成、検索条件を使用した商談スコアリング
の関連性の向上、検索のパーソナライズの正式リリース
Salesforce ヘルプ: Sales Cloud Einstein の準備状況評価の実行 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、
使用不能になる可能性があります)

Salesforce ナレッジ記事: Salesforce Einstein: グローバルモデルからのオプトアウト手順 (リリースプレビューの時
点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

名前を変更した商談項目表示ラベルに表示される主要な要因
チームは使い慣れた項目表示ラベルを見ると主要な要因を簡単に理解できます。今回、商談項目表示ラベルの
名前を変更すると、主要な要因は標準表示ラベルではなく、新しい項目表示ラベルを参照するようになりまし
た。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience と Salesforce

Classic に適用されます。
対象ユーザ: Einstein 商談スコアリングは、Sales Cloud Einstein ライセンスを持つユーザも持たないユーザも使用で
きます。Sales Cloud Einstein ライセンスがない場合の Einstein 商談スコアリングの要件について質問がある場合
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: たとえば、商談の [完了日] 項目を [商談完了日] に変更すると、主要な要因「完了予定日が早まっていま
す。」が「商談完了日が早まっています。」と表示されます。
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関連トピック:

Salesforce Einstein: テンプレートを使用したより迅速なボットの作成、検索条件を使用した商談スコアリング
の関連性の向上、検索のパーソナライズの正式リリース

商談とリードスコアリングを設定するユーザ権限の追加
Einstein 商談スコアリングと Einstein リードスコアリングを有効または無効にするときに、「すべてのプロファ
イルの参照」権限が必要になります。以前は、「アプリケーションのカスタマイズ」および「すべてのデータ
の編集」ユーザ権限のみが必要でした。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience と Salesforce

Classic に適用されます。

関連トピック:

Salesforce Einstein: テンプレートを使用したより迅速なボットの作成、検索条件を使用した商談スコアリング
の関連性の向上、検索のパーソナライズの正式リリース
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Einstein 活動キャプチャで次のレベルへ
Microsoft Office 365 を使用している場合は、すべての Einstein 活動キャプチャユーザを一度にまとめて Salesforce に
接続できるようになりました。行動と取引先責任者が Salesforce からのみ接続アカウントに同期されるように設
定します。または、アプリケーション間の取引先責任者および行動データの移動を停止することができます。
アクションが必要な場合、担当は新しいリクエストメールインサイトで知ることができます。さらに、メール
と行動の共有方法を改善し、設定にユーザを追加しやすくし、Activities ダッシュボードを拡張しました。

関連トピック:

Einstein 活動キャプチャ: 新しい接続オプション、データフローのより詳細な制御、新しいメールインサイト
Salesforce Einstein: テンプレートを使用したより迅速なボットの作成、検索条件を使用した商談スコアリング
の関連性の向上、検索のパーソナライズの正式リリース

中核的なセールス機能: 商談の変更の強調表示、モバイル売上予測
先週変更された商談をすばやく見つけることができます。より多くのモバイルユーザが Android と iOS でコラボ
レーション売上予測を取得できるようになりました。より少ないステップでテリトリーを新規商談に手動で割
り当てることができます。また、注文でのカスタムアプリケーションロジックの実行がより簡単になりまし
た。

このセクションの内容:

商談: 商談を管理するオプションの追加、Einstein 商談スコアリングの改善
商談の変更の強調表示では、最近変更された金額と完了予定日が示されます。また、新しい Einstein 商談ス
コアリング設定で、商談の採点方法を詳細に制御できます。
コラボレーション売上予測: モバイル売上予測とインライン編集のオプションの追加
モバイル売上予測は iOS デバイスに制限されなくなりました。また、売上予測ページの商談リストで、
[フェーズ] 列のインライン編集がサポートされるようになりました。
エンタープライズテリトリー管理: より少ないステップでのテリトリーの新規商談への割り当て
ユーザは、商談の作成中に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。以前は、新規商談を
保存してから編集していました。
注文: 注文の新しい保存動作 (更新)

注文でのカスタムアプリケーションロジックの実行がより簡単になりました。新規の注文商品または編集
された注文商品によって親注文が変更されると、Salesforce ではカスタムアプリケーションロジックが評価
されます。
中核的なセールス機能のその他の変更
ObjectTerritory2Association オブジェクトで PK Chunking がサポートされるようになりました。また、元のテリト
リー管理機能は Summer '21 で廃止される予定です。

商談: 商談を管理するオプションの追加、Einstein 商談スコアリングの改善
商談の変更の強調表示では、最近変更された金額と完了予定日が示されます。また、新しい Einstein 商談スコ
アリング設定で、商談の採点方法を詳細に制御できます。
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このセクションの内容:

変更された商談を一目で確認
商談の変更の強調表示では、金額と完了予定日の最近の変更が示されるため、営業チームが作業の優先順
位を付けるのに役立ちます。たとえば、変更された商談を把握すると、営業マネージャの毎週のコーチン
グセッションに役立ちます。商談リストビューと Kanban ビューでは、テキストの色と矢印で過去 7 日間に
変更された金額と完了予定日が示されます。矢印の上にマウスポインタを置くと、詳細が表示されます。
Einstein 商談スコアリングの改善
より精度の高いスコアを取得するためにスコアリングモデルを微調整します。商談項目表示ラベルの名前
を変更すると、主要な要因は標準表示ラベルではなく、新しい項目表示ラベルを参照するようになりまし
た。

関連トピック:

Lightning Experience の売上予測ページでの商談フェーズの更新
エンタープライズテリトリー管理: より少ないステップでのテリトリーの新規商談への割り当て

変更された商談を一目で確認
商談の変更の強調表示では、金額と完了予定日の最近の変更が示されるため、営業チームが作業の優先順位を
付けるのに役立ちます。たとえば、変更された商談を把握すると、営業マネージャの毎週のコーチングセッ
ションに役立ちます。商談リストビューと Kanban ビューでは、テキストの色と矢印で過去 7 日間に変更された
金額と完了予定日が示されます。矢印の上にマウスポインタを置くと、詳細が表示されます。
対象: この変更は、Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
理由: 商談の金額と完了予定日に変更があった場合、モーションインジケータが 7 日間表示されるようになり
ました。

赤のテキストと矢印は、減少した金額と延期された完了予定日を示します (1)。緑のテキストと矢印は、増加
した金額と繰り上げられた完了予定日を示します (2)。矢印にマウスポインタを置くと、何が誰によっていつ
変更されたかを確認できます (3)。
方法: 商談の変更の強調表示はデフォルトで有効になっていますが、[設定] の [商談の設定] で無効化 (および再
有効化) できます。
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Enterprise API とメタデータ API で商談の変更の強調表示がサポートされています。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 変更された商談を表示する設定の管理 (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)

Einstein 商談スコアリングの改善
より精度の高いスコアを取得するためにスコアリングモデルを微調整します。商談項目表示ラベルの名前を変
更すると、主要な要因は標準表示ラベルではなく、新しい項目表示ラベルを参照するようになりました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience と Salesforce

Classic に適用されます。
対象ユーザ: Einstein 商談スコアリングは、Sales Cloud Einstein ライセンスを持つユーザも持たないユーザも使用で
きます。Sales Cloud Einstein ライセンスがない場合の Einstein 商談スコアリングの要件について質問がある場合
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。

関連トピック:

商談スコアリングモデルの最適化
名前を変更した商談項目表示ラベルに表示される主要な要因
商談とリードスコアリングを設定するユーザ権限の追加

コラボレーション売上予測: モバイル売上予測とインライン編集のオプション
の追加
モバイル売上予測は iOS デバイスに制限されなくなりました。また、売上予測ページの商談リストで、[フェー
ズ] 列のインライン編集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:

外出先での売上予測の取得
Android デバイスでモバイル売上予測を使用できるようになったため、より多くのユーザが外出先で売上予
測を表示できます。以前は、モバイル売上予測は iOS デバイスでのみ使用可能でした。
Lightning Experience の売上予測ページでの商談フェーズの更新
売上予測ユーザは、売上予測ページを離れずに商談リストのフェーズを更新できるようになりました。以
前は、インライン編集は他の項目で使用できましたが、[フェーズ] では使用できませんでした。
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外出先での売上予測の取得
Android デバイスでモバイル売上予測を使用できるようになったため、より多くのユーザが外出先で売上予測
を表示できます。以前は、モバイル売上予測は iOS デバイスでのみ使用可能でした。
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 Android 用の Salesforce モバイルアプリケーションに適用されます。
理由: Android ユーザは、デバイスで参照のみの商談収益売上予測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: コラボレーション売上予測: Salesforce モバイルアプリケーションで使用できない機能とその
新機能 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

Lightning Experience の売上予測ページでの商談フェーズの更新
売上予測ユーザは、売上予測ページを離れずに商談リストのフェーズを更新できるようになりました。以前
は、インライン編集は他の項目で使用できましたが、[フェーズ] では使用できませんでした。
対象: この変更は、Professional Edition、Performance Edition、および Developer Edition と、Sales Cloud が付属する Enterprise

Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
理由: ユーザは鉛筆アイコンをクリックして、商談のフェーズを編集できます。
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メモ:  [フェーズ] が制御項目または連動選択リスト項目の場合、インライン編集できません。

エンタープライズテリトリー管理: より少ないステップでのテリトリーの新規
商談への割り当て
ユーザは、商談の作成中に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。以前は、新規商談を保存
してから編集していました。
対象: この変更は、Performance Edition と Developer Edition、および Sales Cloud が付属する Enterprise Edition と Unlimited

Edition の Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの Salesforce モバイルアプリケーション
に適用されます。
方法: 商談を作成するときに、それを割り当てるテリトリーを選択します。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。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 商談へのテリトリーの手動割り当て (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)

注文: 注文の新しい保存動作 (更新)
注文でのカスタムアプリケーションロジックの実行がより簡単になりました。新規の注文商品または編集され
た注文商品によって親注文が変更されると、Salesforce ではカスタムアプリケーションロジックが評価されま
す。
対象: この変更は、Salesforce Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
理由: 以前は、注文商品の更新によって親注文が変更されたときに、Salesforce でカスタムアプリケーションロ
ジックが実行されませんでした。たとえば、新規の注文商品によって注文の合計金額が変更されたときに、ロ
ジックは実行されませんでした。このようなシナリオでユーザがカスタムアプリケーションを強制実行するに
は、回避策として追加のカスタマイズが必要でした。
方法: リリース更新の [注文の新規保存方式の有効化] タイルに移動し、[テスト実行を有効化] をクリックしま
す。
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[注文の新規保存方式] が有効になっていると、注文商品の更新によって親注文が変更されるたびに、Salesforce

では次のカスタマイズが評価および実行されます。
• 注文と注文商品の入力規則
• 注文と注文商品の Apex トリガおよびクラス
• 注文と注文商品のワークフロールール
• フロー (プロセスを含む)

重要:

• Winter '21 よりも前に作成された注文を含むパッケージでは、「注文の新規保存方式」リリース更新は
デフォルトではサポートされません。パッケージプロバイダは新規方式をサポートするためにパッ
ケージをテストして設定する必要があります。

• 注文を含むパッケージを使用している場合は、パッケージプロバイダからの確認を待ってからリリー
ス更新を有効化してください。

• Salesforce CPQ および Salesforce Billing では、Winter ’21 の注文の新規保存方式がサポートされません。
• Salesforce では、注文の新規保存方式を Summer ’22 ですべての組織で適用します。

関連トピック:

開発者向けドキュメント: 注文の新規保存方式へのテストと対応 (リリースプレビューの時点で内容が刷新
されたり、使用不能になる可能性があります)

ナレッジ記事: Order Save Behavior Update (注文の保存方式の更新) (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)

中核的なセールス機能のその他の変更
ObjectTerritory2Association オブジェクトで PK Chunking がサポートされるようになりました。また、元のテリトリー
管理機能は Summer '21 で廃止される予定です。

このセクションの内容:

ObjectTerritory2Association に追加された PK Chunking サポート
PK Chunking を使用すると、API を使用して ObjectTerritory2Association オブジェクトから大きなデータセットを
抽出するときのパフォーマンスと信頼性が向上します。
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 '21 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。

ObjectTerritory2Association に追加された PK Chunking サポート
PK Chunking を使用すると、API を使用して ObjectTerritory2Association オブジェクトから大きなデータセットを抽出
するときのパフォーマンスと信頼性が向上します。
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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 および Salesforce Classic に適用されます。

関連トピック:

Salesforce Developers: Use PK Chunking to Extract Large Data Sets from Salesforce (PK Chunking を使用した Salesforce からの大
量データセットの抽出)

Salesforce Developers: PK Chunking Header (PK Chunking ヘッダー) (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)

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 '21 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。
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。

メモ: カスタマイザブル売上予測は Summer '20 で廃止されました。元のテリトリー管理のユーザはカスタ
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ませんが、売上予測マネージャは商談およ
びテリトリーに付与されたアクセス権を保持します。カスタマイザブル売上予測を使用していた場合、
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 '21 リリースで廃止

生産性機能: Einstein 活動キャプチャの機能強化、ミーティングの容
易なスケジュール、新しいメールテンプレートビルダー
Einstein 活動キャプチャでは、新しい同期オプションや新しいリクエストメールインサイトなど、いくつかの機
能強化が行われました。営業担当は、自分のカレンダーから対応可能時間を選択して、提案するミーティング
時間をメールに含めることができます。受信者は提案された時間の中から選択し、ミーティングを簡単に設定
できます。また、営業担当は、メールテンプレートビルダーを使用してすばやく簡単に魅力的なメールテンプ
レートを作成する新しいオプションを使用できます。ビジュアルツールで、HTML や画像などのコンポーネン
トを効率的に追加できます。
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このセクションの内容:

Einstein 活動キャプチャ: 新しい接続オプション、データフローのより詳細な制御、新しいメールインサイト
Microsoft Office 365 を使用している場合は、すべての Einstein 活動キャプチャユーザを一度にまとめて Salesforce

に接続できるようになりました。行動と取引先責任者が Salesforce からのみ接続アカウントに同期されるよ
うに設定します。または、アプリケーション間の取引先責任者および行動データの移動を停止することが
できます。アクションが必要な場合、担当は新しいリクエストメールインサイトで知ることができます。
さらに、メールと行動の共有方法を改善し、設定にユーザを追加しやすくし、Activities ダッシュボードを拡
張しました。
メール環境: [対応可能時間を挿入] の使用、リストメールのスケジュール、合理化された送信エラーアラー
ト
営業担当は、メールにカレンダーの対応可能時間を挿入して、ミーティングをより簡単にスケジュールで
きるようになりました。メール受信者が使用可能な選択肢から希望するミーティング時間を選択すると、
ミーティングが自動的に作成されます。営業担当は、リストメールが特定の日時に到着するようにスケ
ジュールすることもできます。また、メールアドレスが同じすべてのレコードで送信エラーアラートが表
示されるようになりました。
メールテンプレート: メールテンプレートビルダー
メールテンプレートビルダーのビジュアルツールを使用して、メールテンプレートをよりすばやく簡単に
作成できます。
Salesforce Inbox モバイル: Inbox からのスマートな営業
Salesforce Inbox ではメールとカレンダーが Salesforce と統合されるため、営業担当は営業作業をより効率的に
管理できます。Inbox により、外出先であってもデスクであっても、すべてのメールメッセージで営業担当
の生産性が向上します。
WDC: 新しい名称
Work.com のすべてのインスタンスが WDC としてブランド変更されました。

Einstein 活動キャプチャ: 新しい接続オプション、データフローのより詳細な制
御、新しいメールインサイト
Microsoft Office 365 を使用している場合は、すべての Einstein 活動キャプチャユーザを一度にまとめて Salesforce に
接続できるようになりました。行動と取引先責任者が Salesforce からのみ接続アカウントに同期されるように設
定します。または、アプリケーション間の取引先責任者および行動データの移動を停止することができます。
アクションが必要な場合、担当は新しいリクエストメールインサイトで知ることができます。さらに、メール
と行動の共有方法を改善し、設定にユーザを追加しやすくし、Activities ダッシュボードを拡張しました。

このセクションの内容:

Microsoft Office 365 を Salesforce に接続する方法の増加
Einstein 活動キャプチャと Microsoft Office 365 を使用している場合、組織レベルの接続またはサービスアカウ
ントを使用して Salesforce に接続できるようになりました。どちらの接続方法も OAuth 2.0 のセキュリティを
提供しています。さらに、Einstein 活動キャプチャユーザは自分のアカウントを接続しないため、ロールア
ウトが簡略化されます。
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Salesforce と接続済みアカウント間のデータフローの制御
Einstein 活動キャプチャの設定を定義するときに、行動または取引先責任者のデータが Salesforce と接続済み
Microsoft または Google アカウントの間で移動するのを停止できます。さらに、行動と取引先責任者のデータ
を Salesforce から接続済みアカウントの方向のみで同期できるようになりました。
メールインサイトを使用した見込み客または取引先責任者から要求を受けたタイミングの確認
新しい要求インサイトにより、担当者はいつ特定のアクション項目があったかを確認できます。このイン
サイトは、見込み客または取引先責任者が要求を行い、営業担当者がフォローアップを希望する場合に表
示されます。
新規ユーザによるデフォルトの共有設定の変更の防止
Einstein 活動キャプチャのデフォルトの共有設定を [共有しない] に設定している場合、新規 Einstein 活動キャ
プチャユーザが変更するのを防止できます。共有設定を適用することで、機密情報を非公開に保つことが
できます。
ユーザの設定への追加の簡易化
ユーザを Einstein 活動キャプチャ設定に追加するときに、最大 500 人のユーザが表示されます。以前は、100

人のユーザのみが表示されていました。また、設定で行ったか API を使用して行ったかに関係なく、直近の
割り当て変更が使用されます。
Einstein 活動キャプチャを無効にしたときの設定および構成の保持
予期しない問題が発生しないようにするため、Einstein 活動キャプチャの無効化とリセットの動作が区別さ
れました。
Activities ダッシュボードの拡張機能
内部ユーザの取引先責任者レコードを作成すると、顧客活動はこれらの内部取引先責任者に対して積み上
げ集計されなくなります。そのため、ダッシュボードの取引先および商談の活動は顧客とのやりとりの実
数を反映します。さらに、完了した ToDo のみがダッシュボードに含まれるため、チームの進行状況をより
明確に把握できます。これまでは、期日が選択した日付範囲内の ToDo を含めて未完了の ToDo もダッシュ
ボードに含まれていました。
内部活動を使用した活動タイムラインの乱雑化の回避
Salesforce では引き続きデフォルトの内部ドメインを [除外アドレス] リストに追加します。デフォルトの内
部ドメインをリストから削除できなくなりました。タイムラインの焦点を顧客とのやりとりに絞ることで、
タイムラインにノイズが含まれず、高いパフォーマンスが維持されます。

Microsoft Office 365 を Salesforce に接続する方法の増加
Einstein 活動キャプチャと Microsoft Office 365 を使用している場合、組織レベルの接続またはサービスアカウント
を使用して Salesforce に接続できるようになりました。どちらの接続方法も OAuth 2.0 のセキュリティを提供し
ています。さらに、Einstein 活動キャプチャユーザは自分のアカウントを接続しないため、ロールアウトが簡略
化されます。
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。
理由: どちらの認証オプションでも、ユーザは自分の Microsoft Office 365 アカウントを Salesforce に接続しないた
め、多数のユーザを設定するのが簡単になります。さらにサービスアカウントにより、Salesforce がデータにア
クセスできるユーザをより詳細に制御できます。
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方法: 初めて Einstein 活動キャプチャを設定するときに、認証方式として組織レベルの OAuth 2.0 またはサービス
アカウント OAuth 2.0 を選択します。

Einstein 活動キャプチャをすでに設定している場合は、この機能をリセットして異なる認証方式を選択できま
す。[Einstein 活動キャプチャ] 設定ページのドロップダウンから、[Einstein 活動キャプチャをリセット] を選択し
ます。リセットプロセスが完了したら、もう一度 Einstein 活動キャプチャを設定します。認証方式を選択する
ように求められます。

メモ: メールデータを取得する設定のユーザは、Einstein 活動キャプチャのサービス利用規約に同意するよ
う求められます。同意しない限り、メールデータは取得されません。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 組織レベルの OAuth 2.0 を使用した Einstein 活動キャプチャへの接続 (リリースプレビューの
時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: サービスアカウントの OAuth 2.0 を使用した Einstein 活動キャプチャへの接続 (リリースプレ
ビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

242

生産性機能: Einstein 活動キャプチャの機能強化、ミー
ティングの容易なスケジュール、新しいメールテンプ

レートビルダー

Salesforce Winter '21 リリースノート

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


Salesforce と接続済みアカウント間のデータフローの制御
Einstein 活動キャプチャの設定を定義するときに、行動または取引先責任者のデータが Salesforce と接続済み
Microsoft または Google アカウントの間で移動するのを停止できます。さらに、行動と取引先責任者のデータを
Salesforce から接続済みアカウントの方向のみで同期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: Einstein 活動キャプチャによるデータの操作を制御できれば、Salesforce が会社の独自のビジネスニーズを
満たしやすくなります。
方法:

取引先責任者または行動のすべてのデータが Salesforce と接続済みアカウント間を移動するのを停止するには、
Einstein 活動キャプチャ設定に移動します。続いて、行動または取引先責任者を無効にします (1)。
取引先責任者または行動のデータが接続済みアカウントから Salesforce に移動するのを停止するには、Einstein 活
動キャプチャ設定に移動します。続いて、行動または取引先責任者のいずれかで、データが Salesforce から接続
済みアカウントに移動することを示す方向を選択します (2)。行動または取引先責任者のデータは Salesforce か
ら接続済みアカウントに同期されますが、接続済みアカウントから Salesforce には同期されません。
行動データを接続済みアカウントから収集し、保存して、関連する Salesforce レコードの活動タイムラインおよ
び Salesforce カレンダーに追加する捕捉機能は停止します。メールインサイトおよび推奨コネクションの作成に
使用される取引先責任者データも接続済みアカウントから捕捉されなくなります。
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メモ:  Inbox へのアクセス権がある Einstein 活動キャプチャユーザの行動または取引先責任者を無効にする
ことはできません。行動および取引先責任者のデータは、対応可能時間の挿入や推奨接続など、Inbox の
生産性機能に使用されます。

関連トピック:

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

メールインサイトを使用した見込み客または取引先責任者から要求を受けたタイミングの
確認
新しい要求インサイトにより、担当者はいつ特定のアクション項目があったかを確認できます。このインサイ
トは、見込み客または取引先責任者が要求を行い、営業担当者がフォローアップを希望する場合に表示されま
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。
対象ユーザ:この機能は、Inbox ライセンスを所有するユーザを含めてすべての Einstein 活動キャプチャユーザが
使用できます。
方法:メールインサイトは、Einstein 活動キャプチャを有効にすると使用できるようになります。Sales Cloud Einstein

または Inbox ライセンスで Einstein 活動キャプチャを使用している場合、メールインサイトはデフォルトで有効
になります。このインサイトは、活動タイムラインと Salesforce Inbox モバイルアプリケーションのメールの詳
細で表示します。

新規ユーザによるデフォルトの共有設定の変更の防止
Einstein 活動キャプチャのデフォルトの共有設定を [共有しない] に設定している場合、新規 Einstein 活動キャプ
チャユーザが変更するのを防止できます。共有設定を適用することで、機密情報を非公開に保つことができま
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: [Einstein 活動キャプチャ] 設定ページから、[キャプチャの設定] タブをクリックします。続いて、[新規ユー
ザにデフォルトの活動共有を適用] 設定を有効にします。ユーザは引き続き個々のメールおよび行動を共有し
たり、他のユーザからの共有要求に応答したりできます。

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)
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ユーザの設定への追加の簡易化
ユーザを Einstein 活動キャプチャ設定に追加するときに、最大 500 人のユーザが表示されます。以前は、100 人
のユーザのみが表示されていました。また、設定で行ったか API を使用して行ったかに関係なく、直近の割り
当て変更が使用されます。
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: [Einstein 活動キャプチャ] 設定ページから、[設定] タブをクリックします。設定を作成または編集して、
ユーザを割り当てます。

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)

Einstein 活動キャプチャを無効にしたときの設定および構成の保持
予期しない問題が発生しないようにするため、Einstein 活動キャプチャの無効化とリセットの動作が区別されま
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: Einstein 活動キャプチャを無効にすると、次の事項が発生するようになりました。
• 構成および設定が保存されます。
• すべてのユーザで取引先責任者および行動の同期が停止されます。
• 以前取得したメールと行動が活動タイムラインおよび Salesforce カレンダーで非表示になります。Activities

ダッシュボードが使用できなくなります。
• 以前取得されたデータと新しいデータは、引き続き Salesforce 外に保存されます。
Einstein 活動キャプチャをリセットした場合の既存の動作は同じままです。
• 選択されたメールとカレンダーサービスが削除されます。
• 構成および設定が削除されます。
• すべてのユーザで取引先責任者および行動の同期が停止されます。
• メール、行動、取引先責任者の取得には引き続きユーザレベルの接続が使用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Einstein 活動キャプチャの有効化 (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: Einstein 活動キャプチャのリセット (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用
不能になる可能性があります)
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Activities ダッシュボードの拡張機能
内部ユーザの取引先責任者レコードを作成すると、顧客活動はこれらの内部取引先責任者に対して積み上げ集
計されなくなります。そのため、ダッシュボードの取引先および商談の活動は顧客とのやりとりの実数を反映
します。さらに、完了した ToDo のみがダッシュボードに含まれるため、チームの進行状況をより明確に把握
できます。これまでは、期日が選択した日付範囲内の ToDo を含めて未完了の ToDo もダッシュボードに含まれ
ていました。
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: Activities ダッシュボードの確認 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不
能になる可能性があります)

内部活動を使用した活動タイムラインの乱雑化の回避
Salesforce では引き続きデフォルトの内部ドメインを [除外アドレス] リストに追加します。デフォルトの内部ド
メインをリストから削除できなくなりました。タイムラインの焦点を顧客とのやりとりに絞ることで、タイム
ラインにノイズが含まれず、高いパフォーマンスが維持されます。
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: どの内部ドメインが自動的に [除外アドレス] リストに追加されたかは確認できます。[Einstein 活動キャプ
チャ] 設定ページから、[除外アドレス] タブをクリックします。削除オプションはデフォルトの内部ドメイン
の横に表示されなくなりました。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Considerations for Excluding Data from Einstein Activity Capture (Einstein 活動キャプチャからデータを
除外する場合の考慮事項) (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があ
ります)

メール環境: [対応可能時間を挿入] の使用、リストメールのスケジュール、合
理化された送信エラーアラート
営業担当は、メールにカレンダーの対応可能時間を挿入して、ミーティングをより簡単にスケジュールできる
ようになりました。メール受信者が使用可能な選択肢から希望するミーティング時間を選択すると、ミーティ
ングが自動的に作成されます。営業担当は、リストメールが特定の日時に到着するようにスケジュールするこ
ともできます。また、メールアドレスが同じすべてのレコードで送信エラーアラートが表示されるようになり
ました。
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このセクションの内容:

Lightning Experience での [対応可能時間を挿入] を使用したミーティング時間の簡単な調整
ミーティングの日取りを決めるためにメールを送信するときに、担当者は空き時間枠を含めることができ
ます。メール受信者が選択肢の中から選択すると、ミーティングが自動的に全員のカレンダーに追加され
ます。最適なミーティング時間を決めるために何度もメールをやり取りする必要はありません。
最適なタイミングでのリストメールの送信
担当者は、リストメールをいつ送信するかスケジュールできるようになりました。リストメールが読まれ
る可能性を最大限に高められるように、最適な日時を選択できます。たとえば、リストメールが業務開始
時間に到着するようにスケジュールできます。スケジュールはこれまで個々のメールでしかできませんで
した。
新しい最大サイズ 35 MB での大きなメールの作成
送信および受信メールの最大サイズが 25 MB から 35 MB に引き上げられました。メールメッセージのサイズ
には、メールヘッダー、本文、添付ファイル、エンコードが含まれます。メールのサイズは文字コードに
よっても異なる可能性があります。
デフォルトのメールの文字コードを UTF-8 に変更
新しい Salesforce 組織では、テンプレート、フッター、ユーザメール設定のデフォルトのメールの文字コー
ドが 8 ビット Unicode Transformation Format (UTF-8) に変更されています。この更新の目的は、メールアドレス
国際化をサポートすることです。
デフォルトの送信エラーアラートを使用した取引先責任者およびリードの合理化
不達処理を有効にすると、メールアドレスが同じすべての取引先責任者およびリードで送信エラーアラー
トが表示されるようになりました。

Lightning Experience での [対応可能時間を挿入] を使用したミーティング時間の簡単な調整
ミーティングの日取りを決めるためにメールを送信するときに、担当者は空き時間枠を含めることができま
す。メール受信者が選択肢の中から選択すると、ミーティングが自動的に全員のカレンダーに追加されます。
最適なミーティング時間を決めるために何度もメールをやり取りする必要はありません。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition で Salesforce Inbox と拡張メールを有効にしている Lightning Experience 組織に適用されます。
対象ユーザ: High Velocity Sales、Sales Cloud Einstein、または Inbox ライセンスで使用可能な「Inbox を使用」ユーザ
権限を持つユーザ。
方法: ミーティングの日取りを決める担当者がメールコンポーザの下部にある [利用可能な時間を挿入] アイコ
ンをクリックします。

カレンダーを共有している被招集者のカレンダーと一緒にメール送信者のカレンダーが表示されます。
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担当者は表示するカレンダー (1) を選択し、行動に関する提案を行うために時間枠 (2) をクリックします。

最適なタイミングでのリストメールの送信
担当者は、リストメールをいつ送信するかスケジュールできるようになりました。リストメールが読まれる可
能性を最大限に高められるように、最適な日時を選択できます。たとえば、リストメールが業務開始時間に到
着するようにスケジュールできます。スケジュールはこれまで個々のメールでしかできませんでした。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、
Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
理由: リストメールをスケジュールするには、[後で送信] を選択します。
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リストメールを送信する日時を設定します。

[保存] をクリックし、日時を保存してリストメールに戻ります。

[後で送信] をクリックすると、メールがその日時に送信されるようにスケジュールされます。
スケジュールした時間を変更するかメールを削除するには、[後で送信] ドロップダウンをクリックします。
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または、リストメールのホームページに移動します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning Experience でのリストメールの送信 (リリースプレビューの時点で内容が刷新された
り、使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: [後で送信] を使用したメールのスケジュール (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)

新しい最大サイズ 35 MB での大きなメールの作成
送信および受信メールの最大サイズが 25 MB から 35 MB に引き上げられました。メールメッセージのサイズに
は、メールヘッダー、本文、添付ファイル、エンコードが含まれます。メールのサイズは文字コードによって
も異なる可能性があります。
対象: この変更は、Personal Edition、Contact Manager Group Edition、Professional Edition、Enterprise 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: エディションごとのメールおよびメールテンプレートの割り当て (リリースプレビューの時
点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

デフォルトのメールの文字コードを UTF-8 に変更
新しい Salesforce 組織では、テンプレート、フッター、ユーザメール設定のデフォルトのメールの文字コードが
8 ビット Unicode Transformation Format (UTF-8) に変更されています。この更新の目的は、メールアドレス国際化を
サポートすることです。
対象: この機能は、[メールの文字コード] セクションにあります。
対象ユーザ: この変更は、このリリース後に作成された新規組織のすべてのユーザに適用されます。既存の組
織では前のデフォルト設定のままになりますが、UTF-8 に更新できます。
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方法: [個人設定] > [私の個人情報] > [言語とタイムゾーン] > [メールの文字コード] で、[Unicode] がデフォルト設
定になっています。引き続き、他のデフォルトオプションを選択できます。

関連トピック:

デフォルトのメールの文字コードを UTF-8 に変更
Salesforce ヘルプ: 言語およびロケール設定の編集 (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)

デフォルトの送信エラーアラートを使用した取引先責任者およびリードの合理化
不達処理を有効にすると、メールアドレスが同じすべての取引先責任者およびリードで送信エラーアラートが
表示されるようになりました。
対象:この機能は、[送信] の [管理] セクションにあります。この設定は、特定の組織内のすべてのユーザで有効
な Salesforce 組織レベルの設定です。
方法: [送信] セクションで、[メールアドレスの横の送信エラーアラートを表示]はオプションではなくなりまし
た。メールが無効として返されると、取引先責任者およびリードレコードのそのメールアドレスのすべてのイ
ンスタンスの横に送信エラーアラートが自動的に表示されます。

関連トピック:

デフォルトの送信エラーアラートを使用した取引先責任者およびリードの合理化
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: メールテンプレートビルダー
メールテンプレートビルダーのビジュアルツールを使用して、メールテンプレートをよりすばやく簡単に作成
できます。

このセクションの内容:

魅力的なメールテンプレートのインタラクティブな作成
メールテンプレートビルダーのビジュアルツールを使用して、メールテンプレートをよりすばやく簡単に
作成できます。ユーザは HTML コードを追加する代わりに、要素をドラッグするだけで効果的なメールテン
プレートを作成できます。数回のクリックでメールテンプレートを作成し、デザイン要素を思いどおりの
場所に配置できます。

魅力的なメールテンプレートのインタラクティブな作成
メールテンプレートビルダーのビジュアルツールを使用して、メールテンプレートをよりすばやく簡単に作成
できます。ユーザは HTML コードを追加する代わりに、要素をドラッグするだけで効果的なメールテンプレー
トを作成できます。数回のクリックでメールテンプレートを作成し、デザイン要素を思いどおりの場所に配置
できます。
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対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience、および Pardot Lightning アプリケーションのすべてのエディションの Pardot に適用されま
す。この機能は、Pardot Classic またはスタンドアロンの Pardot アプリケーションでは使用できません。
対象ユーザ: メールテンプレートビルダーテンプレートの作成と管理は、「ドラッグアンドドロップコンテン
ツビルダーへのアクセス」または「Content Builder の管理」権限を持つユーザが可能です。メールを送信できる
すべてのユーザがメールテンプレートビルダーテンプレートを使用できます。
方法: プロらしい魅力的なメールを送信することは顧客とのコミュニケーションで欠かせません。魅力的なメー
ルテンプレートを使用すれば実現できます。
Lightning メールテンプレートを作成したら、適切な権限を持つユーザに [ビルダーで編集]ボタンが表示されま
す。

[ビルダーで編集] をクリックしてメールテンプレートビルダーを開きます。
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コンポーネント (1) を選択してキャンバス (2) にドラッグします。プロパティパネル (3) を使用してコンポーネ
ントの詳細およびスタイルを変更します。

ユーザは魅力的なメールテンプレートを簡単に作成できるようになりました。

メモ: メールテンプレートビルダーは、以前に作成した Classic および Lightning のメールテンプレートには
使用できません。

関連トピック:

エンゲージメールの簡単な作成
Salesforce ヘルプ: メールテンプレートビルダー (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 Inbox モバイル: Inbox からのスマートな営業
Salesforce Inbox ではメールとカレンダーが Salesforce と統合されるため、営業担当は営業作業をより効率的に管
理できます。Inbox により、外出先であってもデスクであっても、すべてのメールメッセージで営業担当の生
産性が向上します。
Inbox モバイルの最新の機能と機能強化については、Salesforce ヘルプを参照してください。
• Inbox Mobile for iOS

• Inbox Mobile for Android
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Inbox デスクトップの最新の機能と機能強化については、Salesforce リリースノートの Outlook インテグレーショ
ンセクション、Gmail インテグレーションセクション、メール操作環境セクションを参照してください。

関連トピック:

Outlook® インテグレーション: Einstein 活動キャプチャを使用した手動のメール記録、共有メールボックスの
サポート、対応可能時間の挿入の機能強化
Gmail™ インテグレーション: Einstein 活動キャプチャを使用した手動のメール記録、対応可能時間の挿入の更
新
メール環境: [対応可能時間を挿入] の使用、リストメールのスケジュール、合理化された送信エラーアラー
ト

WDC: 新しい名称
Work.com のすべてのインスタンスが WDC としてブランド変更されました。

このセクションの内容:

従来の Work.com の WDC への変更
Work.com のすべてのインスタンスが WDC としてブランド変更されました。すべての Work.com 機能は引き続
き使用できますが、メニュー項目や商品の見出しでは「Work.com」ではなく「WDC」と表示されます。

従来の Work.com の WDC への変更
Work.com のすべてのインスタンスが WDC としてブランド変更されました。すべての Work.com 機能は引き続き
使用できますが、メニュー項目や商品の見出しでは「Work.com」ではなく「WDC」と表示されます。
対象: この変更は、Performance Edition の Salesforce Classic に適用されます。WDC は、Professional Edition、Enterprise

Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition のアドオンライセンスとして Salesforce Classic で使用できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Work.com を使用した職場復帰 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能
になる可能性があります)

Google とのインテグレーション: Einstein 活動キャプチャを使用した
手動のメール記録、対応可能時間の挿入の改善、Lightning Sync の可
用性の変更
Einstein 活動キャプチャでメールが無効化されている場合、営業担当は手動で Outlook インテグレーションにメー
ルを記録できます。Inbox を備えた Gmail インテグレーションで、アクセシビリティとローカリゼーションを含
め、[対応可能時間を挿入] ウィンドウが改善されました。Salesforce の新規のお客様は Lightning Sync を利用でき
ません。
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このセクションの内容:

Gmail™ インテグレーション: Einstein 活動キャプチャを使用した手動のメール記録、対応可能時間の挿入の更
新
Einstein 活動キャプチャでメールが無効化されている場合、Salesforce Inbox を使用していない営業担当は手動
で Gmail インテグレーションにメールを記録できます。さらに、Inbox を備えた Gmail インテグレーション
で、[対応可能時間の挿入] ウィンドウのスタイルとアクセシビリティが更新されました。
Lightning Sync for Google: Salesforce の新規のお客様は使用不可
Salesforce の新規のお客様は Lightning Sync を利用できません。取引先責任者と行動の同期を検討しているお
客様には、Einstein 活動キャプチャをお勧めします。Einstein 活動キャプチャでは、同期のほかに、生産性を
向上させる機能が提供されています。Lightning Sync の可用性の変更と Einstein 活動キャプチャで使用できる
最新の機能強化についての詳細は、このまま読み進めてください。既存のお客様は Lightning Sync を引き続
き使用できます。

Gmail™ インテグレーション: Einstein 活動キャプチャを使用した手動のメール
記録、対応可能時間の挿入の更新
Einstein 活動キャプチャでメールが無効化されている場合、Salesforce Inbox を使用していない営業担当は手動で
Gmail インテグレーションにメールを記録できます。さらに、Inbox を備えた Gmail インテグレーションで、[対
応可能時間の挿入] ウィンドウのスタイルとアクセシビリティが更新されました。

このセクションの内容:

Einstein 活動キャプチャが有効な場合に Gmail インテグレーションから手動でメールを記録
Einstein 活動キャプチャ設定でメールが無効化されている場合、営業担当は Gmail インテグレーションから手
動でメールを記録できるようになりました。以前は、設定でメールが無効になっている場合、メールを記
録するオプションはユーザに表示されませんでした。
Inbox を備えた Gmail インテグレーションでの対応可能時間の挿入の改善
Inbox を備えた Gmail インテグレーションで、[対応可能時間の挿入] ウィンドウのスタイルが更新されまし
た。また、これにはアクセシビリティと WCAG 2.0 コンプライアンス、ローカライズ、国際化が設定されて
います。ミーティングの詳細の定義、被招集者の選択、ミーティングに対応可能な時間の送信など、すべ
ての優れた機能がそのまま残されています。Lightning Experience からのメールも作成する場合、そこでこの
機能を使用して、顧客や見込み客とのミーティングの時間を調整できます。
Inbox を備えた Gmail インテグレーションからメール追跡の位置情報を削除
メール追跡を使用しているときに、メールが開封された場所に関する情報は 2020 年 8 月以降使用できなく
なりました。

関連トピック:

Salesforce Inbox の組織レベルのメール追跡設定の確認 (更新)
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Einstein 活動キャプチャが有効な場合に Gmail インテグレーションから手動でメールを記録
Einstein 活動キャプチャ設定でメールが無効化されている場合、営業担当は Gmail インテグレーションから手動
でメールを記録できるようになりました。以前は、設定でメールが無効になっている場合、メールを記録する
オプションはユーザに表示されませんでした。
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。
対象ユーザ: この変更は、Einstein 活動キャプチャを使用しているが Salesforce Inbox を使用していないユーザに適
用されます。Einstein 活動キャプチャを有効にすると、Einstein 活動キャプチャ設定の対象であり、メールキャ
プチャは含まれていないユーザに、メールを手動で記録するオプションが表示されます。

ユーザがメールが有効化されている Einstein 活動キャプチャ設定の対象である場合、そのユーザのメールは自
動的に捕捉されて Salesforce に記録されます。これらのユーザには、Einstein 活動キャプチャ設定で使用可能な共
有オプションが表示されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Einstein 活動キャプチャを使用できるユーザの選択 (リリースプレビューの時点で内容が刷新
されたり、使用不能になる可能性があります)
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Inbox を備えた Gmail インテグレーションでの対応可能時間の挿入の改善
Inbox を備えた Gmail インテグレーションで、[対応可能時間の挿入] ウィンドウのスタイルが更新されました。
また、これにはアクセシビリティと WCAG 2.0 コンプライアンス、ローカライズ、国際化が設定されています。
ミーティングの詳細の定義、被招集者の選択、ミーティングに対応可能な時間の送信など、すべての優れた機
能がそのまま残されています。Lightning Experience からのメールも作成する場合、そこでこの機能を使用して、
顧客や見込み客とのミーティングの時間を調整できます。
対象:この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition (有料オプション)、および Essentials Edition (無料) で使用できる Salesforce Inbox に適用されます。
方法: 対応可能時間の挿入の設定方法に変更はなく、営業担当はメールの作成時に [空き状況] オプションを使
用してそれにアクセスできます。見た目が若干変わっているだけです。

関連トピック:

Lightning Experience での [対応可能時間を挿入] を使用したミーティング時間の簡単な調整
Salesforce ヘルプ: 対応可能時間を使用したミーティングのスケジュールに関する考慮事項(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)

Inbox を備えた Gmail インテグレーションからメール追跡の位置情報を削除
メール追跡を使用しているときに、メールが開封された場所に関する情報は 2020 年 8 月以降使用できなくなり
ました。
対象:この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition (有料オプション)、および Essentials Edition (無料) で使用できる Salesforce Inbox に適用されます。
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理由: カリフォルニア州消費者プライバシー法などのデータ保護とプライバシーに関する規制に準拠するため
に、メール追跡を使用しているときにこの情報は収集されなくなりました。

Lightning Sync for Google: Salesforce の新規のお客様は使用不可
Salesforce の新規のお客様は Lightning Sync を利用できません。取引先責任者と行動の同期を検討しているお客様
には、Einstein 活動キャプチャをお勧めします。Einstein 活動キャプチャでは、同期のほかに、生産性を向上さ
せる機能が提供されています。Lightning Sync の可用性の変更と Einstein 活動キャプチャで使用できる最新の機能
強化についての詳細は、このまま読み進めてください。既存のお客様は Lightning Sync を引き続き使用できま
す。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience、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: Winter '21 リリース後に Salesforce を購入したお客様は Lightning Sync を利用できません。Winter '21 以
降、Lightning Sync での機能強化は行われません。ただし、Winter '21 より前に Salesforce を購入したお客様は、
Lightning Sync にアクセスし、適切な Salesforce ライセンスを持つユーザの Lightning Sync を有効化できます。また、
Lightning Sync は、既存のユーザの取引先責任者と行動を引き続き同期します。
理由: より柔軟性の高い接続オプションと最適化された機能に対する要望がありました。最高の Microsoft イン
テグレーションを提供するため、1 つの同期製品の開発に力を入れることになりました。それが Einstein 活動
キャプチャです。
Einstein 活動キャプチャを使用すると、営業担当は Lightning Sync よりさらに多くの生産性機能を活用できます。
Einstein 活動キャプチャのすべてのメリットについては、「Einstein 活動キャプチャの機能」を参照してくださ
い。
また、過去に Einstein 活動キャプチャを検討したことがある方は、Winter '21 の改善に特に高い関心を示される
ことでしょう。たとえば、Salesforce から Google へ一方向のみで取引先責任者と行動が同期されるよう選択でき
るようになりました。Winter '21 で提供される機能についての詳細は、Einstein 活動キャプチャリリースノートを
参照してください。
Lightning Sync の可用性の変更についての詳細は、「Lightning Sync: Winter ‘21 の新規のお客様はご利用いただけま
せん」を参照してください。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Einstein 活動キャプチャと Lightning Sync の比較 (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)
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Microsoft® とのインテグレーション: Einstein 活動キャプチャを使用し
た手動のメール記録、共有メールボックスのサポート、Lightning Sync
および Salesforce for Outlook の可用性の変更
Einstein 活動キャプチャでメールが無効化されている場合、営業担当は手動で Outlook インテグレーションにメー
ルを記録できます。営業担当は、Outlook 共有フォルダと代理アクセスメールボックスから Salesforce にメール
と行動を記録できるようになりました。Salesforce の新規のお客様は Lightning Sync を利用できません。Salesforce

for Outlook の廃止は延期されており、段階的な廃止スケジュールが導入される予定です。

このセクションの内容:

Outlook® インテグレーション: Einstein 活動キャプチャを使用した手動のメール記録、共有メールボックスの
サポート、対応可能時間の挿入の機能強化
Einstein 活動キャプチャでメールが無効化されている場合、Salesforce Inbox を使用していない営業担当は手動
で Outlook インテグレーションにメールを記録できます。営業担当は、Outlook 共有フォルダと代理アクセス
メールボックスからメールと行動を記録することもできます。さらに、Inbox を備えた Outlook インテグレー
ションで、[対応可能時間を挿入] ウィンドウのスタイルとアクセシビリティが更新されました。
Lightning Sync for Microsoft® Exchange: 可用性の変更と必要な設定調整
Salesforce の新規のお客様は Lightning Sync を利用できません。Microsoft Office 365®を使用している既存のお客様
は、設定を確認し、2021 年下半期に予定されている基本認証の廃止に備える必要があります。
Salesforce for Outlook: 廃止の再スケジュールと失われたアクセス権の復元
Salesforce for Outlook の廃止は延期されます。代わりに、段階的な廃止スケジュールを導入する予定です。詳
細については、このまま読み進んでください。Salesforce Classic に対するアクセス権の最近の変更によって
Salesforce for Outlook の接続がブロックされたお客様は、再接続する方法をご確認ください。

Outlook® インテグレーション: Einstein 活動キャプチャを使用した手動のメール
記録、共有メールボックスのサポート、対応可能時間の挿入の機能強化
Einstein 活動キャプチャでメールが無効化されている場合、Salesforce Inbox を使用していない営業担当は手動で
Outlook インテグレーションにメールを記録できます。営業担当は、Outlook 共有フォルダと代理アクセスメー
ルボックスからメールと行動を記録することもできます。さらに、Inbox を備えた Outlook インテグレーション
で、[対応可能時間を挿入] ウィンドウのスタイルとアクセシビリティが更新されました。

このセクションの内容:

古いバージョンの Outlook および Windows での Outlook インテグレーションのサポート継続
2021 年 12 月末まで、Outlook 2013、Outlook 2016、および Outlook 2019 のボリュームライセンスバージョンでの
Outlook インテグレーションのサポートが継続されます。以前の発表では、2020 年 12 月の Lightning Experience

での Internet Explorer 11 のサポート終了に伴い、これらのバージョンを実行している Outlook インテグレーショ
ンユーザはインテグレーションにアクセスできなくなるとなっていました。このサポート継続は、Outlook

インテグレーションのみに適用されます。Salesforce for Outlook、または Internet Explorer 11 を使用した Lightning

Experience へのアクセスには適用されません。
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Einstein 活動キャプチャが有効な場合に Outlook インテグレーションから手動でメールを記録
Einstein 活動キャプチャの設定でメールが無効になっている場合、営業担当は Outlook インテグレーションか
ら手動でメールを記録できるようになりました。以前は、設定でメールが無効になっている場合、メール
を記録するオプションはユーザに表示されませんでした。
Outlook インテグレーションでの共有メールボックスとカレンダーのサポート
営業担当は、Outlook 共有フォルダと代理アクセスメールボックスから Salesforce にメールと行動を記録でき
るようになりました。また、Outlook から直接 Salesforce レコードを作成、表示、編集することもできます。
たとえば、営業担当が別の営業担当の Outlook メールボックスとカレンダーへの代理アクセス権を付与され
たとします。その営業担当は、共有アカウントから Salesforce にメールと行動を記録できるようになりまし
た。または、営業担当が info@company123.com などの公開メールエイリアスを共有した場合、そのアドレス
から Salesforce レコードへの通信を記録できるようになりました。
Inbox を備えた Outlook インテグレーションでの対応可能時間の挿入の改善
Inbox を備えた Outlook インテグレーションで、[対応可能時間の挿入] ウィンドウのスタイルが更新されまし
た。また、これにはアクセシビリティと WCAG 2.0 コンプライアンス、ローカライズ、国際化が設定されて
います。ミーティングの詳細の定義、被招集者の選択、ミーティングに対応可能な時間の送信など、すべ
ての優れた機能がそのまま残されています。Lightning Experience からのメールも作成する場合、そこでこの
機能を使用して、顧客や見込み客とのミーティングの時間を調整できます。
Inbox を備えた Outlook インテグレーションからメール追跡の位置情報を削除
メール追跡を使用しているときに、メールが開封された場所に関する情報は 2020 年 8 月以降使用できなく
なりました。

関連トピック:

Salesforce Inbox の組織レベルのメール追跡設定の確認 (更新)

古いバージョンの Outlook および Windows での Outlook インテグレーションのサポート継続
2021 年 12 月末まで、Outlook 2013、Outlook 2016、および Outlook 2019 のボリュームライセンスバージョンでの
Outlook インテグレーションのサポートが継続されます。以前の発表では、2020 年 12 月の Lightning Experience で
の Internet Explorer 11 のサポート終了に伴い、これらのバージョンを実行している Outlook インテグレーション
ユーザはインテグレーションにアクセスできなくなるとなっていました。このサポート継続は、Outlook イン
テグレーションのみに適用されます。Salesforce for Outlook、または Internet Explorer 11 を使用した Lightning Experience

へのアクセスには適用されません。
対象: この変更は、すべてのエディションの Outlook インテグレーション (旧称 Lightning for Outlook) に適用されま
す。
対象ユーザ: この変更は、Outlook 2013、Outlook 2016、またはボリュームライセンスされた Outlook 2019 を含む古
い Outlook バージョンで Outlook インテグレーションを実行しているすべてのユーザに適用されます。
理由: お客様のご要望により実現した機能です。今は、このインテグレーションの価値ある機能の使用を継続
するためにシステムをアップグレードする最適なタイミングではありません。2021 年末以降も Outlook インテ
グレーションの使用を継続するには、今すぐアップグレードの計画を立ててください。2021 年 12 月以降は、
Office バージョン 16.0.11629 以降、Windows 10 バージョン 1903 以降が必要です。
最新の Microsoft のセキュリティおよび製品の更新を利用できるように、Outlook および Windows の最新バージョ
ンを実行することをお勧めします。さらに、Outlook インテグレーションは、Microsoft アドインフレームワーク
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に基づいて構築されています。このフレームワークの元のバージョンでは、デスクトップバージョンの Outlook

から Salesforce アドインを起動するために Internet Explorer 11 が使用されます。この要件は、Salesforce アドインだ
けではなく、このフレームに基づいて構築されたすべてのアドインに適用されていました。アドインフレーム
ワークの最新バージョンでは、アドインを起動するために Microsoft Edge を使用します。Edge は最近のバージョ
ンの Windows のネイティブブラウザです。Outlook インテグレーションは引き続き、最新テクノロジを使用する
ために最新のフレームワークバージョンに基づいて構築されます。
方法: Outlook インテグレーションは、古いバージョンの Outlook および Windows で実行する場合であっても、以
前のリリースと同じように実行されます。ただし、Lightning Experience による Internet Explorer のサポートは 2020

年 12 月 31 日に終了します。その後は、営業担当がインテグレーションから Salesforce を起動するために古い
バージョンを使用した場合、エラーが発生する場合があります。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Outlook インテグレーションのシステム要件 (リリースプレビューの時点で内容が刷新された
り、使用不能になる可能性があります)

Einstein 活動キャプチャが有効な場合に Outlook インテグレーションから手動でメールを記
録
Einstein 活動キャプチャの設定でメールが無効になっている場合、営業担当は Outlook インテグレーションから
手動でメールを記録できるようになりました。以前は、設定でメールが無効になっている場合、メールを記録
するオプションはユーザに表示されませんでした。
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。
対象ユーザ: この変更は、Einstein 活動キャプチャを使用しているが Salesforce Inbox を使用していないユーザに適
用されます。Einstein 活動キャプチャを有効にすると、Einstein 活動キャプチャ設定の対象であり、メールキャ
プチャは含まれていないユーザに、メールを手動で記録するオプションが表示されます。

ユーザがメールが有効化されている Einstein 活動キャプチャ設定の対象である場合、そのユーザのメールは自
動的に捕捉されて Salesforce に記録されます。これらのユーザには、Einstein 活動キャプチャ設定で使用可能な共
有オプションが表示されます。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Einstein 活動キャプチャを使用できるユーザの選択 (リリースプレビューの時点で内容が刷新
されたり、使用不能になる可能性があります)

Outlook インテグレーションでの共有メールボックスとカレンダーのサポート
営業担当は、Outlook 共有フォルダと代理アクセスメールボックスから Salesforce にメールと行動を記録できる
ようになりました。また、Outlook から直接 Salesforce レコードを作成、表示、編集することもできます。たと
えば、営業担当が別の営業担当の Outlook メールボックスとカレンダーへの代理アクセス権を付与されたとし
ます。その営業担当は、共有アカウントから Salesforce にメールと行動を記録できるようになりました。また
は、営業担当が info@company123.com などの公開メールエイリアスを共有した場合、そのアドレスから Salesforce

レコードへの通信を記録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 Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
時期: 共有メールボックスのサポートは、すべての Salesforce 本番組織で Winter '21 メジャーリリース更新を受信
した後に使用可能になります。メジャーリリースアップグレード日を確認するには、Trust 状況に移動してくだ
さい。
対象ユーザ: 共有メールボックスのサポートは、Salesforce 組織で拡張メールが有効になっており、次の要件を
満たしているユーザが使用できます。
• Exchange Online (ビルド 15.20.3283.23 以降)

• メールクライアントが次のいずれかである
– Microsoft 365 (別称 Office 365) サブスクリプションバージョン 1910 (ビルド 12130.20272) 以降
– Office 2019 1 回限りの購入 (小売)、ビルドバージョン 1910 (ビルド 12130.20272) 以降
– Outlook on the web

方法: 営業担当は、プライマリメールボックスまたはカレンダーからアクセスする場合と同様に、共有メール
ボックスまたはカレンダーからインテグレーションにアクセスします。共有受信箱の性質上、メール追跡や対
応可能時間の挿入機能など、一部の Salesforce Inbox の生産性機能は完全にはサポートされていません。たとえ
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ば、メールの開封は送信ユーザのエンゲージメントフィードにのみ表示されます。対応可能時間を挿入する
と、現在のユーザの対応可能時間のみが表示され、共有メールボックスの対応可能時間は表示されません。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Outlook インテグレーションでの Outlook 共有メールボックスとカレンダーに関する考慮事項
(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)

Inbox を備えた Outlook インテグレーションでの対応可能時間の挿入の改善
Inbox を備えた Outlook インテグレーションで、[対応可能時間の挿入] ウィンドウのスタイルが更新されました。
また、これにはアクセシビリティと WCAG 2.0 コンプライアンス、ローカライズ、国際化が設定されています。
ミーティングの詳細の定義、被招集者の選択、ミーティングに対応可能な時間の送信など、すべての優れた機
能がそのまま残されています。Lightning Experience からのメールも作成する場合、そこでこの機能を使用して、
顧客や見込み客とのミーティングの時間を調整できます。
対象:この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition (有料オプション)、および Essentials Edition (無料) で使用できる Salesforce Inbox に適用されます。
方法: 対応可能時間の挿入の設定方法に変更はなく、営業担当はメールの作成時に [空き状況] オプションを使
用してそれにアクセスできます。見た目が若干変わっているだけです。

関連トピック:

Lightning Experience での [対応可能時間を挿入] を使用したミーティング時間の簡単な調整
Salesforce ヘルプ: 対応可能時間を使用したミーティングのスケジュールに関する考慮事項(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)
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Inbox を備えた Outlook インテグレーションからメール追跡の位置情報を削除
メール追跡を使用しているときに、メールが開封された場所に関する情報は 2020 年 8 月以降使用できなくなり
ました。
対象:この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition (有料オプション)、および Essentials Edition (無料) で使用できる Salesforce Inbox に適用されます。
理由: カリフォルニア州消費者プライバシー法などのデータ保護とプライバシーに関する規制に準拠するため
に、メール追跡を使用しているときにこの情報は収集されなくなりました。

Lightning Sync for Microsoft® Exchange: 可用性の変更と必要な設定調整
Salesforce の新規のお客様は Lightning Sync を利用できません。Microsoft Office 365®を使用している既存のお客様は、
設定を確認し、2021 年下半期に予定されている基本認証の廃止に備える必要があります。

このセクションの内容:

Salesforce の新規のお客様は Lightning Sync を使用不可
取引先責任者と行動の同期を今回初めて検討しているお客様には、Einstein 活動キャプチャをお勧めします。
Einstein 活動キャプチャでは、同期のほかに、生産性を向上させる機能が提供されています。Lightning Sync

の可用性の変更と Einstein 活動キャプチャで使用できる最新の機能強化についての詳細は、このまま読み進
めてください。既存のお客様は Lightning Sync を引き続き使用できます。
一部の Microsoft Office 365 ユーザに必要な設定変更
Microsoft®は Microsoft Office 365®と Exchange Online での基本認証の廃止を 2021 年下半期に移動しました。サービ
スアカウントを接続方法として使用している Office 365 ユーザの場合、この時点で取引先責任者と行動の同
期が停止します。同期の中断を回避するには、Microsoft 管理者または IT プロフェッショナルと協力して
Lightning Sync の接続方法を更新します。または、Einstein 活動キャプチャへの移行を検討します。

Salesforce の新規のお客様は Lightning Sync を使用不可
取引先責任者と行動の同期を今回初めて検討しているお客様には、Einstein 活動キャプチャをお勧めします。
Einstein 活動キャプチャでは、同期のほかに、生産性を向上させる機能が提供されています。Lightning Sync の可
用性の変更と Einstein 活動キャプチャで使用できる最新の機能強化についての詳細は、このまま読み進めてく
ださい。既存のお客様は Lightning Sync を引き続き使用できます。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience、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: Winter '21 リリース後に Salesforce を購入したお客様は Lightning Sync を利用できません。Winter '21 以
降、Lightning Sync での機能強化は行われません。ただし、Winter '21 より前に Salesforce を購入したお客様は、
Lightning Sync にアクセスし、適切な Salesforce ライセンスを持つユーザの Lightning Sync を有効化できます。また、
Lightning Sync は、既存のユーザの取引先責任者と行動を引き続き同期します。
理由: より柔軟性の高い接続オプションと最適化された機能に対する要望がありました。最高の Microsoft イン
テグレーションを提供するため、1 つの同期製品の開発に力を入れることになりました。それが Einstein 活動
キャプチャです。
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Einstein 活動キャプチャを使用すると、営業担当は Lightning Sync よりさらに多くの生産性機能を活用できます。
Einstein 活動キャプチャのメリットについては、「Einstein 活動キャプチャの機能」を参照してください。
また、過去に Einstein 活動キャプチャを検討したことがある方は、Winter '21 の改善に特に高い関心を示される
ことでしょう。
• Microsoft Office 365 ユーザには、組織レベル接続とサービスアカウントという、Salesforce に接続する新しいオ

プションがあります。どちらの接続方法も OAuth 2.0 のセキュリティを提供しています。さらに、ユーザは
自分のアカウントを接続する必要がないため、ロールアウトプロセスが簡略化されます。

• Salesforce から Microsoft Exchange へ一方向のみで取引先責任者と行動の同期が行われるよう選択できます。
Winter '21 で提供される機能についての詳細は、Einstein 活動キャプチャリリースノートを参照してください。
Lightning Sync の可用性の変更についての詳細は、「Lightning Sync: Winter ‘21 の新規のお客様はご利用いただけま
せん」を参照してください。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Einstein 活動キャプチャと Lightning Sync の比較 (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

一部の Microsoft Office 365 ユーザに必要な設定変更
Microsoft® は Microsoft Office 365® と Exchange Online での基本認証の廃止を 2021 年下半期に移動しました。サービス
アカウントを接続方法として使用している Office 365 ユーザの場合、この時点で取引先責任者と行動の同期が停
止します。同期の中断を回避するには、Microsoft 管理者または IT プロフェッショナルと協力して Lightning Sync

の接続方法を更新します。または、Einstein 活動キャプチャへの移行を検討します。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されま
す。
対象ユーザ: この廃止による影響を受けるユーザは次のとおりです。
• サービスアカウントを使用して Salesforce に接続している、Exchange Online を含む Office 365 の Lightning Sync

ユーザ。
• Lightning Sync を設定する予定だが、Microsoft テナントが 2020 年 10 月以降に作成された Salesforce の既存のお

客様。これらのユーザは基本認証を使用できません。Lightning Sync を使用するには代替の認証サービスが必
要です。

次のユーザは影響を受けません。
• サービスアカウントの接続方法を使用して Salesforce に接続している、Exchange 2016® または社内の Exchange

2013® サーバのユーザ。Microsoft はこれらのサーバについて、基本認証の廃止を発表していません。
• OAuth 2.0 の接続方法を使用して Salesforce に接続している、Office 365 のユーザ。
理由: サービスアカウントの接続方法を使用している一部の Lightning Sync ユーザは、基本認証を使用して Salesforce

で Microsoft サーバを認証しています。基本認証が廃止される時点で、これらのユーザの取引先責任者と行動は
同期を停止します。
方法: 同期の中断を回避するには、会社の Microsoft 管理者または IT プロフェッショナルと協力して、廃止の影
響を受けるかどうかを確認します。次に、使用可能なソリューションを確認して、最適なソリューションを選
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択します。詳細は、「Adjust Your Sync Setup Before Basic Authentication Retirement (基本認証廃止前の同期設定の調整)」
を参照してください。

関連トピック:

外部リンク: Basic Authentication and Exchange Online (基本認証および Exchange Online – 2020 年 4 月の更新プログラ
ム)

Salesforce ヘルプ: Lightning Sync のシステム要件 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能
になる可能性があります)

Salesforce for Outlook: 廃止の再スケジュールと失われたアクセス権の復元
Salesforce for Outlook の廃止は延期されます。代わりに、段階的な廃止スケジュールを導入する予定です。詳細
については、このまま読み進んでください。Salesforce Classic に対するアクセス権の最近の変更によって Salesforce

for Outlook の接続がブロックされたお客様は、再接続する方法をご確認ください。

このセクションの内容:

Salesforce for Outlook の廃止スケジュール
よりスムーズに準備できるように、Salesforce for Outlook の廃止は延期されており、段階的な廃止スケジュー
ルが導入される予定です。詳細については、このまま読み進んでください。一足早く次世代製品 (Outlook イ
ンテグレーションと Einstein 活動キャプチャ) への移行をすでに開始している場合、移行を遅らせる必要は
ありません。準備が整っている場合は、計画どおりに移行を続行していただいて問題りません。
サービスが中断された場合のアクセスの復元
昨年導入された Microsoft® Internet Explorer® 11 (IE11) サポートの最近の変更により、Salesforce for Outlook ユーザは
サービスが中断される可能性があります。影響を受けるかどうかと、アクセスを復元する方法を確認して
ください。
バージョン固有の Salesforce for Outlook リリースノートの検索
各 Salesforce for Outlook バージョンで使用可能な更新について疑問がある場合は、Outlook/Gmail インテグレー
ション、および Inbox Trailblazer Community でバージョン固有のリリースノートを検索してください。

Salesforce for Outlook の廃止スケジュール
よりスムーズに準備できるように、Salesforce for Outlook の廃止は延期されており、段階的な廃止スケジュール
が導入される予定です。詳細については、このまま読み進んでください。一足早く次世代製品 (Outlook インテ
グレーションと Einstein 活動キャプチャ) への移行をすでに開始している場合、移行を遅らせる必要はありませ
ん。準備が整っている場合は、計画どおりに移行を続行していただいて問題りません。
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 と Salesforce Classic に適用されま
す。
時期: Salesforce for Outlook サイドパネルのアクションメニューは 2021 年 6 月に廃止されます。Salesforce for Outlook

の製品全体の廃止は 2023 年 6 月にスケジュール変更されました。以前は、廃止は 2020 年 12 月にスケジュール
されていました。
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方法: 廃止を延期するために、Internet Explorer 11 の延長サポートの終了が近づいていたため、Salesforce for Outlook

で直面していた技術的な制限に対する回避策がいくつか用意されています。ほとんどの機能の廃止は 2023 年
6 月まで延期される可能性がありますが、一部の残りの連動関係は回避できません。そのため、サイドパネル
のアクションメニューは 2021 年 6 月の廃止を余儀なくされました。
アクションメニューが廃止されると、新規レコードボタン ( ) はサイドパネルで使用できなくなります。ま
た、担当者は Salesforce for Outlook を使用して Outlook から Salesforce レコードを作成できなくなります。

残りの Salesforce for Outlook 機能は製品全体が廃止される 2023 年 6 月まで使用できます。
アクションメニューおよび製品全体の廃止についての詳細は、「Salesforce for Outlook の廃止」を参照してくだ
さい。
この間、引き続き次世代の Microsoft インテグレーション製品向けの新機能がリリースされます。Winter '21 の新
機能については、Outlook インテグレーションおよび Einstein 活動キャプチャのリリースノートを確認してくだ
さい。準備ができている場合は、すぐにでも移行することをお勧めします。移行方法については、移行ガイド
である「Salesforce for Outlook から次世代製品への移行」を確認してください。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: メールアプリケーションパブリッシャーレイアウト
Lightning Experience でサポートされるブラウザ
ナレッジ記事: Microsoft Internet Explorer 11 を使用した Lightning Experience へのアクセスのサポート延長
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サービスが中断された場合のアクセスの復元
昨年導入された Microsoft® Internet Explorer® 11 (IE11) サポートの最近の変更により、Salesforce for Outlook ユーザはサー
ビスが中断される可能性があります。影響を受けるかどうかと、アクセスを復元する方法を確認してくださ
い。
対象: この変更は、Contact Manager Edition、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、
Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: 昨年以降、Winter ’20 で Salesforce for Outlook ユーザは以下のいずれかの条件に合致するとサービスが
中断する場合があります。
• Salesforce 組織またはユーザが Salesforce Classic へのアクセス権を持たない。
• ユーザの会社が Microsoft Internet Explorer 11 のサポート延長をオプトインしなかった。
理由: 2016 年に Salesforce は IE11 での Lightning Experience のサポートを中止しました。Salesforce for Outlook は IE11 を
利用して Microsoft Outlook®からの Salesforce データを表示しているため、IE11 へのアクセスが遮断されると Salesforce

for Outlook ユーザも影響を受けます。
方法: Salesforce for Outlook へのアクセスを復元するには、提案されている回避策のいずれかを実行します。
• IE11 のサポート延長をオプトインします。
• Salesforce サブスクリプション契約に Salesforce Classic へのアクセスも含まれている場合は、システム管理者が

Salesforce Classic へのユーザアクセスを有効化することでアクセスを復元できます。
あるいは、次世代製品である Outlook インテグレーションと Einstein 活動キャプチャへの移行を検討してくださ
い。
アクセスを復元するための手順と次世代製品の詳細は、「Salesforce for Outlook No Longer Connects for Some Customers

Working from Lightning Experience (Salesforce for Outlook が一部の Lightning Experience ユーザと接続できなくなる)」を参
照してください。

関連トピック:

Lightning Experience でサポートされるブラウザ
Salesforce ヘルプ: デスクトップでの Outlook および Gmail インテグレーション (リリースプレビューの時点で内
容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: Einstein 活動キャプチャ (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる
可能性があります)

バージョン固有の Salesforce for Outlook リリースノートの検索
各 Salesforce for Outlook バージョンで使用可能な更新について疑問がある場合は、Outlook/Gmail インテグレーショ
ン、および Inbox Trailblazer Community でバージョン固有のリリースノートを検索してください。
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 と Salesforce Classic 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
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Salesforce CPQ と Salesforce Billing: 動的な見積項目納入商品ライフサ
イクル管理、スタンドアロン注文
Salesforce CPQ では、見積項目を動的に制御できます。Salesforce Billing のお客様は、顧客が購入した商品を把握
し、スタンドアロンの注文を作成できるようになりました。

メモ:  Salesforce CPQ および Salesforce Billing では、Salesforce Winter ’21 の注文の新規保存方式 (ページ 237)がサ
ポートされません。
CPQ または Billing のインストール後に「注文の新規保存方式」リリース更新を有効にした場合、パッケー
ジが正常に機能しない場合があります。また、このリリース更新を無効にするまでアップグレードする
こともできなくなります。以前の方式に戻してアップグレードを可能にするには、リリース更新を無効
にします。

このセクションの内容:

Salesforce CPQ: 動的な見積項目、商談なしの注文、修正の改善
ビジネスユニット、商品、またはテリトリーに応じて、見積に関連項目を表示します。必須の商談なしの
注文を作成します。また、営業担当は無効な開始日を使用して過去の日付にさかのぼって有効になる修正
を避け、修正見積にアドオンを作成できます。
Salesforce Billing: 納入商品ライフサイクル管理、CPQ 見積を使用しない注文、財務トランザクションレポー
ト、キャンセル済み請求の計算の調整
営業担当は、納入商品のライフサイクル全体の数量、金額、月間定期収益が表示されるダッシュボードを
使用して、顧客が何を購入したのかを把握できます。注文および注文商品を CPQ 見積から注文することな
く作成します。財務アクションに関する情報を収集し、レポートや ERP インテグレーションのために保存
します。Salesforce CPQ と Salesforce Billing 間でキャンセル済み請求の計算を調整します。

関連トピック:

ナレッジ記事: New Objects, Fields, and Permissions in Salesforce CPQ and Billing Winter ‘21 (Salesforce CPQ および Billing Winter

'21 の新しいオブジェクト、項目、権限) (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)

Salesforce CPQ: 動的な見積項目、商談なしの注文、修正の改善
ビジネスユニット、商品、またはテリトリーに応じて、見積に関連項目を表示します。必須の商談なしの注文
を作成します。また、営業担当は無効な開始日を使用して過去の日付にさかのぼって有効になる修正を避け、
修正見積にアドオンを作成できます。

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。
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このセクションの内容:

見積品目エディタに表示される見積項目の動的な制御
営業担当に必要な項目のみが表示されるように、見積項目エディタに表示する見積品目を動的に調整しま
す。特定のビジネスユニット、商品、またはテリトリーに関連する見積項目のみを表示して、営業担当の
時間を節約し、関係のない情報が表示されないようにします。見積項目セットを動的に表示または非表示
にするカスタム項目を作成し、選択リストまたは数式を使用して項目セットを管理します。
商談のない注文の作成
商談が不要な場合に CPQ 注文を作成するのが簡単になりました。CPQ 見積を注文する場合に、Salesforce CPQ

で見積に親商談が不要になりました。
修正時のアドオン商品の販売、および過去の日付にさかのぼって有効になる修正の回避
営業担当はアドオン商品を販売できるようになりました。また、開始日が既存の修正の開始日より前の修
正は作成できません。Spring '20 で導入された、過去の日付にさかのぼって有効になる修正の制限が更新さ
れ、修正見積でアドオン商品またはサブスクリプションが許可されるようになりました。以前は、営業担
当が新しい商品またはサブスクリプションを含めた場合、この制限により修正見積を保存できませんでし
た。
ソリューションキットで CPQ と B2B Commerce を接続
クロスクラウドソリューションキットは、顧客の不満につながる複雑な使用事例に対応するのに役立ちま
す。収益管理プロセスを改善するために、CPQ コネクタ使って B2B Commerce と CPQ の請求および注文情報
を統合する方法を参照してください。
見積品目エディタの商品のおすすめを使用した営業担当の売上増大
営業担当の売上増加に貢献し、見積をより効率的にすることができます。任意の推奨エンジンと一緒に
Salesforce CPQ 商品のおすすめプラグインを使用して、見積内の商品に関連する補完商品の提案を営業担当者
に提供します。営業担当は見積品目エディタの新しいボタンをクリックして、推奨商品を見積に追加可能
な [商品のおすすめ] ページに移動できます。
Salesforce Shield を使用したデータの保護
Salesforce Shield セキュリティツールを使用して、機密性の高い情報を保存するための規制を遵守します。
Shield Platform Encryption とイベントモニタリングを使用して、使用状況を監視し、保管時のデータ保護を強
化すると共に、重要なビジネス機能を保持します。
見積品目の番号項目の値が一意であることを確認する検証の追加
価格やその他のデータが正しいことを確認するために、新しい検証では見積品目の番号項目の値が一意で
あることを確認します。検証では、null 値の品目はスキップされます。
使用量ベースの価格設定を使用する組織での注文商品を有効化する権限の変更
CPQ パッケージ設定の [使用量ベースの価格設定を有効化] が有効になっている場合、注文商品を有効化す
るには、消費スケジュール、消費レート、注文商品の消費スケジュール、注文商品の消費レートに対する
「参照」権限が必要になります。以前は、これらの権限は消費スケジュールを使用する商品に関連する注
文商品を有効化する場合にのみ必要でした。
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CPQ および Advanced Approvals の権限セットライセンスへの移行が完了
Winter ’21 以降、Salesforce CPQ および Advanced Approvals では管理パッケージライセンスの代わりに権限セット
ライセンスが使用されます。

関連トピック:

ナレッジ記事: New Objects, Fields, and Permissions in Salesforce CPQ and Billing Winter ‘21 (Salesforce CPQ および Billing Winter

'21 の新しいオブジェクト、項目、権限) (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)

見積品目エディタに表示される見積項目の動的な制御
営業担当に必要な項目のみが表示されるように、見積項目エディタに表示する見積品目を動的に調整します。
特定のビジネスユニット、商品、またはテリトリーに関連する見積項目のみを表示して、営業担当の時間を節
約し、関係のない情報が表示されないようにします。見積項目セットを動的に表示または非表示にするカスタ
ム項目を作成し、選択リストまたは数式を使用して項目セットを管理します。
対象: この変更は、Salesforce CPQ のすべてのエディションの Salesforce Classic および Lightning Experience に適用され
ます。
理由: たとえば、営業チーム A はサブスクリプション商品を販売し、営業チーム B は 1 回限りの商品を販売して
いるとします。カスタム項目を使用して見積項目セットを動的に制御すると、各営業チームの商品種別に合わ
せた見積項目を見積品目エディタに表示できます。営業チーム A には、開始日、終了日、サブスクリプション
期間など、サブスクリプション商品に関連する見積項目が表示されます。営業チーム B には、1 回限りの商品
に関連する見積項目が表示されます。
方法: カスタム項目を作成し、名前を入力します。[API 参照名] 項目で、自動入力された名前を
HeaderFieldSetName に置き換えます。
表示される項目をユーザが制御できるようにするには、項目種別を[選択リスト]に設定します。オプションに
項目セットの API 参照名を入力します。項目セットに新しいカスタム項目を追加して保存します。ユーザの項
目セットが見積品目エディタのヘッダーセクションに表示されます。必ずすべての見積項目セットにカスタム
項目を追加してください。
数式を使って表示される項目を制御するには、項目種別を [数式] に設定します。項目セットの API 参照名に解
決される数式を作成します。表示する見積項目を含む項目セットの API 参照名を使用し、テキスト文字列が返
されるようにします。項目セットに新しいカスタム項目を追加して保存します。

関連トピック:

ナレッジ記事: Dynamically Display Salesforce CPQ Quote Fields in the Quote Line Editor (見積品目エディタでの Salesforce

CPQ 見積項目の動的表示)

ナレッジ記事: Salesforce CPQ Special Fields (Salesforce CPQ の特殊な項目)

IdeaExchange: Dynamic Quote Field Sets (動的な見積項目セット)

IdeaExchange: Dynamically Display Quote Fields in the Quote Line Editor (見積品目エディタでの見積項目の動的表示)
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商談のない注文の作成
商談が不要な場合に CPQ 注文を作成するのが簡単になりました。CPQ 見積を注文する場合に、Salesforce CPQ で
見積に親商談が不要になりました。
対象: この変更は、Salesforce CPQ+ の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
理由: 以前は、Salesforce CPQ では親商談のない CPQ 見積を注文することはできませんでした。ただし、e コマー
ス、セルフサービス、ダイレクトセールスなどの多くの CPQ の使用事例では商談が不要です。CPQ 実装でこれ
らの使用事例のいずれかを扱う場合、不要な商談を作成する必要がなくなりました。
方法: Salesforce CPQ の [注文] パッケージ設定で、[商談なしの注文を作成] を選択します。

修正時のアドオン商品の販売、および過去の日付にさかのぼって有効になる修正の回避
営業担当はアドオン商品を販売できるようになりました。また、開始日が既存の修正の開始日より前の修正は
作成できません。Spring '20 で導入された、過去の日付にさかのぼって有効になる修正の制限が更新され、修正
見積でアドオン商品またはサブスクリプションが許可されるようになりました。以前は、営業担当が新しい商
品またはサブスクリプションを含めた場合、この制限により修正見積を保存できませんでした。
対象: この変更は、Salesforce CPQ のすべてのエディションの Lightning Experience および Salesforce Classic に適用され
ます。
方法: 過去の日付にさかのぼって有効になる修正の制限に対するこの更新にアクセスするには、Winter '21 リリー
スを使用していることを確認します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: サブスクリプション開始日修正のガイドライン (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)

ソリューションキットで CPQ と B2B Commerce を接続
クロスクラウドソリューションキットは、顧客の不満につながる複雑な使用事例に対応するのに役立ちます。
収益管理プロセスを改善するために、CPQ コネクタ使って B2B Commerce と CPQ の請求および注文情報を統合す
る方法を参照してください。

このセクションの内容:

商品と価格設定データの同期ソリューションキット
CPQ と B2B Commerce の商品および価格設定データの一元化された情報源を確立します。
カートと見積のリンクソリューションキット
B2B Commerce のカートを CPQ に統合し、営業担当が見積と顧客の最終処理を行い注文を完了できるように
します。
カートとキャッシュのリンクソリューションキット
収益管理プロセスを改善するために、B2B Commerce を CPQ の請求および注文情報に接続します。

商品と価格設定データの同期ソリューションキット
CPQ と B2B Commerce の商品および価格設定データの一元化された情報源を確立します。
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対象ユーザ: 商品に関するデータを同期するために、Salesforce CPQ と B2B Commerce を統合する必要があるビジネ
ス。
理由: 特定の商品、設定、ベストプラクティスのおすすめに従って実装を簡素化します。
方法: 完全なソリューションキットを Salesforce ヘルプで確認するか、または PDF としてダウンロードします。
このソリューションキットは、『Transform the Consumer Experience (カスタマーエクスペリエンスのトランスフォー
メーション)』 Customer 360 ガイドの一部です。

カートと見積のリンクソリューションキット
B2B Commerce のカートを CPQ に統合し、営業担当が見積と顧客の最終処理を行い注文を完了できるようにしま
す。
対象ユーザ: カートを見積にリンクするために、Salesforce CPQ と B2B Commerce を統合する必要があるビジネス。
理由: 特定の商品、設定、ベストプラクティスのおすすめに従って実装を簡素化します。
方法: 完全なソリューションキットを Salesforce ヘルプで確認するか、または PDF としてダウンロードします。
このソリューションキットは、『Transform the Consumer Experience (カスタマーエクスペリエンスのトランスフォー
メーション)』 Customer 360 ガイドの一部です。

カートとキャッシュのリンクソリューションキット
収益管理プロセスを改善するために、B2B Commerce を CPQ の請求および注文情報に接続します。
対象ユーザ: カートデータをキャッシュフローデータにリンクするために、Salesforce CPQ と B2B Commerce を統合
する必要があるビジネス。
理由: 特定の商品、設定、ベストプラクティスのおすすめに従って実装を簡素化します。
方法: 完全なソリューションキットを Salesforce ヘルプで確認するか、または PDF としてダウンロードします。
このソリューションキットは、『Transform the Consumer Experience (カスタマーエクスペリエンスのトランスフォー
メーション)』 Customer 360 ガイドの一部です。

見積品目エディタの商品のおすすめを使用した営業担当の売上増大
営業担当の売上増加に貢献し、見積をより効率的にすることができます。任意の推奨エンジンと一緒に Salesforce

CPQ 商品のおすすめプラグインを使用して、見積内の商品に関連する補完商品の提案を営業担当者に提供しま
す。営業担当は見積品目エディタの新しいボタンをクリックして、推奨商品を見積に追加可能な [商品のおす
すめ] ページに移動できます。
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。
方法: 設定エディタの [プラグイン] タブで、[商品のおすすめプラグイン] をクリックして適切な商品を選択し
ます。見積品目エディタに [おすすめを追加]ボタンを追加するには、[おすすめを追加] カスタムアクションボ
タンを有効にします。
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商品のおすすめ機能を完全に有効にするには、プラグインインターフェースの独自の実装を提供する必要があ
ります。独自の推奨エンジンを作成するか、サードパーティのサービスを利用できます。

関連トピック:

Recommended Products Plugin Guide (商品のおすすめプラグインガイド) (リリースプレビューの時点で内容が刷
新されたり、使用不能になる可能性があります)

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

Salesforce Shield を使用したデータの保護
Salesforce Shield セキュリティツールを使用して、機密性の高い情報を保存するための規制を遵守します。Shield

Platform Encryption とイベントモニタリングを使用して、使用状況を監視し、保管時のデータ保護を強化すると
共に、重要なビジネス機能を保持します。
対象ユーザ: この変更は、Salesforce Shield またはイベントモニタリングおよび Shield Platform Encryption 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。
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: Shield Platform Encryption を設定するには、テナントの秘密を生成し、暗号化する標準項目およびカスタム
項目を指定します。イベントモニタリングを使用するには、SOAP または REST API を使用して EventLogFile オブ
ジェクトを照会するか、単にイベントログファイルをダウンロードします。その後、任意の視覚化ツールを使
用して情報を表示できます。

見積品目の番号項目の値が一意であることを確認する検証の追加
価格やその他のデータが正しいことを確認するために、新しい検証では見積品目の番号項目の値が一意である
ことを確認します。検証では、null 値の品目はスキップされます。
対象: この変更は、Salesforce CPQ のすべてのエディションの Lightning Experience および Salesforce Classic に適用され
ます。
理由: 見積または見積品目グループの品目の順序は、[番号] 項目 (SBQQ.QuoteLine オブジェクトでは API 参照名
Number__c) によって決まります。この項目は、自動的に入力されるか、カスタムコード、自動化、またはそ
の他の手段で操作できます。以前は、2 つ以上の見積品目に同じ番号値を使用することができたため、品目間
の他のデータの価格設定や転置が正確ではありませんでした。

使用量ベースの価格設定を使用する組織での注文商品を有効化する権限の変更
CPQ パッケージ設定の [使用量ベースの価格設定を有効化] が有効になっている場合、注文商品を有効化するに
は、消費スケジュール、消費レート、注文商品の消費スケジュール、注文商品の消費レートに対する「参照」
権限が必要になります。以前は、これらの権限は消費スケジュールを使用する商品に関連する注文商品を有効
化する場合にのみ必要でした。
対象: この変更は、Salesforce CPQ の Salesforce Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
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CPQ および Advanced Approvals の権限セットライセンスへの移行が完了
Winter ’21 以降、Salesforce CPQ および Advanced Approvals では管理パッケージライセンスの代わりに権限セットラ
イセンスが使用されます。
対象: この変更は、Salesforce CPQ のすべてのエディションの Lightning Experience および Salesforce Classic に適用され
ます。

関連トピック:

ナレッジ記事: Salesforce CPQ Error 'As of Winter ’21, Salesforce CPQ requires permission set licenses instead of managed package

licenses. Contact your Salesforce CPQ admin about upgrading.' (Salesforce CPQ エラー「Winter ’21 で、Salesforce CPQ に管理
パッケージライセンスではなく権限セットライセンスが必要になります。アップグレードについては Salesforce

CPQ 管理者にお問い合わせください。」)

ナレッジ記事: Best Practices for CPQ Winter '21 Profiles and Permission Sets (CPQ Winter '21 プロファイルおよび権限セッ
トのベストプラクティス)

Salesforce Billing: 納入商品ライフサイクル管理、CPQ 見積を使用しない注文、
財務トランザクションレポート、キャンセル済み請求の計算の調整
営業担当は、納入商品のライフサイクル全体の数量、金額、月間定期収益が表示されるダッシュボードを使用
して、顧客が何を購入したのかを把握できます。注文および注文商品を CPQ 見積から注文することなく作成し
ます。財務アクションに関する情報を収集し、レポートや ERP インテグレーションのために保存します。Salesforce

CPQ と Salesforce Billing 間でキャンセル済み請求の計算を調整します。

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:

顧客納入商品ライフサイクル管理を使用して顧客が購入した商品を把握
顧客納入商品ライフサイクル管理を使用して、サブスクリプションまたはサービスの初回販売から終了日
まで、顧客が購入した商品を表示します。取引先、営業、サービスの各担当は、納入商品のライフサイク
ル中に納入商品の数量、金額、月間経常収益 (MRR) をいつでも確認できるようになりました。また、関連す
る請求書品目、変更の元、およびその他の情報も参照できます。ビジネスは、購入を 1 つのシステムに統
合して、サブスクリプションやその他の複雑な商品の管理を容易にし、ダッシュボードやレポートにトレ
ンドを表示します。開発者またはインテグレータは、納入商品オブジェクトを拡張する新しいオブジェク
トと項目を使用して、ライフサイクル管理対象納入商品の作成、変更、キャンセルを自動化します。
CPQ 見積を使用しない注文および注文商品の作成
最初に CPQ 見積を作成せずに Salesforce および Salesforce Billing で注文と注文商品を管理します。注文およびそ
の注文商品を自分で、または API を介して作成し、Salesforce Billing に渡すことができるようになりました。
この種別の注文はスタンドアロン注文と呼ばれます。外部プラットフォームで見積と商談を管理し、Salesforce

Billing を使用して注文管理と請求を行うように計画している場合、スタンドアロン注文が役立ちます。
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Salesforce Billing オブジェクトの財務アクションに関する情報の収集
財務アクションに関する情報を収集し、レポートや ERP インテグレーションのために保存します。財務ト
ランザクションレコードは、Salesforce Billing で実行されたアクションに基づいて財務トランザクションを追
跡するのに役立ちます。これにより、ERP インテグレーションを簡略化できます。財務残高スナップショッ
トは、経時的な残高の変化を追跡し、履歴残高や特定の日付の残高に関するレポートを作成するのに役立
ちます。Salesforce および Tableau レポートを使用して重要な財務情報を追跡し、財務アクションの影響を受
けるすべてのレコードで経過期間または不良債権の状況に対処できます。
請求期間に基づくキャンセルおよび修正の計算の調整
Salesforce CPQ と Salesforce Billing 間のキャンセル済み請求の計算を簡単に調整できるようになりました。
テストゲートウェイアダプタを使用した Salesforce Billing 支払機能の実証
簡単に Salesforce Billing 支払機能をテストして、パートナーや見込み客に実証できるようになりました。確立
された支払ゲートウェイへの接続を必要としないテスト支払ゲートウェイアダプタを使用して支払を実証
できます。
Salesforce Billing での外部承認済み支払の捕捉
外部で処理された支払承認を捕捉し、Salesforce Billing で管理します。
請求期間作成ロジックの更新
Salesforce Billing で請求期間が誤って計算される問題が修正されました。以前は、Salesforce Billing で最終月に注
文商品の請求日が含まれていない期間に続く請求期間が正しく作成されませんでした。この請求期間の食
い違いにより、顧客の請求書品目で予期しない残高が発生していました。

関連トピック:

ナレッジ記事: New Objects, Fields, and Permissions in Salesforce CPQ and Billing Winter ‘21 (Salesforce CPQ および Billing Winter

'21 の新しいオブジェクト、項目、権限) (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)

顧客納入商品ライフサイクル管理を使用して顧客が購入した商品を把握
顧客納入商品ライフサイクル管理を使用して、サブスクリプションまたはサービスの初回販売から終了日ま
で、顧客が購入した商品を表示します。取引先、営業、サービスの各担当は、納入商品のライフサイクル中に
納入商品の数量、金額、月間経常収益 (MRR) をいつでも確認できるようになりました。また、関連する請求書
品目、変更の元、およびその他の情報も参照できます。ビジネスは、購入を 1 つのシステムに統合して、サブ
スクリプションやその他の複雑な商品の管理を容易にし、ダッシュボードやレポートにトレンドを表示しま
す。開発者またはインテグレータは、納入商品オブジェクトを拡張する新しいオブジェクトと項目を使用し
て、ライフサイクル管理対象納入商品の作成、変更、キャンセルを自動化します。
対象:この変更は、Salesforce Billing が付属する Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer

Edition の Lightning Experience に適用されます。
理由: ダッシュボードには、顧客の納入商品 (物理的な商品、サブスクリプション商品、使用量ベースの商品、
プロフェッショナルサービス、またはアフターサービス) の今日の時点での概要が表示されます。数量、金額、
月間定期収益に加えて、請求書品目の残高の概要カードが含まれます。グラフには、納入商品のライフサイク
ル全体を通して、数量と MRR の変化が表示されます。
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ダッシュボードと関連ページを更新するバックグラウンドプロセスが、組織のサーバのタイムゾーンで毎晩午
前 1 時に実行されます。
[変更を表示]ダッシュボードリンクを使用して、納入商品のライフサイクルの開始から終了までの変更の詳細
を表示するグラフと関連リストを参照できます。担当は、参照したい日付範囲を設定することができ (1)、ブ
ルーまたはオレンジのドットの上にマウスポインタを置くと詳細が表示されます (2)。この経時的な表示を使
用して、顧客が更新しているか、成長に合わせてライセンスが追加されているかなど、トレンドを追跡するこ
とができます。

開発者またはインテグレータは次を含めることができます。
• 納入商品アクションの元 (注文商品、作業指示品目、または外部参照)。これらを参照するには、納入商品

アクションの名前をクリックし、[関連] タブをクリックします。
• 各変更のビジネスカテゴリ (初回販売、更新など)。これらのカテゴリをレポートに含めて、収益の増減を

把握することができます。
[関連請求書品目を表示] をクリックすると、[請求書品目] 関連リストが開きます。
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方法: 開発者と Salesforce システム管理者の「納入商品ライフサイクル管理 API へのアクセスを許可」権限を有
効にします。
最初に、開発者が Salesforce またはサードパーティの E コマース、見積、注文管理、その他のアプリケーション
から、Customer Asset Lifecycle Management をセールスまたはその他のチャネルに統合します。開発者は、Connect

REST API を使用して、ライフサイクル管理対象納入商品の作成、変更、キャンセルを自動化します。詳細は、
「新規および変更された Connect REST API リソース」の「顧客納入商品ライフサイクル管理」を参照してくださ
い。
次に [設定] でシステム管理者が、納入商品ページに Lightning アプリケーションビルダーを 2 つ追加します。1

つはダッシュボード、もう 1 つは各グラフに使用します。ビジネスプロセスをサポートするように、ライフサ
イクルが管理される新しいオブジェクトと項目を設定し、項目レベルセキュリティを使用して担当にライフサ
イクル管理対象納入商品へのアクセス権を付与します。

CPQ 見積を使用しない注文および注文商品の作成
最初に CPQ 見積を作成せずに Salesforce および Salesforce Billing で注文と注文商品を管理します。注文およびその
注文商品を自分で、または API を介して作成し、Salesforce Billing に渡すことができるようになりました。この種
別の注文はスタンドアロン注文と呼ばれます。外部プラットフォームで見積と商談を管理し、Salesforce Billing

を使用して注文管理と請求を行うように計画している場合、スタンドアロン注文が役立ちます。
対象: この変更は、Salesforce Billing の Salesforce Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
方法: Salesforce CPQ で作成された注文および注文商品のいくつかの項目値は、親商品および見積品目から継承さ
れます。CPQ を使用せずに注文を作成する場合、これらの値を自分で入力するか、API 経由で入力する必要が
あります。スタンドアロン注文および注文商品の請求の準備ができていることを確認する検証や他の Salesforce

Billing 機能が導入されました。これらを有効にするには、Salesforce Billing パッケージ設定に移動し、[請求注文検
証を有効化] を選択します。

重要: スタンドアロン注文と注文商品を作成するには、Salesforce CPQ パッケージもインストールされてい
る必要があります。ユーザは Salesforce CPQ の機能やオブジェクトを使用しませんが、Salesforce Billing はい
くつかの機能とワークフローで CPQ パッケージに対する内部検証を実行します。

Salesforce Billing オブジェクトの財務アクションに関する情報の収集
財務アクションに関する情報を収集し、レポートや ERP インテグレーションのために保存します。財務トラン
ザクションレコードは、Salesforce Billing で実行されたアクションに基づいて財務トランザクションを追跡する
のに役立ちます。これにより、ERP インテグレーションを簡略化できます。財務残高スナップショットは、経
時的な残高の変化を追跡し、履歴残高や特定の日付の残高に関するレポートを作成するのに役立ちます。
Salesforce および Tableau レポートを使用して重要な財務情報を追跡し、財務アクションの影響を受けるすべて
のレコードで経過期間または不良債権の状況に対処できます。
対象: この変更は、Salesforce Billing の Salesforce Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
方法: 親財務トランザクションを作成し、Salesforce Billing の財務アクション後のレコードの状態に関する情報を
入力します。たとえば、請求書を顧客に転記したときに財務トランザクションを作成し、顧客が請求書の支払
を行ったときに別のトランザクションを作成することができます。トランザクションレコードごとに、請求書
の転記と請求書の支払の財務データをそれぞれ記録します。
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請求書、支払、返金、クレジットノート、デビットノートに関する財務トランザクションを保存すると、
Salesforce Billing で財務残高スナップショットが作成されます。スナップショットは、財務アクション後の経時
的な請求書、支払、返金、クレジットノート、デビットノートの残高を表します。財務残高スナップショット
を確認して、経時的な請求書残高の変化を追跡できます。
レポートを実行して、レコード ID、法人、取引先などの値で絞り込まれた財務残高スナップショットのグルー
プを表示することをお勧めします。このプロセスにより、ライフサイクル全体で重要な財務エンティティに加
えられた変更を追跡できます。

メモ: 財務トランザクションおよび財務残高スナップショットは Salesforce オブジェクトです。ただし、こ
れらは Salesforce Billing ユーザのみが使用できます。

請求期間に基づくキャンセルおよび修正の計算の調整
Salesforce CPQ と Salesforce Billing 間のキャンセル済み請求の計算を簡単に調整できるようになりました。
対象: この変更は、Salesforce Billing の Salesforce Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
理由: Salesforce CPQ と Salesforce Billing では、按分期間の計算に使用される数式が異なります。注文商品の請求項
目に応じて、Salesforce Billing は注文商品の全体的な期間を CPQ で使用されていた按分期間よりも多いまたは少
ない按分期間に分割する場合があります。CPQ と Billing で按分期間の数が異なる場合、注文商品をキャンセル
すると、Salesforce Billing と Salesforce CPQ でキャンセル金額が異なる可能性があります。
[サブスクリプションの按分精度] パッケージ設定に [按分日 (暦月単位 + 日単位)] が追加されました。また、[按
分日] 項目が見積に追加されました。[按分日 (暦月単位 + 日単位)] が有効な場合、Salesforce CPQ は見積の按分日
に基づいて按分期間を計算します。見積の按分日が最終的な注文商品の請求日と一致する場合、CPQ と Billing

は注文商品に同じ按分期間を使用します。
方法: キャンセル金額が常に同じになるように CPQ と Billing の按分期間を調整する場合、[按分日 (暦月単位 + 日
単位)] を選択します。次に、見積に移動して、その [按分日] 項目を見積の注文で使用する請求日と同じ値に設
定します。

テストゲートウェイアダプタを使用した Salesforce Billing 支払機能の実証
簡単に Salesforce Billing 支払機能をテストして、パートナーや見込み客に実証できるようになりました。確立さ
れた支払ゲートウェイへの接続を必要としないテスト支払ゲートウェイアダプタを使用して支払を実証できま
す。
対象: この変更は、Salesforce Billing の Salesforce Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
理由:以前は、Salesforce Billing 支払機能の実証やテストを行うのに、支払ゲートウェイに接続する必要がありま
した。ただし、完全に実装された支払ゲートウェイアダプタへのアクセス権がない場合や、実証が Sandbox 組
織の一部である場合にゲートウェイに接続できないことがありました。今回のリリースでは、実証およびテス
ト専用に構築されたサンプル支払ゲートウェイに支払情報を渡すテストゲートウェイアダプタを設定できるよ
うになりました。
テストゲートウェイは、定義済みの入力値に基づいて、失敗、成功、または不確定の応答を送信するため、イ
ンテグレーションの応答プロセスをすばやく実証できます。インテグレーションをすばやくテストしたり、接
続を設定せずに顧客に実証したりできます。
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方法: テスト支払ゲートウェイアダプタのコードは、オープンソースプロジェクトおよび未管理パッケージと
して提供されます。設定の詳細やウォークスルーについては、『Mock Adapter Reference Documentation (モックア
ダプタリファレンスドキュメント)』を参照してください。

Salesforce Billing での外部承認済み支払の捕捉
外部で処理された支払承認を捕捉し、Salesforce Billing で管理します。
対象: この変更は、Salesforce Billing の Salesforce Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
理由: 以前は、Salesforce Billing 支払 API で外部システムの支払承認を捕捉できませんでしたが、外部システムで
行われた支払承認を記録し、Salesforce Billing で捕捉できるようになりました。その後、後で Salesforce Billing を使
用して支払を捕捉し、支払ライフサイクルを管理できます。
方法:まず、外部認証を Salesforce Billing 支払承認オブジェクトに同期します。その後、捕捉する支払承認レコー
ドと支払金額を入力パラメータとして受け入れる CaptureTransaction API を使用できます。トランザクションに成
功すると、Salesforce Billing で転記された支払レコードが作成されます。支払レコードは、支払承認レコードに
関連します。また、CaptureTransaction API から成功メッセージで応答が返されます。
トランザクションに失敗すると、CaptureTransaction API からエラーメッセージで応答が返されます。

請求期間作成ロジックの更新
Salesforce Billing で請求期間が誤って計算される問題が修正されました。以前は、Salesforce Billing で最終月に注文
商品の請求日が含まれていない期間に続く請求期間が正しく作成されませんでした。この請求期間の食い違い
により、顧客の請求書品目で予期しない残高が発生していました。
対象: この変更は、Salesforce Billing の Salesforce Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
理由: [請求日] または [請求日を上書き] 項目の数値が正確でない月に請求期間が含まれる場合があります。その
ような場合、Salesforce Billing では、誤って注文商品の終了日がその月の最終日に設定されます。ただし、この
設定により、次の請求期間の開始日が請求日または請求日に最も近い日付にならなくなります。
たとえば、請求日が 31 日に設定された、2020 年 1 月 25 日から 2020 年 6 月 24 日まで実行される注文商品がある
とします。注文商品で生成される最初の 5 つの請求書品目を見てみましょう。
修正前

• 期間 1: 2020 年 1 月 25 日～ 2020 年 1 月 30 日
– この部分期間により、次の期間は期待どおりに請求日から開始できます。

• 期間 2: 1 月 31 日～ 2 月 29 日
– 2 月には 31 日がないため、Salesforce Billing は終了日を 2 月 29 日に設定します。ただし、この設定によ

り、次の期間は 2 月 29 日ではなく、3 月 1 日から開始されます。
• 期間 3: 3 月 1 日～ 2 月 30 日
• 期間 4: 3 月 31 日～ 4 月 30 日

– 4 月には 31 日がないため、Salesforce Billing は終了日を 4 月 30 日に設定します。ただし、この設定によ
り、次の期間は 4 月 30 日ではなく、5 月 1 日から開始されます。

• 期間 5: 5 月 1 日～ 5 月 30 日
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Salesforce Billing Winter '21 以降では、2 番目と 4 番目の請求期間が月の最終日の 1 日前に終了します。この設定に
より、3 番目と 5 番目の期間が期待どおりに請求日に最も近い日付から開始されます。
修正後

• 期間 1: 2020 年 1 月 25 日～ 2020 年 1 月 30 日
• 期間 2: 2020 年 1 月 31 日～ 2020 年 2 月 28 日
• 期間 3: 2020 年 2 月 29 日～ 2020 年 3 月 30 日

– 29 日は、2 月の請求日に最も近い日付です。
• 期間 4: 2020 年 3 月 31 日～ 2020 年 4 月 29 日
• 期間 5: 2020 年 4 月 30 日～ 2020 年 5 月 30 日

– 30 日は、4 月の請求日に最も近い日付です。

Sales Cloud のその他の変更
使い勝手をよくするために加えられたその他の変更について説明します。

このセクションの内容:

Salesforce Inbox の組織レベルのメール追跡設定の確認 (更新)

この更新により、Salesforce Inbox のメール追跡が無効になっている場合の矛盾が修正されますが、ユーザは
引き続き追跡機能を使用でき、追跡情報は引き続き収集されます。

Salesforce Inbox の組織レベルのメール追跡設定の確認 (更新)
この更新により、Salesforce Inbox のメール追跡が無効になっている場合の矛盾が修正されますが、ユーザは引
き続き追跡機能を使用でき、追跡情報は引き続き収集されます。
対象:この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition (有料オプション)、および Essentials Edition (無料) で使用できる Salesforce Inbox に適用されます。
時期: Salesforce は、この更新を Winter ’21 のパッチ 14 で適用します。インスタンスのメジャーリリースアップグ
レード日を確認するには、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブをクリックしま
す。
理由: この更新では、Inbox の [設定アシスタント] ページにあるメール追跡設定で機能が有効か無効かが適切に
反映されます。無効な場合、Inbox ユーザはメール追跡機能を使用できなくなり、Salesforce は受信者のメール
へのエンゲージメントに関する情報を収集しません。
方法: メール追跡設定が有効になっている場合、組織への変更はありません。営業担当は引き続き Inbox の追跡
機能を使用できます。この設定が無効になっている場合、または無効に設定することを選択した場合、この更
新によって追跡機能が無効になります。追跡情報は収集されなくなります。

関連トピック:

リリース更新
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Industries: ドキュメント管理、売上予測、公開サービス最適化、
その他

Winter '21 では、Salesforce の業種固有のソリューションがさらに強化され、顧客との距離が近づきます。Health

Cloud では、患者受け入れのドキュメント管理が合理化されるほか、新しい在庫管理機能と売上予測機能が提
供されます。Financial Services Cloud では、新しいコミュニティポータルテンプレート、準拠データ共有、改善さ
れたレコードの積み上げ集計が提供されます。Consumer Goods Cloud は店舗訪問の計画と在庫の維持に役立ちま
す。Manufacturing Cloud では、払い戻しと取引先販売予測をより詳細に制御できます。新しいデータ処理エンジ
ンが背景で動作しており、Salesforce データを活用してビジネスへの影響を増大するのに役立ちます。これらに
加えて、Salesforce の業種固有のソリューションラインアップに Public Sector Foundation が新しく追加されました。
これにより、行政サービス提供者とユーザに高度なサポートが提供されます。

このセクションの内容:

Health Cloud: インテリジェントなドキュメントの自動化と在庫管理
患者の受け入れは、効率的なヘルスケア提供の大きな課題になります。Salesforce の新しいドキュメント管
理機能と紹介管理機能により、患者と患者に必要なプログラムとサービスを容易に一致させることができ
ます。インテリジェントなセールスも進化し、モバイルアプリケーションでの在庫管理と商品の逐次化に
よって営業担当の新規開拓を支援します。
Financial Services Cloud: 新しいコミュニティポータルテンプレート、準拠データ共有、改善されたレコードの
積み上げ集計、その他の便利な機能
新しい Financial Services ポータルで、カスタマーエクスペリエンスを強化します。準拠データ共有を使用し
て、プレイバシー規制と会社のポリシーへの準拠を強化します。ケースレコードを世帯レベルで積み上げ
集計することで、すべての世帯ケースの統合ビューをユーザに提供します。新しい [レコードの積み上げ集
計設定] カスタム設定で、レコードの一括積み上げ集計をスピードアップします。
Public Sector Solutions: ライセンスと許可の管理をよりシンプルに、高速に、そして透過的に (正式リリース)

Salesforce プラットフォームに構築された Public Sector Solutions により政府および公共機関にデジタルトランス
フォーメーションのメリットがもたらされます。代理指定人と従業員を同様に満足させる、よりシンプル
で高速かつ透過的なプロセスを構築できるようになりました。
Consumer Goods Cloud: 直接店舗配送、訪問推奨などの機能
Einstein が推奨する訪問により、営業担当は適切な店舗を的確なタイミングで法網できます。配送 ToDo を使
用すると、すべての店舗で商品の在庫を保証できます。営業マネージャとフィールド営業担当者は、Consumer

Goods オブジェクトをモバイルでも管理できるようになり、迅速な対応が可能になります。
Manufacturing Cloud: 払い戻し (パイロット)、機能強化された取引先販売予測
払い戻し管理を使用して、量および金額ベースの払い戻しプログラムを実行します。注文と商品を含む
Salesforce データを使用して、払い戻しプログラムを管理し、状況に応じて支払を計算します。払い戻し計
算を柔軟に実行し、パートナー間の信頼を築き、期間の終了時にまたは任意のタイミングで支払情報を分
析します。販売計画の更新期間を定義します。取引先販売予測の販売計画を選択します。商談の確度と商
品スケジュールを使用して、取引先販売予測の商談指標の値を計算します。
一括管理: 数回のクリックでの大量のデータの処理 (パイロット)

一括管理を使用して、Salesforce 組織の数百万件のレコードを処理します。[ワークフローサービスを監視] を
使用して、一括処理ジョブの状況と健全性を追跡します。
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Data Processing Engine: まったく新しい方法での組織のデータの変換 (パイロット)

Salesforce 組織の標準オブジェクトとカスタムオブジェクトからデータを抽出し、ビジネス要件に基づいて
変換します。次に、変換されたデータでレコードを更新または作成します。
公衆衛生向け緊急時対応管理
公衆衛生向け緊急時対応管理には、Winter '21 リリースの転送アップグレードを処理するための Salesforce 組
織の新しい互換性要件があります。

Health Cloud: インテリジェントなドキュメントの自動化と在庫管理
患者の受け入れは、効率的なヘルスケア提供の大きな課題になります。Salesforce の新しいドキュメント管理機
能と紹介管理機能により、患者と患者に必要なプログラムとサービスを容易に一致させることができます。イ
ンテリジェントなセールスも進化し、モバイルアプリケーションでの在庫管理と商品の逐次化によって営業担
当の新規開拓を支援します。

このセクションの内容:

Winter '21 アップグレードの前提条件
Health Cloud には、Winter '21 リリースの転送アップグレードを処理するための Salesforce 組織の新しい互換性
要件があります。将来のアップグレードが成功するように、レコードのデータ保護とプライバシーの詳細
を有効にする必要があります。
インテリジェントなドキュメントの自動化: 患者サービスおよびサポートの受け入れの合理化
必要なケアに患者を移行するまでの時間を短縮します。すべてを備えた 1 つの使いやすいインターフェー
スで、ドキュメントの受け取りから、患者レコードの作成またはプログラムへの患者の登録に直接移動し
ます。
Intelligent Sales: モバイルでのフィールド在庫管理、商品の逐次化、他
Intelligent Sales がさらに進化し、商品の逐次化とモバイルデバイスでのフィールド在庫管理に対応しました。
担当者は、Intelligent Sales モバイルアプリケーションを使用して、外出先で在庫を管理できるようになりま
した。また、訪問の合間に商品を追跡し、シリアル番号を使用して要求を転送できます。
Einstein Analytics for Healthcare の機能強化により使用事例に合わせてヘルスケアアプリケーションをカスタマ
イズ
Einstein Analytics for Healthcare アプリケーションを使用事例ごとにカスタマイズできるようになりました。使
用するデータのダッシュボードのみを組織にインストールできます。
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。
Health Cloud の新規アプリケーションビルダーコンポーネント
Lightning アプリケーションビルダーでこの新しいコンポーネントを使用して Health Cloud ページを作成また
はカスタマイズします。
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Winter '21 アップグレードの前提条件
Health Cloud には、Winter '21 リリースの転送アップグレードを処理するための Salesforce 組織の新しい互換性要件
があります。将来のアップグレードが成功するように、レコードのデータ保護とプライバシーの詳細を有効に
する必要があります。
方法:

1. [設定] から [クイック検索] ボックスに「データ保護とプライバシー」と入力し、[データ保護とプライバシー]

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

クします。

インテリジェントなドキュメントの自動化: 患者サービスおよびサポートの受
け入れの合理化
必要なケアに患者を移行するまでの時間を短縮します。すべてを備えた 1 つの使いやすいインターフェース
で、ドキュメントの受け取りから、患者レコードの作成またはプログラムへの患者の登録に直接移動します。
対象:この変更は、Health 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: この機能を使用するには、Salesforce で Health Cloud ライセンスがプロビジョニングされている必要
があります。
• すべてのユーザに Health Cloud 権限セットライセンスと Health Cloud プラットフォーム権限セットライセンス

が必要です。
• 受け入れコーディネータには、「設定・定義の参照」、「ドキュメントチェックリスト」、および「Health

Cloud の基盤」権限が必要です。
• ユーザには、ドキュメントチェックリスト項目オブジェクト、ロケーションオブジェクト、受け取り済み

ドキュメント、および OCR ドキュメントスキャン結果オブジェクトへのフルアクセスが必要です。
理由: Salesforce Platform 上に構築されたインテリジェントなドキュメントの自動化を使用すると、堅牢な機能セッ
トにより製品化までの期間を短縮できます。Einstein が提供する人工知能を使用すると、独自のスコアリングア
ルゴリズムを開発して OCR テクノロジーを使用できます。インテグレーションや視覚チェックなど、パート
ナーエコシステムからの提供サービスをバンドルすることができます。ドキュメントの進行状況を追跡するた
めに使用できる新しい標準レポートタイプもあります。

このセクションの内容:

受け入れドキュメントのより適切な処理
好きか嫌いかにかかわらず、患者をケアプログラムに参加させるには多くの事務処理が伴います。処理す
る必要があるドキュメントの数を減らすことはできませんが、すべてのドキュメントを 1 か所で容易に操
作できるようにしました。これにより、Fax、メール、書類を巧みに操作する必要がなくなります。
紹介の管理
Health Cloud では、すべての紹介元用の統合ワークスペースが提供されます。紹介の処理にかかる時間を短
縮し、コンバージョン率を向上し、エラーを削減することで、提供者と患者の満足度を高めます。
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受け入れドキュメントのデータの暗号化
セキュリティとコンプライアンスを強化するために、ヘルスケア受け入れプロセスの一環として受け取っ
たドキュメントから抽出したデータを、プラットフォーム暗号化を使用して保護することを検討してくだ
さい。

受け入れドキュメントのより適切な処理
好きか嫌いかにかかわらず、患者をケアプログラムに参加させるには多くの事務処理が伴います。処理する必
要があるドキュメントの数を減らすことはできませんが、すべてのドキュメントを 1 か所で容易に操作できる
ようにしました。これにより、Fax、メール、書類を巧みに操作する必要がなくなります。
対象:この変更は、Health 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: この機能を使用するには、Salesforce で Health Cloud ライセンスがプロビジョニングされている必要
があります。
理由: 受け入れコーディネータが患者を在宅医療サービスに参加させたり、ケースマネージャが患者をプログ
ラムに登録したりするときに、必要なドキュメントや Fax をサードパーティシステムを介して転送すると、操
作がばらばらになる可能性があります。このすべての手動手順によって、ミスや遅延が増加する可能性があり
ます。このすべての情報が事前設定されたドキュメントチェックリストに統合されたため、担当者は患者に応
じて情報を効率的かつ正確に活用することができます。

紹介の管理
Health Cloud では、すべての紹介元用の統合ワークスペースが提供されます。紹介の処理にかかる時間を短縮
し、コンバージョン率を向上し、エラーを削減することで、提供者と患者の満足度を高めます。
対象:この変更は、Health 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: この機能を使用するには、Salesforce で Health Cloud ライセンスがプロビジョニングされている必要
があります。ユーザには Health Cloud 権限セットライセンスと Health Cloud プラットフォーム権限セットライセ
ンスが必要です。
理由: Fax やデジタルドキュメントの転送を容易にすることで、データを集計できるほか、より多くの価値を紹
介提供者との関係にもたらすことができます。

受け入れドキュメントのデータの暗号化
セキュリティとコンプライアンスを強化するために、ヘルスケア受け入れプロセスの一環として受け取ったド
キュメントから抽出したデータを、プラットフォーム暗号化を使用して保護することを検討してください。
対象ユーザ: Health Cloud プラットフォーム権限セットライセンスと Shield Platform Encryption 権限セットライセン
スを持つシステム管理者は、Health Cloud の項目を暗号化できます。
対象:この変更は、Health 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。
理由:
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OCR ドキュメントスキャン結果オブジェクトには、患者受け入れプロセスで使用されたドキュメントから抽出
された患者情報 (診断、処方箋など) が含まれます。このオブジェクトの ExtractedValues 項目は暗号化可
能です。
項目の型は StringPlusClob で、最大長は 131072 です。

関連トピック:

https://help.salesforce.com/articleView?id=admin_salesforce_shield.htm

Intelligent Sales: モバイルでのフィールド在庫管理、商品の逐次化、他
Intelligent Sales がさらに進化し、商品の逐次化とモバイルデバイスでのフィールド在庫管理に対応しました。担
当者は、Intelligent Sales モバイルアプリケーションを使用して、外出先で在庫を管理できるようになりました。
また、訪問の合間に商品を追跡し、シリアル番号を使用して要求を転送できます。

このセクションの内容:

外出先での在庫の管理
営業担当は、ラップトップを持ち歩くのではなくインテリジェントなセールスモバイルアプリケーション
を使用して現場在庫を管理できるようになりました。営業担当は訪問スケジュールに加えて、訪問作成、
移送要求、および商品不足予測に電話の便利な機能からすべてアクセスできます。
シリアル番号を使用した商品の追跡
営業担当には、担当している商品に対する責任があります。商品が逐次化されている場合、営業担当はそ
のシリアル番号を商品移送や注文承認で使用できるようになりました。
訪問中に承認された注文でのシリアル番号の追跡
逐次化された商品をサポートするように [注文承認] フローを更新しました。訪問中に承認された注文でシ
リアル番号を営業担当が容易に記録できるようにバーコードスキャナがフローに組み込まれました。
Chatter 投稿通知を使用して常に転送要求を把握
転送要求が送信または更新された時点で Chatter 通知が自動的に投稿されるようになったため、要求が見逃
されることが少なくなります。担当者が転送要求を送信すると、要求を受信した担当者は Chatter 投稿を受
け取り、要求とその詳細が通知されます。同様に、担当者が受け取った要求の状態を更新、拒否、または
受信済みとして更新すると、他方の担当者は Chatter 投稿を受け取り、詳細が通知されます。
インテリジェントなセールスのその他の変更
インテリジェントなセールスにさらにいくつかの変更を加えて、使いやすさを改善しました。

外出先での在庫の管理
営業担当は、ラップトップを持ち歩くのではなくインテリジェントなセールスモバイルアプリケーションを使
用して現場在庫を管理できるようになりました。営業担当は訪問スケジュールに加えて、訪問作成、移送要
求、および商品不足予測に電話の便利な機能からすべてアクセスできます。
対象: これらの変更は、Health Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience、
およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。
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対象ユーザ: Health Cloud 用のインテリジェントなセールスを使用するためには、Salesforce 組織とユーザに Health

Cloud と Health Cloud アドオンのライセンスがプロビジョニングされている必要があります。
理由: モバイルアプリケーションには、営業担当が在庫を効率的に管理するのに役立つ 4 つのページがありま
す。
• 私の訪問: 選択した期間の訪問予定および不足状況を表示します。外出先で訪問をスケジュールします。
• 私の商品: 訪問に基づいた不足予測と、関連付けられた収益リスクに関する詳細情報を取得します。必要に

応じて、商品移送を要求します。
• リクエスト Inbox: 受信した移送要求を表示し、対応します。
• 送信済みリクエスト: 送信した移送要求の状況を表示し、移送要求の完了後に商品を受領済みとしてマーク

します。

方法: インテリジェントなセールスと Visit Inventory Management の組織設定を有効化します。

シリアル番号を使用した商品の追跡
営業担当には、担当している商品に対する責任があります。商品が逐次化されている場合、営業担当はそのシ
リアル番号を商品移送や注文承認で使用できるようになりました。
対象: これらの変更は、Health Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience、
およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。
対象ユーザ: Health Cloud 用のインテリジェントなセールスを使用するためには、Salesforce 組織とユーザに Health

Cloud と Health Cloud アドオンのライセンスがプロビジョニングされている必要があります。
理由: シリアル番号を商品に関連付けることで、移送間や外科施設への訪問間で商品の移動を追跡できます。
モバイルアプリケーションでバーコードスキャナを使用すると、営業担当は商品をすばやくスキャンできま
す。デスクトップアプリケーションを使用してシリアル番号を商品に追加すると、営業担当はモバイルアプリ
ケーションでそのシリアル番号を訪問や移送で使用できます。
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方法: インテリジェントなセールスと Visit Inventory Management の組織設定を有効化します。

メモ:

• バーコードスキャナを使用するには、使用するモバイルデバイスにカメラが搭載されている必要があ
ります。デスクトップアプリケーションではバーコードスキャナはサポートされません。

• バーコードのスキャンで、Android アプリケーションは Zebra Crossing ライブラリを使用します。iOS アプ
リケーションは Apple の組み込みライブラリを使用します。ただし、AVMetadataObjectTypeFace を除きま
す。詳細は、AVMetadataObjectType を参照してください。

訪問中に承認された注文でのシリアル番号の追跡
逐次化された商品をサポートするように [注文承認] フローを更新しました。訪問中に承認された注文でシリア
ル番号を営業担当が容易に記録できるようにバーコードスキャナがフローに組み込まれました。
対象: これらの変更は、Health Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience、
およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。
対象ユーザ: Health Cloud 用のインテリジェントなセールスを使用するためには、Salesforce 組織とユーザに Health

Cloud と Health Cloud アドオンのライセンスがプロビジョニングされている必要があります。
方法: 訪問用に設定したアクションプランテンプレートに [注文承認] フローを追加します。
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Chatter 投稿通知を使用して常に転送要求を把握
転送要求が送信または更新された時点で Chatter 通知が自動的に投稿されるようになったため、要求が見逃され
ることが少なくなります。担当者が転送要求を送信すると、要求を受信した担当者は Chatter 投稿を受け取り、
要求とその詳細が通知されます。同様に、担当者が受け取った要求の状態を更新、拒否、または受信済みとし
て更新すると、他方の担当者は Chatter 投稿を受け取り、詳細が通知されます。
対象: これらの変更は、Health Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience、
およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。
対象ユーザ: Health Cloud 用のインテリジェントなセールスを使用するためには、Salesforce 組織とユーザに Health

Cloud と Health Cloud アドオンのライセンスがプロビジョニングされている必要があります。
方法: インテリジェントなセールスと Visit Inventory Management の組織設定を有効化します。

インテリジェントなセールスのその他の変更
インテリジェントなセールスにさらにいくつかの変更を加えて、使いやすさを改善しました。
• モバイルアプリケーションの [訪問スケジュール] が [私の訪問] に名前変更されました。
• モバイルアプリケーションの画面の下部にある 4 つのグローバルショートカットにより、インテリジェン

トなセールスアプリケーションの任意の場所から [私の訪問]、[私の商品]、[リクエスト Inbox]、[送信済みリ
クエスト] ページに移動できます。

• 検索条件を [今日] に設定すると、モバイルアプリケーションの [私の訪問] ページに、訪問ロケーションを
含む地図が表示されます。

• [再計算] オプションが [訪問] ページの [商品] タブと [商品] ページの [在庫] タブから削除されました。在庫に
影響するイベントが発生するたびに、在庫数が更新されるようになりました。

• [商品在庫予測] および [私の訪問] コンポーネントで、最大 90 日まで訪問と不足を絞り込むことができるよ
うになりました。

• 商品移送レコードから移送要求を受領済みとしてマークできなくなりました。インテリジェントなセール
スモバイルアプリケーションの [送信済みリクエスト] ページから要求を受領済みとしてマークすると、商
品移送レコードが自動的に更新されます。

Einstein Analytics for Healthcare の機能強化により使用事例に合わせてヘルスケ
アアプリケーションをカスタマイズ
Einstein Analytics for Healthcare アプリケーションを使用事例ごとにカスタマイズできるようになりました。使用す
るデータのダッシュボードのみを組織にインストールできます。
対象: この変更は、Health Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience、
およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーションに適用されます。Analytics for Healthcare は Salesforce Health

Cloud ユーザのみを対象とします。
対象ユーザ: Einstein Analytics for Healthcare テンプレートからアプリケーションを作成するには、Healthcare Analytics

Plus アドオンライセンスも必要です。
理由: ケアプラン、ケア要請、紹介、患者、外科的訪問の使用事例を導入し、Analytics for Healthcare テンプレー
トに表示されるデータをカスタマイズします。Salesforce 組織でこれらの使用事例の 1 つ以上を使用している場

289

Health Cloud: インテリジェントなドキュメントの自動化
と在庫管理

Salesforce Winter '21 リリースノート



合、除外することで、目的のデータを明確に把握できます。紹介ダッシュボードの機能強化により、未対応の
紹介を絞り込むときに日数または時間数を選択できます。
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。[Analytics for Healthcare] を探
して選択します。ウィザードの指示に従ってアプリケーションを作成します。ウィザードで[カスタム]選択を
使用して、アプリケーションの使用事例をカスタマイズします。

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。

Health Cloud

関連するコードセットをグループ化する
新しい CodeSetBundle オブジェクトを使用します。

個人の名前に関する詳細情報を保存する
新しい PersonName オブジェクトを使用します。

個人の連絡先番号の優先ランクを指定する
ContactPointPhone オブジェクトで新しい PreferenceRank 項目を使用します。

個人の連絡先番号の使用の種別を指定する
ContactPointPhone オブジェクトで新しい UsageType 項目を使用します。

インテリジェントなドキュメント管理
ユーザが提供したドキュメントからテキストを循環、分割、抽出する。

新しい ReceivedDocument オブジェクトを使用します。
ユーザが提供したドキュメントをドキュメントチェックリスト項目に関連付ける。

DocumentChecklistItem オブジェクトで新しい ReceivedDocument 参照項目を使用します。

インテリジェントなセールス
逐次化の準備が整っているとして商品をマークする

Product2 オブジェクトで新しい IsSerialized 項目を使用します。
営業担当が商品移送を実行する必要がある日付を指定する

ProductRequest オブジェクトで NeedByDate 項目を使用します。
商品リクエストレコードを商品移送レコードに接続する

ProductRequestLineItemオブジェクトで ProductRequestLineItemNumber、NeedByDate、ParentId、
Product2Id、および QuantityRequested 項目を使用します。

シリアル番号を商品に関連付ける
新しい SerializedProduct オブジェクトを使用します。

患者紹介
Health Cloud では、患者紹介をサポートするためにカスタム項目が標準の Lead オブジェクトに追加されました。
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患者の退院日を予測する
Lead オブジェクトで new AnticipatedDischargeDate 項目を使用します。

患者の実際の退院日を記録する
Lead オブジェクトで new DischargeDate 項目を使用します。

患者の緊急連絡先情報を保存する
Lead オブジェクトで新しい EmergencyContactFirstName、EmergencyContactLastName、および
EmergencyContactPhone 項目を使用します。

患者と緊急連絡先の関係を指定する
Lead オブジェクトで new EmergencyContactRelationship 項目を使用します。

患者と対面でやりとりした日付を記録する
Lead オブジェクトで new FacetoFaceEncounterDate 項目を使用します。

患者の性別を保存する
Lead オブジェクトで new Gender 項目を使用します。

患者が家を出ることができるかどうかを指定する
Lead オブジェクトで new Homebound 項目を使用します。

患者の第一言語を指定する
Lead オブジェクトで new Language 項目を使用します。

患者の主ケア提供者を記録する
Lead オブジェクトで new PrimaryCareProvider 項目を使用します。

患者の診断を記録する
Lead オブジェクトで new PrimaryDiagnosisDescription 項目を使用します。

患者を紹介できない理由を記録する
Lead オブジェクトで new ReasonforDisqualification 項目を使用します。

患者が入院した日付を記録する
Lead オブジェクトで new ReferrerAdmitDate 項目を使用します。

患者を紹介した提供者に関する情報を保存する
Lead オブジェクトで新しい ReferringContactName および ReferringContactPhone 項目を使用しま
す。

患者を紹介した提供者の国内提供者 ID 番号を保存する
Lead オブジェクトで new ReferringNPI 項目を使用します。

患者の二次診断を保存する
Lead オブジェクトで new SecondaryDiagnosisDescription 項目を使用します。

患者の第 2 保険会社を記録する
Lead オブジェクトで new SecondaryInsurance 項目を使用します。

患者の第 2 保険 ID を保存する
Lead オブジェクトで new SecondaryInsuranceID 項目を使用します。

紹介要請に署名した提供者を記録する
Lead オブジェクトで new SigningProvider 項目を使用します。
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患者の社会保障番号を保存する
Lead オブジェクトで new SSN 項目を使用します。

ケアが開始された日付を記録する
Lead オブジェクトで新しい Start/ResumptionofCareDate 項目を使用します。

Health Cloud の新規アプリケーションビルダーコンポーネント
Lightning アプリケーションビルダーでこの新しいコンポーネントを使用して Health Cloud ページを作成またはカ
スタマイズします。

インテリジェントなセールスモバイルアプリケーション
営業担当の訪問先の取引先のオープンケースと未処理の注文を表示する

新しい [訪問取引先情報] - Health Cloud コンポーネントを使用します。このコンポーネントをモバイルの訪問
レコードページに追加できます。

訪問に追加された商品を表示する
新しい [訪問商品] - Health Cloud コンポーネントを使用します。このコンポーネントをモバイルの訪問レコー
ドページに追加できます。

Financial Services Cloud: 新しいコミュニティポータルテンプレート、
準拠データ共有、改善されたレコードの積み上げ集計、その他の便
利な機能
新しい Financial Services ポータルで、カスタマーエクスペリエンスを強化します。準拠データ共有を使用して、
プレイバシー規制と会社のポリシーへの準拠を強化します。ケースレコードを世帯レベルで積み上げ集計する
ことで、すべての世帯ケースの統合ビューをユーザに提供します。新しい [レコードの積み上げ集計設定] カス
タム設定で、レコードの一括積み上げ集計をスピードアップします。

このセクションの内容:

Financial Services Cloud の住宅ローン: 事前作成済みのコミュニティと新しいフローによるカスタマーエクスペ
リエンスの拡張
セルフサービスの Financial Services クライアントポータルを設定してブランド設定することで、借主が自分
でローンを申し込めるようになり、コールセンターのトラフィックを削減できます。合理化された API を単
一の URL から使用することで、Salesforce 内で、または外部のローン組成システムからローン申込を作成ま
たは更新します。住宅ローンビジネス API を使用すると、以前は別々の API が必要とされていた取引先レ
コードや商談レコードの更新/挿入を行うこともできます。
Financial Services Cloud の保険: 世帯の保険契約の統合ビュー、保険契約のレコードタイプの検索条件、取引先
リレーションのサポート
拡張された保険契約コンポーネントを世帯ページに追加して、世帯のすべての保険契約をエージェントが
一目で確認できるようにします。保険契約コンポーネントの新しいオプションにより、コンポーネントに
表示する情報をより詳細に制御できます。重要な保険オブジェクトでの取引先リレーションがサポートさ
れるようになりました。これにより、保険レコードへの外部ユーザのアクセスを容易に管理できます。
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Financial Services Cloud の Wealth Management: 新しい予測機能
Einstein Analytics の新しい予測アプリケーションを使用して、ウェルスマネジメント機能を強化します。Einstein

Discovery ストーリーを搭載した新しい予測アプリケーションでは、クライアント取引先の離脱と勘定資産
の拡大の可能性に関する予測を作成できます。
準拠データ共有: 準拠を強化するための高度なデータ共有設定 (正式リリース)

新しい準拠データ共有 (CDS) 機能を使用して、データ共有規制と会社のポリシーへの準拠を強化します。複
雑なコードを書かなくても、どの情報を誰と共有するかを制御できます。
Actionable Relationship Center: 複雑なリレーションと関連リストの管理
Actionable Relationship Center (ARC) を使用すると、取引先と取引先責任者のリレーションや他の関連レコードを
1 つの便利なインターフェースで作成、編集できます。ARC は、複雑なリレーションや関連リストを一目で
わかるように表示します。リレーションと関連レコードを同じインターフェースから作成して編集できる
ようになりました。ARC は、リレーションマップコンポーネントで行える操作のほとんどすべてを行うこ
とができ、関連リストも表示します。
Financial Services Cloud モバイル用 Lightning コンポーネントで生産性を高める
Salesforce モバイルアプリケーションに Financial Services Cloud モバイル用 Lightning コンポーネントを含めるこ
とで、リモートユーザの生産性を高めます。
Financial Services Cloud におけるレコードの積み上げ集計
これらの機能強化により、レコードの積み上げ集計パフォーマンスを改善します。
インタラクション日付の計算の迅速化
[次回のインタラクション日付] および [前回のインタラクション日付] 項目の更新にかかる時間が以前よりも
短縮されています。ToDo および行動の新しい [標準トリガを使用] メタデータ型を有効化して、それらのオ
ブジェクトのインタラクション日付の計算を迅速化します。
ID ドキュメント項目の暗号化
Financial Services Cloud クライアントの識別に使用するドキュメントの項目を暗号化できるようになりました。
ドキュメント番号、発効日、有効期限項目を暗号化すると、クライアントから委託されたデータの保護を
一層強化できます。
新規および変更された Financial Services Cloud オブジェクト項目
新規、および更新された 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 の新規および変更されたメタデータ型
新規および変更されたメタデータ型でさらに多くの作業を実行できます。
REST API

Financial Services Cloud の REST API の次のコールが機能強化されました。
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Financial Services Cloud の住宅ローン: 事前作成済みのコミュニティと新しいフ
ローによるカスタマーエクスペリエンスの拡張
セルフサービスの Financial Services クライアントポータルを設定してブランド設定することで、借主が自分で
ローンを申し込めるようになり、コールセンターのトラフィックを削減できます。合理化された API を単一の
URL から使用することで、Salesforce 内で、または外部のローン組成システムからローン申込を作成または更新
します。住宅ローンビジネス API を使用すると、以前は別々の API が必要とされていた取引先レコードや商談
レコードの更新/挿入を行うこともできます。

このセクションの内容:

Financial Services コミュニティを使用したローン処理のスピードアップと融資担当者の支援
事前作成済みの Financial Services を使用して、顧客が自分で住宅ローン申込と金融口座を管理できるように
します。借り主は、ローンの申込、ドキュメントのアップロード、申込状況の監視、よくある質問の参照
を行うことができます。申込やローンのヘルプが必要な場合は、Salesforce ケース管理や Chatter とシームレ
スに統合されたケースを登録できます。
新しい Financial Services Cloud フローとフロー画面コンポーネント
新しい [ケースを作成] 標準フローテンプレートは、金融口座、ローン、または他の状況に基づいて顧客自
身がカスタマーサービスケースを作成できるようにします。新しいフロー画面コンポーネント、アカウン
ト ID からのボタン選択リスト、そしてセクション概要ビューは、画面フローで情報を表示および収集する
ための追加オプションを提供します。
新しい概要ビュー Lightning アプリケーションビルダーコンポーネントの使用
Lightning アプリケーションビルダーでのページレイアウトへの金融サービスまたはローン申込概要の追加。
[住宅ローン申込] ページレイアウトで、Uniform Residential Loan Application (統一住宅ローン申込) のセクション
に対応するレコードを含む概要ビューコンポーネントを使用します。
住宅ローンオブジェクトレコード変更通知の取得
変更データキャプチャで、住宅ローン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。
ローン申込の作成または更新と、単一のエンドポイントからのレコードの更新/挿入
新規、および拡張された住宅ローン API は、以前のリリースの API を合理化します。これを利用すること
で、Salesforce や外部からのローン申込を同じ URL から作成または更新できます。更新/挿入エンドポイント
では、入力を組み合わせて Salesforce で取引先レコードと商談レコードを作成することができます。
ローン猶予ソリューションの作成
COVID-19 の感染拡大の影響で爆発的に増えたローン修正要求に対応します。Salesforce のクロスクラウドツー
ルは、コールセンターへのトラフィックを抑え、プロセスの可視性を高めつつ、借り主のニーズに迅速に
答えるためのデジタルチャネルを提供します。
Analytics for Mortgage: Analytics for Mortgage アプリケーションによる売上増
Analytics for Mortgage を使用すると、集中すべき顧客リードと住宅ローン申込の優先度付けが容易になるた
め、ローン担当者とマネージャは住宅ローンの売上増加を促進することができます。
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Financial Services コミュニティを使用したローン処理のスピードアップと融資担当者の支援
事前作成済みの Financial Services を使用して、顧客が自分で住宅ローン申込と金融口座を管理できるようにしま
す。借り主は、ローンの申込、ドキュメントのアップロード、申込状況の監視、よくある質問の参照を行うこ
とができます。申込やローンのヘルプが必要な場合は、Salesforce ケース管理や Chatter とシームレスに統合され
たケースを登録できます。
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、およびすべてのバージョンのモバイルアプリケーションに適用されます。
理由: クラウドベースのコミュニティはすべてのユーザに付加価値をもたらします。借り主は、ローンをすば
やく申し込んで、必要なドキュメントをアップロードし、ナレッジ記事を参照できます。融資担当者は処理を
スピードアップでき、他の関係者と連携してタイトル、保険、および他のマイルストンを受け渡しできます。
コミュニティでは、猶予の要求を含むセルフサービスでのケース作成と管理がサポートされます。
方法: 新しいコミュニティテンプレートで、セルフサービスの Financial Services クライアントポータルを作成し
てブランド設定します。その後、住宅ローンフロー画面コンポーネントでクライアント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:

新しい Financial Services クライアントポータルでのセルフサービスコミュニティの設定
Financial Services クライアントポータルを設定して、顧客にセルフサービスのローン申請と金融口座のエクス
ペリエンスを提供します。ローンの申請の開始、ナレッジ記事の参照、申請サマリーの表示、そしてヘル
プを要求するセルフサービスフローの起動を行うための事前作成済みのコンポーネントを有効化します。
新しい Financial Services コンポーネントを使用したコミュニティのカスタマイズ
エクスペリエンスビルダーで使用できる 3 つの新しいフロー画面コンポーネントにより、ユーザの画面フ
ロー操作の機能性と柔軟性が向上します。

新しい Financial Services クライアントポータルでのセルフサービスコミュニティの設定
Financial Services クライアントポータルを設定して、顧客にセルフサービスのローン申請と金融口座のエクスペ
リエンスを提供します。ローンの申請の開始、ナレッジ記事の参照、申請サマリーの表示、そしてヘルプを要
求するセルフサービスフローの起動を行うための事前作成済みのコンポーネントを有効化します。
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、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。

新しい Financial Services コンポーネントを使用したコミュニティのカスタマイズ
エクスペリエンスビルダーで使用できる 3 つの新しいフロー画面コンポーネントにより、ユーザの画面フロー
操作の機能性と柔軟性が向上します。
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、およびすべてのバージョンのモバイルアプリケーションに適用されます。
理由: 融資担当者ユーザと金融サービスの顧客に連絡するために最も効果的な方法でデータを表示するフロー
画面を作成します。
• [ローン申込を開く]は、最も新しく更新された、クローズされていないユーザのローン申込を表示します。
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• [住宅ローンフローランチャー] は、コミュニティユーザが Financial Services Cloud フローを起動できるように
します。

• [概要ビュー] は、Uniform Residential Loan Application (URLA: 統一住宅ローン申込) に基づいて、選択された住宅
ローンオブジェクトの概要セクションを表示します。

方法: エクスペリエンスビルダーでコミュニティに信頼済みコンポーネントを追加します。

新しい Financial Services Cloud フローとフロー画面コンポーネント
新しい [ケースを作成] 標準フローテンプレートは、金融口座、ローン、または他の状況に基づいて顧客自身が
カスタマーサービスケースを作成できるようにします。新しいフロー画面コンポーネント、アカウント ID か
らのボタン選択リスト、そしてセクション概要ビューは、画面フローで情報を表示および収集するための追加
オプションを提供します。

このセクションの内容:

セルフサービスヘルプ標準フローテンプレートの追加
新しい [ケースを作成] 標準フローテンプレートを使用して、顧客自身がサービスケースを作成してサポー
トドキュメントをアップロードできるようにします。
Financial Services コミュニティの新しいフロー画面要素の使用
新しいフロー画面コンポーネントを使用して、セルフサービスのカスタマーコミュニティを作成または強
化します。

セルフサービスヘルプ標準フローテンプレートの追加
新しい [ケースを作成] 標準フローテンプレートを使用して、顧客自身がサービスケースを作成してサポートド
キュメントをアップロード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、およびすべてのバージョンのモバイルアプリケーションに適用されます。
理由: 関連する取引先レコードやアップロードされたサポートドキュメントを自動的に添付する統合デジタル
チャネルで、顧客がヘルプを要求できるようにすることで、トラブルシューティングデスクの電話対応の負担
を減らします。
方法: カスタムフローを作成するには、既存の標準フローをコピーします。[住宅ローン] フロー種別を選択し
てから、標準のフローをテンプレートとして選択することもできます。カスタムフローを作成、テスト、有効
化したら、ガイド付きアクションまたは住宅ローンフローランチャーを使用して、コミュニティポータルで公
開します。

Financial Services コミュニティの新しいフロー画面要素の使用
新しいフロー画面コンポーネントを使用して、セルフサービスのカスタマーコミュニティを作成または強化し
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、およびすべてのバージョンのモバイルアプリケーションに適用されます。
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理由: すべてのユーザにとって最も効果的な方法でデータを表示するフロー画面を作成する新しいオプション
です。
• アカウント ID からのボタン選択リストは、ログインユーザのアカウント ID に関連付けられているすべての

住宅ローン申込レコードと金融口座レコードの関連情報をボタン選択リストに表示します。
• セクション概要ビューは、Uniform Residential Loan Application (URLA: 統一住宅ローン申込) に基づいて、選択さ

れた住宅ローンオブジェクトの概要セクションを表示します。
方法: フロー画面コンポーネントをフローの画面要素に追加します。

新しい概要ビュー Lightning アプリケーションビルダーコンポーネントの使用
Lightning アプリケーションビルダーでのページレイアウトへの金融サービスまたはローン申込概要の追加。[住
宅ローン申込] ページレイアウトで、Uniform Residential Loan Application (統一住宅ローン申込) のセクションに対応
するレコードを含む概要ビューコンポーネントを使用します。
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、およびすべてのバージョンのモバイルアプリケーションに適用されます。
理由: Lightning アプリケーションビルダーの新しい概要ビューコンポーネントを使用して、住宅ローン申込ペー
ジに役に立つ情報を追加します。情報は、参照のみまたは参照・編集モードで表示できます。
方法: Lightning アプリケーションビルダーで住宅ローン申込レコードページを編集します。コンポーネントリ
ストから概要ビューをドラッグして編集し、モードを参照のみまたは参照・編集に設定します。

住宅ローンオブジェクトレコード変更通知の取得
変更データキャプチャで、住宅ローン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、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。
理由: 住宅ローンレコードへの変更を即座に通知することで、ローン申込の承認を迅速化できます。変更デー
タキャプチャは、Salesforce レコードの変更を表す変更イベントを公開します。変更には、新規レコードの作
成、既存のレコードの更新、レコードの削除、レコードの復元が含まれます。

ローン申込の作成または更新と、単一のエンドポイントからのレコードの更新/挿入
新規、および拡張された住宅ローン API は、以前のリリースの API を合理化します。これを利用することで、
Salesforce や外部からのローン申込を同じ URL から作成または更新できます。更新/挿入エンドポイントでは、入
力を組み合わせて Salesforce で取引先レコードと商談レコードを作成することができます。
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、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。

ローン猶予ソリューションの作成
COVID-19 の感染拡大の影響で爆発的に増えたローン修正要求に対応します。Salesforce のクロスクラウドツール
は、コールセンターへのトラフィックを抑え、プロセスの可視性を高めつつ、借り主のニーズに迅速に答える
ためのデジタルチャネルを提供します。
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対象ユーザ: 住宅ローン商品を取り扱っている金融機関。
理由: ローン猶予ソリューションは、Salesforce の製品がクラウドの壁を超えて連携するように設定するための
ガイドです。主要なコンポーネントは、Marketing Cloud、コミュニティポータル、Einstein ボット、Service Cloud

です。Salesforce システム管理者は、ソリューションを追跡して分析するためのダッシュボードも作成します。
方法: 完全なローン猶予ソリューションキットを確認してください。

Analytics for Mortgage: Analytics for Mortgage アプリケーションによる売上増
Analytics for Mortgage を使用すると、集中すべき顧客リードと住宅ローン申込の優先度付けが容易になるため、
ローン担当者とマネージャは住宅ローンの売上増加を促進することができます。
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。
対象ユーザ: Analytics for Mortgage アプリケーションは、Salesforce Financial Services Cloud ユーザのみを対象としてい
ます。Analytics for Mortgage テンプレートからアプリケーションを作成するには、FSC Analytics Plus アドオンライ
センスも必要です。
理由: 銀行業界が前例のない時代に対応する中で融資業務がその中心となっています。現在、各銀行は急増す
る住宅ローン借り換えの照会から殺到するローン猶予要求までのすべての業務に対処するために、プロセスの
デジタル化と接続を急いでいます。いくつかの Analytics for Mortgage アプリケーション機能のハイライトを次に
示します。
ローン申込の概要
• ローン申込件数、ローン金額、およびローン申込完了率を測定および監視して、商談、不足しているドキュ

メント、金融口座に関するボトルネックをすばやく特定します。
• ローン申込件数と完了率を監視して予測します。
• ローン申込をローンの目的と種別ごとに分析し、申込に優先順位を付けます。
チームのパフォーマンス
• マネージャは、ローンをより速く処理しているのは誰か、最も多くのローンがあるのは誰か、より多くの

保留中の申込があるのは誰かを可視化します。
ローン申込の優先順位を付けることで、住宅ローンの売上目標を達成します。
• ローンパイプライン経由でローン申込を分析して迅速に処理します。
• 申込に優先順位を付けることで顧客満足度を高めます。
リードの取引の開始
• リードをすばやく識別して処理し、ローン組成プロセスを加速します。
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。[Analytics for Mortgage] を探
して選択します。ウィザードの指示に従ってアプリケーションを作成します。
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Financial Services Cloud の保険: 世帯の保険契約の統合ビュー、保険契約のレコー
ドタイプの検索条件、取引先リレーションのサポート
拡張された保険契約コンポーネントを世帯ページに追加して、世帯のすべての保険契約をエージェントが一目
で確認できるようにします。保険契約コンポーネントの新しいオプションにより、コンポーネントに表示する
情報をより詳細に制御できます。重要な保険オブジェクトでの取引先リレーションがサポートされるようにな
りました。これにより、保険レコードへの外部ユーザのアクセスを容易に管理できます。

このセクションの内容:

保険契約コンポーネント: 世帯の保険契約、レコードタイプの検索条件、その他
保険契約コンポーネントを世帯ページに追加し、エージェントが世帯のすべての保険契約を 1 か所で表示
できるようにします。レコードタイプの検索条件を使用して、エージェントのニーズに最も適合するよう
に保険契約コンポーネントの情報を調整します。保険契約コンポーネントの新しい [新規保険契約] ボタン
を使用すると、エージェントは表示しているページを離れずに保険契約レコードをすばやく追加できます。
取引先リレーションを使用した保険レコードへのパートナーアクセスの簡素化
請求、顧客資産、ビジネスマイルストン、保険契約、および個人ライフイベントレコードに対して外部取
引先階層および取引先リレーションを作成し、パートナー流通業者とのデータ共有の複雑さを排除します。
取引先リレーションにより、保険契約流通チャネルをモデル化するときに、複数の公開グループを作成し
たり、複雑なデータ共有ルールを処理したりする必要がなくなります。
[印刷用に表示] を使用した保険レコードの詳細の印刷
Lightning コミュニティの保険レコードの詳細で [印刷用に表示] ボタンを使用すると、印刷用の最小限に縮約
されたビューが生成されます。
Analytics for Insurance: 予測アプリケーションテンプレート、日付の絞り込み、営業マネージャデータアクセス
Einstein Discovery for Insurance Analytics アプリケーションの予測は、顧客の維持に貢献します。会計年度カレン
ダーを使用してダッシュボードのデータを絞り込むことができます。営業マネージャがアクセスできるデー
タをカスタマイズして、階層で自分より下位のユーザのデータのみを表示できるようにします。

保険契約コンポーネント: 世帯の保険契約、レコードタイプの検索条件、その他
保険契約コンポーネントを世帯ページに追加し、エージェントが世帯のすべての保険契約を 1 か所で表示でき
るようにします。レコードタイプの検索条件を使用して、エージェントのニーズに最も適合するように保険契
約コンポーネントの情報を調整します。保険契約コンポーネントの新しい [新規保険契約] ボタンを使用する
と、エージェントは表示しているページを離れずに保険契約レコードをすばやく追加できます。

このセクションの内容:

世帯のすべての保険契約の統合ビューをエージェントに提供
強力な多用途の保険契約コンポーネントが世帯ページでサポートされるようになりました。世帯のすべて
の保険契約および関連する総計値を保険契約コンポーネント上で一目で確認できるため、エージェントは
容易に新しい商談を特定し、クロスセルおよびアップセル計画を立案できます。
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保険契約リストと関連指標の合理化
保険契約コンポーネントを整理して、エージェントがクライアントのニーズをより適切に把握して対処す
るのに役立つ情報のみを表示します。保険契約レコードタイプを除外すると、その保険契約は保険契約コ
ンポーネントの保険契約のリストや保険契約関連の総計値に表示されなくなります。
保険契約レコードを保険契約コンポーネントから直接追加
保険契約コンポーネントに新しい [新規保険契約] ボタンが追加されました。これを使用して、エージェン
トは表示しているページを離れずに保険契約レコードを追加できます。たとえば、エージェントが競合他
社の保険契約をクライアントと確認しているときに、その保険契約のレコードを保険契約コンポーネント
から直接追加できます。

世帯のすべての保険契約の統合ビューをエージェントに提供
強力な多用途の保険契約コンポーネントが世帯ページでサポートされるようになりました。世帯のすべての保
険契約および関連する総計値を保険契約コンポーネント上で一目で確認できるため、エージェントは容易に新
しい商談を特定し、クロスセルおよびアップセル計画を立案できます。
対象: この変更は、Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition、Professional Edition、Unlimited Edition

の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: この機能を使用するには、ユーザに FSC Insurance 権限セットが必要です。
方法: 世帯レコードページを編集し、[保険契約] コンポーネントをページにドラッグします。

関連トピック:

Financial Services Cloud システム管理者ガイド: Give Agents a Consolidated View of Household Policies and Claims (世帯保険
契約および請求の統合ビューをエージェントに提供) (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、
使用不能になる可能性があります)

保険契約リストと関連指標の合理化
保険契約コンポーネントを整理して、エージェントがクライアントのニーズをより適切に把握して対処するの
に役立つ情報のみを表示します。保険契約レコードタイプを除外すると、その保険契約は保険契約コンポーネ
ントの保険契約のリストや保険契約関連の総計値に表示されなくなります。
対象: この変更は、Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition、Professional Edition、Unlimited Edition

の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: この機能を使用するには、ユーザに FSC Insurance 権限セットが必要です。
理由: レコードタイプの検索条件を使用して、異なる保険契約コンポーネントのインスタンスの異なる保険契
約セットを表示します。たとえば、保険契約者レコードページには、(自分の保険契約と競合他社の保険契約
の) 2 つの保険契約コンポーネントのインスタンスを設定できます。自分の保険契約と競合他社の保険契約を
横に並べて表示することで、エージェントはクロスセルおよびアップセル商談を特定できます。
方法: レコードページを編集し、保険契約コンポーネントを選択します。[プロパティ] ペインで、[選択] をク
リックし、除外する保険契約レコードタイプを選択します。
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関連トピック:

Financial Services Cloud システム管理者ガイド: Filter Policies by Policy Record Type (保険契約レコードタイプによる保
険契約の絞り込み) (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

保険契約レコードを保険契約コンポーネントから直接追加
保険契約コンポーネントに新しい [新規保険契約] ボタンが追加されました。これを使用して、エージェントは
表示しているページを離れずに保険契約レコードを追加できます。たとえば、エージェントが競合他社の保険
契約をクライアントと確認しているときに、その保険契約のレコードを保険契約コンポーネントから直接追加
できます。
対象: この変更は、Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition、Professional Edition、Unlimited Edition

の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: この機能を使用するには、ユーザに FSC Insurance 権限セットが必要です。
方法: 保険契約コンポーネントで、[新規保険契約] をクリックします。
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取引先リレーションを使用した保険レコードへのパートナーアクセスの簡素化
請求、顧客資産、ビジネスマイルストン、保険契約、および個人ライフイベントレコードに対して外部取引先
階層および取引先リレーションを作成し、パートナー流通業者とのデータ共有の複雑さを排除します。取引先
リレーションにより、保険契約流通チャネルをモデル化するときに、複数の公開グループを作成したり、複雑
なデータ共有ルールを処理したりする必要がなくなります。
対象: この変更は、Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition、Professional Edition、Unlimited Edition

の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: Partner Community および Customer Community Plus ライセンスを持つ外部ユーザは取引先リレーション
にアクセスできます。取引先リレーションデータ共有ルールを作成および管理する必要があるユーザには「コ
ミュニティの作成および設定」権限が必要です。
理由: 請求、顧客資産、ビジネスマイルストン、保険契約、および個人ライフイベントオブジェクトで取引先
リレーションがサポートされるようになりました。

[印刷用に表示] を使用した保険レコードの詳細の印刷
Lightning コミュニティの保険レコードの詳細で [印刷用に表示] ボタンを使用すると、印刷用の最小限に縮約さ
れたビューが生成されます。
対象: この変更は、Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition、Professional Edition、Unlimited Edition

の Lightning Experience に適用されます。
方法: リストまたはレコードの詳細から [印刷用に表示] を選択します。
[印刷用に表示] では次のオブジェクトのレコードの詳細がサポートされます。
• 保険契約
• 保険契約補償範囲
• 保険契約資産
• 保険契約関係者
• 請求
• 請求項目
• 請求関係者

Analytics for Insurance: 予測アプリケーションテンプレート、日付の絞り込み、営業マネー
ジャデータアクセス
Einstein Discovery for Insurance Analytics アプリケーションの予測は、顧客の維持に貢献します。会計年度カレンダー
を使用してダッシュボードのデータを絞り込むことができます。営業マネージャがアクセスできるデータをカ
スタマイズして、階層で自分より下位のユーザのデータのみを表示できるようにします。

このセクションの内容:

Einstein Discovery for Insurance Analytics で保険契約更新を最大限に増やす
Einstein Discovery for Insurance Analytics テンプレートを使用して、保険契約更新の可能性に関するインサイトを
提供して顧客の維持に役立つアプリケーションを作成します。
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会計年度カレンダーによるデータの絞り込み
Salesforce 組織の会計年度カレンダー設定に基づいて、標準会計年度、月、または四半期ごとにダッシュボー
ドのデータを絞り込みます。
営業マネージャのデータアクセスのカスタマイズ
階層で自分より下位のユーザのデータのみを表示することで、営業マネージャが時間を節約できるように
します。

Einstein Discovery for Insurance Analytics で保険契約更新を最大限に増やす
Einstein Discovery for Insurance Analytics テンプレートを使用して、保険契約更新の可能性に関するインサイトを提
供して顧客の維持に役立つアプリケーションを作成します。
対象: この変更は、Financial Services Cloud for Insurance が有効になっている Professional Edition、Performance Edition お
よび Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: Einstein Discovery for Insurance Analytics テンプレートからアプリケーションを作成するには、FSC Analytics

Plus アドオンライセンスが必要です。
理由: ダッシュボードの視覚化により、総計上収入保険料が高く、更新の可能性が低い保険契約に焦点を当て
ることができます。

方法: Analytics Studio に移動して [作成] をクリックし、[アプリケーション] を選択します。[Einstein Discovery for

Insurance Analytics] を選択し、ウィザードの指示に従ってアプリケーションを作成します。

会計年度カレンダーによるデータの絞り込み
Salesforce 組織の会計年度カレンダー設定に基づいて、標準会計年度、月、または四半期ごとにダッシュボード
のデータを絞り込みます。
対象: この変更は、Financial Services Cloud for Insurance が有効になっている Professional Edition、Performance Edition お
よび Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: Analytics for Insurance テンプレートからアプリケーションを作成するには、FSC Analytics Plus アドオン
ライセンスが必要です。
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方法: Analytics Studio に移動して [作成]をクリックし、[アプリケーション]を選択します。[Analytics for Insurance]

を選択し、ウィザードの指示に従ってアプリケーションを作成します。

営業マネージャのデータアクセスのカスタマイズ
階層で自分より下位のユーザのデータのみを表示することで、営業マネージャが時間を節約できるようにしま
す。
対象: この変更は、Financial Services Cloud for Insurance が有効になっている Professional Edition、Performance Edition お
よび Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: Analytics for Insurance テンプレートからアプリケーションを作成するには、FSC Analytics Plus アドオン
ライセンスが必要です。
方法: 設定ウィザードを使用して、ユーザマネージャ階層セキュリティ術語をアプリケーションに追加します。

Financial Services Cloud の Wealth Management: 新しい予測機能
Einstein Analytics の新しい予測アプリケーションを使用して、ウェルスマネジメント機能を強化します。Einstein

Discovery ストーリーを搭載した新しい予測アプリケーションでは、クライアント取引先の離脱と勘定資産の拡
大の可能性に関する予測を作成できます。

このセクションの内容:

Predict Client Churn Risk for Wealth Management (Wealth Management の顧客離れリスクの予測)

Predict Client Churn Risk for Wealth Management Analytics (Wealth Management の顧客離れリスクの予測分析) アプリ
ケーションにより、金融アドバイザは顧客離れを予測できます。このアプリケーションは、Einstein Discovery

パワーを活用して、顧客離れを最小限に抑えるための是正措置を指示します。テンプレートを使用して、
顧客離れの予測リスクをダッシュボードで視覚化するアプリケーションを作成します。
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Predict the Likelihood to Add Assets for Wealth Management (Wealth Management に資産を追加する可能性の予測)

Predict Likelihood to Add Assets for Wealth Management Analytics (Wealth Management に資産を追加する可能性の予測分
析) アプリケーションにより、金融アドバイザは投資家が取引先に資産を追加する可能性を予測できます。
このアプリケーションは、Einstein Discovery パワーを活用して、可能性を高めるためのアクションを指示し
ます。テンプレートを使用して、取引先に資産を追加する可能性の予測を組み込みダッシュボードで視覚
化するアプリケーションを作成します。

Predict Client Churn Risk for Wealth Management (Wealth Management の顧客離れリスクの予
測)

Predict Client Churn Risk for Wealth Management Analytics (Wealth Management の顧客離れリスクの予測分析) アプリケー
ションにより、金融アドバイザは顧客離れを予測できます。このアプリケーションは、Einstein Discovery パワー
を活用して、顧客離れを最小限に抑えるための是正措置を指示します。テンプレートを使用して、顧客離れの
予測リスクをダッシュボードで視覚化するアプリケーションを作成します。
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。
対象ユーザ: Predict Client Churn Risk for Wealth Management Analytics アプリケーションは、Salesforce Financial Services Cloud

ユーザ専用です。Predict Client Churn Risk for Wealth Management Analytics テンプレートからアプリケーションを作成
するには、FSC Analytics Plus アドオンライセンスも必要です。
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。[Wealth Management の顧客
離れリスクの予測分析] を探して選択します。ウィザードの指示に従ってアプリケーションを作成します。

Predict the Likelihood to Add Assets for Wealth Management (Wealth Management に資産を追加
する可能性の予測)

Predict Likelihood to Add Assets for Wealth Management Analytics (Wealth Management に資産を追加する可能性の予測分析)

アプリケーションにより、金融アドバイザは投資家が取引先に資産を追加する可能性を予測できます。このア
プリケーションは、Einstein Discovery パワーを活用して、可能性を高めるためのアクションを指示します。テン
プレートを使用して、取引先に資産を追加する可能性の予測を組み込みダッシュボードで視覚化するアプリ
ケーションを作成します。
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。
対象ユーザ: Predict Likelihood to Add Assets for Wealth Management Analytics アプリケーションは、Salesforce Financial Services

Cloud ユーザ専用です。Predict Likelihood to Add Assets for Wealth Management Analytics テンプレートからアプリケー
ションを作成するには、FSC Analytics Plus アドオンライセンスも必要です。
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。[Wealth Management に資産
を追加する可能性の予測分析] を探して選択します。ウィザードの指示に従ってアプリケーションを作成しま
す。
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準拠データ共有: 準拠を強化するための高度なデータ共有設定 (正式リリース)
新しい準拠データ共有 (CDS) 機能を使用して、データ共有規制と会社のポリシーへの準拠を強化します。複雑
なコードを書かなくても、どの情報を誰と共有するかを制御できます。
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。
理由: 金融サービス企業は、機密性の高い情報あるいは重要な非公開情報を含む顧客データや取引データを共
有する場合には、プライバシー規制と会社のデータ共有ポリシーに準拠する必要があります。このようなデー
タには、特定のクライアントや取引に関連したロールに基づいて、必要とするユーザのみがアクセスできるよ
うにします。
準拠データ共有機能は、特定のレコードにアクセスできるユーザを簡単に制御できるようにします。CDS は、
既存の Salesforce データ共有機能とシームレスに連携します。追加のアクセスルールを提供しますが、既存の機
能による共有動作を変更することはありません。
方法: まず、Financial Services Cloud 拡張権限セットを複製します。複製した権限セットに、ユーザ権限の「準拠
データ共有を設定」と「準拠データ共有を使用」を追加します。準拠データ共有へのアクセスが必要なユーザ
やユーザプロファイルに、この権限セットを割り当てます。
特定のオブジェクトに対して CDS 機能を有効化するには、[設定] で [準拠データ共有] > [オブジェクト有効化設
定] に移動します。拡張データ共有ルールを適用するオブジェクトを選択します。Winter ’21 リリースの時点で
は、CDS は取引先オブジェクトと商談オブジェクトに適用できます。
また、[設定] で各オブジェクトの [参加者の役割]を定義します。参加者の役割は、そのロールに割り当てられ
ているユーザの、特定のレコードに対するアクセスレベルを定義します。たとえば、Senior Banker (シニアバン
カー) ロールには商談レコードに対する「参照・更新」アクセス権を付与し、Associate (アソシエート) ロールに
は「参照のみ」アクセス権を付与します。
取引先ページレイアウトに [取引先参加者] 関連リストを追加し、商談ページレイアウトに [商談参加者] 関連リ
ストを追加します。各オブジェクトの参加者関連リストで共有割り当てを管理します。たとえば、[取引先参
加者] 関連リストでは、特定の取引先レコードに対するロールにユーザを割り当てることができます。ユーザ
がロールに割り当てられると、そのロールのデフォルトアクセスレベルに基づいて、レコードへのアクセス権
がユーザに付与されます。

Actionable Relationship Center: 複雑なリレーションと関連リストの管理
Actionable Relationship Center (ARC) を使用すると、取引先と取引先責任者のリレーションや他の関連レコードを 1

つの便利なインターフェースで作成、編集できます。ARC は、複雑なリレーションや関連リストを一目でわか
るように表示します。リレーションと関連レコードを同じインターフェースから作成して編集できるようにな
りました。ARC は、リレーションマップコンポーネントで行える操作のほとんどすべてを行うことができ、関
連リストも表示します。
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。
理由: 複数のページを切り替えるより、1 つの動的コンポーネントでデータを管理できた方が迅速で簡単です。
ARC インターフェースでは、共通するリレーション管理作業を直接おこなえるようになりました。
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方法: 次に、ARC へのアクセス権が必要なユーザまたはユーザプロファイルに Financial Services Cloud Extension 権限
を割り当てます。次に、Lightning アプリケーションビルダーを使用して、ARC - Financial Services Cloud標準コン
ポーネントを取引先または取引先責任者ページレイアウトに配置します。
取引先ページの [ARC] タブをクリックし、その取引先のリレーションと関連レコードを確認します。取引先ま
たは取引先責任者を表す項目をクリックしてその詳細を確認し、それぞれの取引先および取引先責任者のリ
レーションを展開します。

取引先責任者が世帯またはグループのプライマリメンバーである場合、ARC のカードには、プライマリメン
バーインジケータが表示されます。
取引先、取引先責任者、リレーション、または関連リストカードで[新規]ボタンを使用して新しいリレーショ
ンまたはレコードを作成します。コンテキストに応じたメニューと[リレーションを編集]メニュー項目を使用
して、リレーションの詳細を変更します。

307

Financial Services Cloud: 新しいコミュニティポータルテ
ンプレート、準拠データ共有、改善されたレコードの積

み上げ集計、その他の便利な機能

Salesforce Winter '21 リリースノート



カードは、必要な情報を 1 つのビューで表示できるように、展開したり折りたたんだりできます。

Financial Services Cloud モバイル用 Lightning コンポーネントで生産性を高める
Salesforce モバイルアプリケーションに Financial Services Cloud モバイル用 Lightning コンポーネントを含めること
で、リモートユーザの生産性を高めます。
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。
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理由: Salesforce モバイルユーザが外出先からでも生産性を高める機能にアクセスできるようにします。
方法: iOS と Android 用の Salesforce モバイルアプリケーションから Financial Services Cloud モバイル用 Lightning コン
ポーネントにアクセスできます。

Lightning アプリケーションビルダーで [電話] フォーム要素のページを有効化して、これらのページをモバイル
デバイスで表示します。Lightning アプリケーションビルダーを使用して、新規または既存のページレイアウト
にコンポーネントを追加します。
モバイルに対応した Financial Services Cloud コンポーネントを下表に示します。
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表 1 : モバイル対応コンポーネント
説明コンポーネント

アクションプランと ToDo 項目を表示します。アクションプラン

すべての種類の取引先の資産と債務レコードを表示、編集、作成します。資産と負債

すべての種類の取引先の銀行口座レコードを表示、編集、作成します。銀行口座

すべての種類の取引先のクライアントレコードの詳細を表示します。クライアントレコード詳
細

すべての種類の取引先の金融口座ロールを表示、編集、作成します。金融口座ロール

世帯取引先と個人取引先の投資運用ゴールを表示します。世帯取引先のみ、投資
運用ゴールを編集および作成します。

投資運用ゴール

すべての種類の取引先の金融概要情報を表示します。金融概要

すべての種類の取引先の保険契約レコードを表示、編集、作成します。保険契約

すべての種類の取引先の投資口座を表示、編集、作成します。投資口座

すべての種類の取引先の関連取引先を表示します。世帯取引先と法人取引先のみ、
関連取引先を編集および作成します。

関連取引先

世帯取引先と法人取引先のみ、関連取引先責任者を表示します。関連取引先責任者

Financial Services Cloud におけるレコードの積み上げ集計
これらの機能強化により、レコードの積み上げ集計パフォーマンスを改善します。

このセクションの内容:

ケースレコードの積み上げ集計を使用した世帯ケースの可視化
ケースレコードを世帯レベルで積み上げ集計することで、世帯が所有するすべてのケースの統合ビューを
ユーザに提供します。エージェントは、複数の関連リストを経由せずに、世帯のすべての有効なケースを
1 か所で追跡し、それらのケースに集中できます。
レコードの積み上げ集計の最適化
新しい [レコードの積み上げ集計の最適化 (ベータ)] 組織設定を使用したレコードの積み上げ集計パフォーマ
ンスの改善。
レコードの一括積み上げ集計の改善されたパフォーマンスおよび詳細な制御
積み上げ集計を一括で実行すると、世帯レベルでのレコードの積み上げ集計が迅速化されます。新しい [レ
コードの積み上げ集計設定] カスタム設定により、各オブジェクトのさまざまな積み上げ集計設定を定義で
きます。たとえば、バッチサイズを定義して各一括処理のレコード数を制限できます。レコードを積み上
げ集計するための一括ジョブを実行すると、これらの設定により一括ジョブのパフォーマンスが向上しま
す。
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ケースレコードの積み上げ集計を使用した世帯ケースの可視化
ケースレコードを世帯レベルで積み上げ集計することで、世帯が所有するすべてのケースの統合ビューをユー
ザに提供します。エージェントは、複数の関連リストを経由せずに、世帯のすべての有効なケースを 1 か所で
追跡し、それらのケースに集中できます。
対象: この変更は、Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition、Professional Edition、Unlimited Edition

の Lightning Experience に適用されます。
方法:  [世帯ケース] 関連リストを世帯ページレイアウトに追加します。

レコードの積み上げ集計の最適化
新しい [レコードの積み上げ集計の最適化 (ベータ)] 組織設定を使用したレコードの積み上げ集計パフォーマン
スの改善。
対象: この変更は、Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition、Professional Edition、Unlimited Edition

の Lightning Experience に適用されます。
方法: [設定] の [Financial Services の一般設定] で [レコードの積み上げ集計の最適化 (ベータ)] を有効化します。

関連トピック:

レコードの一括積み上げ集計の改善されたパフォーマンスおよび詳細な制御

レコードの一括積み上げ集計の改善されたパフォーマンスおよび詳細な制御
積み上げ集計を一括で実行すると、世帯レベルでのレコードの積み上げ集計が迅速化されます。新しい [レコー
ドの積み上げ集計設定] カスタム設定により、各オブジェクトのさまざまな積み上げ集計設定を定義できます。
たとえば、バッチサイズを定義して各一括処理のレコード数を制限できます。レコードを積み上げ集計するた
めの一括ジョブを実行すると、これらの設定により一括ジョブのパフォーマンスが向上します。
対象: この変更は、Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition、Professional Edition、Unlimited Edition

の Lightning Experience に適用されます。
方法: [設定] の [カスタム設定] ページで、[レコードの積み上げ集計設定] の横にある [管理] をクリックします。
次に、[新規] をクリックしてオブジェクトを追加し、その積み上げ集計設定を定義します。
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メモ: 新しい [レコードの積み上げ集計の最適化 (ベータ)] 組織設定を有効化してある場合、
GroupAssignmentBatchable の代わりに新しい HouseholdAssignmentBatchable 一括処理ジョブを使用して、レコー
ドを一括で積み上げ集計します。

関連トピック:

レコードの積み上げ集計の最適化

インタラクション日付の計算の迅速化
[次回のインタラクション日付] および [前回のインタラクション日付] 項目の更新にかかる時間が以前よりも短
縮されています。ToDo および行動の新しい [標準トリガを使用] メタデータ型を有効化して、それらのオブジェ
クトのインタラクション日付の計算を迅速化します。
対象: この変更は、Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition、Professional Edition、Unlimited Edition

の Lightning Experience に適用されます。
方法:

行動および ToDo の標準トリガを有効化します。[設定] の [カスタムメタデータ型] ページで、[標準トリガを使
用]をクリックします。次に、EventTrigger の横にある [編集]をクリックし、[行動のトリガ] ページで [有効]チェッ
クボックスをオンにして、変更を保存します。同様の手順を実行して、ToDo のトリガを有効化します。

ID ドキュメント項目の暗号化
Financial Services Cloud クライアントの識別に使用するドキュメントの項目を暗号化できるようになりました。ド
キュメント番号、発効日、有効期限項目を暗号化すると、クライアントから委託されたデータの保護を一層強
化できます。
対象: この変更は、Financial Services Cloud と Shield Platform Encryption の両方が有効になっている Enterprise Edition、
Performance Edition および Unlimited Edition の 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]をクリックします。次に [編集]をクリックして、項目
を選択します。[ドキュメント番号] 項目には、確定的暗号化スキームを適用できます。

新規および変更された Financial Services Cloud オブジェクト項目
新規、および更新された 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。

リレーションマップ
リレーションマップで階層的なクライアントとの関係を展開して表示します。

AccountAccountRelation オブジェクトで新しい AssociationType 項目を使用します。

準拠データ共有
サポート対象のオブジェクトに対してロールごとのアクセスレベルを定義します。

新しい ParticipantRole オブジェクトを使用します。
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取引先レコードの参加者の役割にユーザを割り当てます。
新しい AccountParticipant オブジェクトを使用します。

商談レコードの参加者の役割にユーザを割り当てます。
新しい OpportunityParticipant オブジェクトを使用します。

Financial Services Cloud の新規および変更されたメタデータ型
新規および変更されたメタデータ型でさらに多くの作業を実行できます。

Insurance

ビジネスマイルストン、請求、顧客資産、保険契約、および個人ライフイベントオブジェクトの取引先リレー
ションを作成する

AccountRelationshipShareRule メタデータ型の entityType 項目と accountToCriteriaField 項目で新しい
値を使用します。
• entityType 項目は、Financial Services Cloud for Insurance でこれらの追加の値を表示します。

– BusinessMilestone

– Claim

– CustomerProperty

– InsurancePolicy

– PersonLifeEvent

• accountToCriteriaField項目は、Financial Services Cloud for Insurance でこれらの追加の値を表示します。
– BusinessMilestone.OwnerId

– BusinessMilestone.PrimaryAccountId

– Claim.AccountId

– Claim.OwnerId

– CustomerProperty.OwnerId

– CustomerProperty.PrimaryOwnerId

– InsurancePolicy.NameInsuredId

– InsurancePolicy.OwnerId

– PersonLifeEvent.OwnerId

IndustriesSettings

取引先と商談に対して準拠データ共有機能を有効化する
IndustriesSettings メタデータ型で新しい enableCompliantDataSharingForAccount 項目と
enableCompliantDataSharingForOpportunity 項目を使用します。

最適化されたレコードの積み上げ集計計算を有効化する (ベータ)

IndustriesSettings メタデータ型で新しい enableRecordRollup 項目を使用します。
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REST API
Financial Services Cloud の REST API の次のコールが機能強化されました。

住宅ローン
Salesforce または外部貸主の ID を渡して住宅ローン申請を作成または更新する

/services/data/v50.0/connect/financialservices/mortgages/id/<Salesforce Id of

ResidentialLoanApplication record>への PATCH 要求を実行し、Salesforce レコード ID を使用して、住
宅ローン申請の作成または既存の住宅ローン申請の更新を行います。
/services/data/v50.0/connect/financialservices/mortgages/externalId/<External Id of

ResidentialLoanApplication record> への PATCH 要求を実行し、外部レコード ID を使用して、住宅
ローン申請の作成または既存の住宅ローン申請の更新を行います。
応答の "created":false/true では、新しいレコードが作成されたことを確認します。false が返され
た場合、既存の住宅ローン申請が更新されました。

住宅ローン申請の作成または更新/挿入時に取引先または商談レコードを生成する
accountId または opportunityId、あるいはそれらのオブジェクトを POST または PATCH 要求に含めて、
リンク付きの取引先レコードまたは商談レコードを使用して住宅ローン申請を作成または更新/挿入しま
す。

accountId  (または opportunityId) と取引先 (または商談) オブジェクトの両方を入力として渡した場
合、ID が優先され、オブジェクトは無視されます。
新しい住宅ローン申請の場合のみ、作成モードで POST API または Upsert を使用して取引先および商談オ
ブジェクトを渡します。既存のレコードを更新/挿入する場合、取引先および商談オブジェクトは有効
な入力ではありません。
API では、取引先および商談レコードの作成がサポートされますが、既存のレコードの更新はサポート
されません。

Public Sector Solutions: ライセンスと許可の管理をよりシンプルに、高
速に、そして透過的に (正式リリース)
Salesforce プラットフォームに構築された Public Sector Solutions により政府および公共機関にデジタルトランス
フォーメーションのメリットがもたらされます。代理指定人と従業員を同様に満足させる、よりシンプルで高
速かつ透過的なプロセスを構築できるようになりました。

このセクションの内容:

Public Sector Solutions を使用した行政サービスの変革
政府機関の運営にはライセンス、許可、および適用プロセスが必ず伴いますが、カウンターの両側のユー
ザに対してこの負担を軽減できるようになりました。Salesforce Public Sector Solutions を使用すると、校閲者と
インスペクタは申込の処理、検査の管理、法規制へのコンプライアンスの促進をまったく新しいレベルの
効率で実行できます。
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容易に設定できるデータモデルによる多様な認証プロセスの定義
強力な Public Sector Solutions データモデルを使用して、認証プロセスをすばやく作成します。いくつかの主
要パラメータの値を定義するだけで、さまざまライセンス、許可、登録、認定の認証プロセスを設定でき
ます。
階層ビューコンポーネントを使用した申込の統合ビューの提供
申込の校閲者が申込を容易かつ効率的に管理できるようにします。階層ビューコンポーネントを取引先レ
コードページに追加すると、申込の校閲者は取引先の申込、検査、違反、適用措置、および告発の統合
ビューを取得できます。この詳細の可視性を高めることで、校閲者は代理指定人のライセンスと許可証の
ニーズをより適切に把握し、対処することができます。
検査管理モバイルアプリケーションによる効果的な検査の計画
[公共セクタ: 検査管理] モバイルアプリケーションは、訪問先の場所、優先度、予想される訪問時間、道順
など、訪問の詳細をフィールドインスペクタに提供します。フィールドインスペクタは、モバイルアプリ
ケーションで検査の詳細や特別な指示を確認して、発見点を記録できます。また、関連する規制コードを
確認して、検査結果を入力するときにファイルを添付できます。
代理指定人のライセンスと許可証のニーズに合わせた機能が豊富なポータルの作成
1 か所ですべてが行えるポータルを作成することで、ライセンスと許可証の発行プロセスを包括的なビュー
で代理指定人に示すことができます。このポータルでは、代理指定人はライセンスや許可証の申込や更新
を行ったり、申込、予定されている検査、違反、適用措置を確認したりできます。さらに、苦情を提出し
たり、苦情に対してアクションが実施されたときに通知を受け取ったりすることができます。また、ポー
タルのナレッジ管理機能を使用して、代理指定人の役に立つ記事の宝庫を作成し、デジタルエンゲージメ
ントプラットフォームを提供できます。
代理指定人による申請のプランと優先順位付けを支援する
ポータルで許可の連動関係を公開することで、代理指定人の時間を節約し、申請が却下されないように支
援できます。代理指定人が業種を検索すると、その業種で必要なすべての許可証とライセンスが表示され
ます。また、許可証とライセンスを申請する順序も表示されるため、承認プロセスがスムーズになります。
動的フォームによる多様なライセンスと許可証のニーズへの対応
Vlocity Omniscript デザイナを使用して、ライセンスや許可証で使用する動的な評価フォームや申込フォーム
を作成します。動的フォームは、1 つのステップへの応答を使用して、次のステップの内容を自動的に変更
します。たとえば、建築許可の動的申込フォームであれば、建築物種別として住居と商業施設のどちらを
選択したかにより、次の項目が自動的に入力されます。
自動承認プロセスによるライセンスと許可証の発行の高速化
ライセンスや許可証の申込承認に必要なステップのシーケンスを指定することで、承認プロセスを自動化
します。各ステップで、どのレコードを次のステップに進めるかと、誰に承認要求を割り当てるかを決定
します。ステップの完了後に申請の状況を示す項目の更新も自動化できます。また、申込の状況が変化し
たときに申込者に通知するメールアラートなどのアクションを関連付けることができます。
コード違反の追跡と規制基準へのコンプライアンスの適用
企業と個人が規制基準に準拠することを保証する自動化プロセスを設定します。コード違反と適用アクショ
ンを定義し、調査インジケータの結果に対応付けます。インスペクタが調査の違反を入力すると、申請者
と校閲者は違反を確認して、必要なアクションを実施します。申込者が準拠できない場合、コンプライア
ンス担当者は適用措置を開始できます。
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Public Sector Solutions の新しいオブジェクト
Salesforce Public Sector Solutions は、情報を保存し、情報にアクセスするための豊富な標準およびカスタムオブ
ジェクトセットを提供します。
Public Sector Solutions の新しいメタデータ型
Public Sector Solutions の新しいメタデータ型を使用して、オブジェクトレコードタイプをアプリケーションに
対応付けます。

Public Sector Solutions を使用した行政サービスの変革
政府機関の運営にはライセンス、許可、および適用プロセスが必ず伴いますが、カウンターの両側のユーザに
対してこの負担を軽減できるようになりました。Salesforce Public Sector Solutions を使用すると、校閲者とインス
ペクタは申込の処理、検査の管理、法規制へのコンプライアンスの促進をまったく新しいレベルの効率で実行
できます。
対象: この変更は、Public Sector Solutions が有効になっている Developer Edition、Enterprise Edition、および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
理由: 代理指定人は Public Sector Solutions ポータルを使用して、ライセンスと許可の申込、申込の追跡、検査の
詳細の表示、違反と適用措置の監視を行うことができます。また、ポータルでは Salesforce プラットフォームの
強力なナレッジ管理機能が使用されているため、代理指定人に最新の情報を提供し、代理指定人のエンゲージ
メントを維持できます。代理指定人に絶えず最新情報を伝えることで、ライセンスと許可のコンプライアンス
率を向上することができます。

容易に設定できるデータモデルによる多様な認証プロセスの定義
強力な Public Sector Solutions データモデルを使用して、認証プロセスをすばやく作成します。いくつかの主要パ
ラメータの値を定義するだけで、さまざまライセンス、許可、登録、認定の認証プロセスを設定できます。
対象: この変更は、Public Sector Solutions が有効になっている Developer Edition、Enterprise Edition、および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。

階層ビューコンポーネントを使用した申込の統合ビューの提供
申込の校閲者が申込を容易かつ効率的に管理できるようにします。階層ビューコンポーネントを取引先レコー
ドページに追加すると、申込の校閲者は取引先の申込、検査、違反、適用措置、および告発の統合ビューを取
得できます。この詳細の可視性を高めることで、校閲者は代理指定人のライセンスと許可証のニーズをより適
切に把握し、対処することができます。
対象: この変更は、Public Sector Solutions が有効になっている Developer Edition、Enterprise Edition、および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: 階層ビューコンポーネントを取引先、申込、検査、ケース、または告発のレコードページにドラッグし
ます。
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検査管理モバイルアプリケーションによる効果的な検査の計画
[公共セクタ: 検査管理] モバイルアプリケーションは、訪問先の場所、優先度、予想される訪問時間、道順な
ど、訪問の詳細をフィールドインスペクタに提供します。フィールドインスペクタは、モバイルアプリケー
ションで検査の詳細や特別な指示を確認して、発見点を記録できます。また、関連する規制コードを確認し
て、検査結果を入力するときにファイルを添付できます。
対象: この変更は、Public Sector Solutions が有効になっている Developer Edition、Enterprise Edition、および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: モバイルデバイスで Salesforce アプリケーションを起動します。アプリケーションランチャーで、[公共セ
クタ: 検査管理] を選択し、[訪問] をタップします。
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代理指定人のライセンスと許可証のニーズに合わせた機能が豊富なポータルの
作成
1 か所ですべてが行えるポータルを作成することで、ライセンスと許可証の発行プロセスを包括的なビューで
代理指定人に示すことができます。このポータルでは、代理指定人はライセンスや許可証の申込や更新を行っ
たり、申込、予定されている検査、違反、適用措置を確認したりできます。さらに、苦情を提出したり、苦情
に対してアクションが実施されたときに通知を受け取ったりすることができます。また、ポータルのナレッジ
管理機能を使用して、代理指定人の役に立つ記事の宝庫を作成し、デジタルエンゲージメントプラットフォー
ムを提供できます。
対象: この変更は、Public Sector Solutions が有効になっている Developer Edition、Enterprise Edition、および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: この機能を使用するには、ユーザに「コミュニティのライセンスと許可の管理」権限セットが必
要です。
方法: Salesforce Communities ページを設定するには、メニューでエクスペリエンスビルダーを選択して、ページ
にコンポーネントをドラッグします。

代理指定人による申請のプランと優先順位付けを支援する
ポータルで許可の連動関係を公開することで、代理指定人の時間を節約し、申請が却下されないように支援で
きます。代理指定人が業種を検索すると、その業種で必要なすべての許可証とライセンスが表示されます。ま
た、許可証とライセンスを申請する順序も表示されるため、承認プロセスがスムーズになります。
対象: この変更は、Public Sector Solutions が有効になっている Developer Edition、Enterprise Edition、および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: ビジネス規制認証種別連動関係オブジェクトを使用して、連動関係を定義します。

動的フォームによる多様なライセンスと許可証のニーズへの対応
Vlocity Omniscript デザイナを使用して、ライセンスや許可証で使用する動的な評価フォームや申込フォームを作
成します。動的フォームは、1 つのステップへの応答を使用して、次のステップの内容を自動的に変更しま
す。たとえば、建築許可の動的申込フォームであれば、建築物種別として住居と商業施設のどちらを選択した
かにより、次の項目が自動的に入力されます。
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対象: この変更は、Public Sector Solutions が有効になっている Developer Edition、Enterprise Edition、および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: Vlocity Omniscript Designer で動的フォームを作成して保存します。フォームを Salesforce コミュニティページ
に追加するには、エクスペリエンスビルダーで Vlocity Omniscript コンポーネントを使用します。

自動承認プロセスによるライセンスと許可証の発行の高速化
ライセンスや許可証の申込承認に必要なステップのシーケンスを指定することで、承認プロセスを自動化しま
す。各ステップで、どのレコードを次のステップに進めるかと、誰に承認要求を割り当てるかを決定します。
ステップの完了後に申請の状況を示す項目の更新も自動化できます。また、申込の状況が変化したときに申込
者に通知するメールアラートなどのアクションを関連付けることができます。
対象: この変更は、Public Sector Solutions が有効になっている Developer Edition、Enterprise Edition、および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: [設定] から [承認プロセス] を選択します。[承認プロセスを管理するオブジェクト] 選択リストで、[商談]

を選択します。
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コード違反の追跡と規制基準へのコンプライアンスの適用
企業と個人が規制基準に準拠することを保証する自動化プロセスを設定します。コード違反と適用アクション
を定義し、調査インジケータの結果に対応付けます。インスペクタが調査の違反を入力すると、申請者と校閲
者は違反を確認して、必要なアクションを実施します。申込者が準拠できない場合、コンプライアンス担当者
は適用措置を開始できます。
対象: この変更は、Public Sector Solutions が有効になっている Developer Edition、Enterprise Edition、および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: オブジェクトマネージャから調査評価インジケータを見つけて開きます。[結果] 項目で選択リスト値を
作成し、違反としてマークします。

Public Sector Solutions の新しいオブジェクト
Salesforce Public Sector Solutions は、情報を保存し、情報にアクセスするための豊富な標準およびカスタムオブジェ
クトセットを提供します。
対象: この変更は、Public Sector Solutions が有効になっている Developer Edition、Enterprise Edition、および Unlimited

Edition の Lightning Experience に適用されます。
アセットと、そのアセットのライセンス申込との関連付けに関連する情報を保存する

新しい AuthApplicationAsset オブジェクトを使用します。
場所での認可が有効になっている業務時間を作成および保存する

新しい AuthLocationAccessSchedule オブジェクトを使用します。
場所と、その場所のライセンス申込との関連付けに関連する情報を保存する

新しい AuthApplicationPlace オブジェクトを使用します。
許可と、特定のビジネスコンテキストでの許可の連動関係との関連付けに関連する情報を保存する

新しい BusRegAuthTypeDependency オブジェクトを使用します。
ライセンスまたは許可申込のビジネスに関する詳細を保存する。

新しい BusinessProfile オブジェクトを使用します。
ビジネス活動と、そのビジネス活動に適用可能なライセンスまたは許可との関連付けに関連する情報を保存す
る

新しい BusinessRegulatoryAuthType オブジェクトを使用します。
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規制機関から発行される認可を作成する
新しい BusinessLicense オブジェクトを使用します。

ビジネス所有者から送信された申込フォームを保存する
新しい BusinessLicenseApplication オブジェクトを使用します。

認可アクティビティとライセンスの種類または許可種別との関連付けを作成する
新しい BusRegAuthorizationType オブジェクトを使用します。

ビジネスと個人の両方のアクティビティのカテゴリを作成する
新しい BusinessType オブジェクトを使用します。

トレーニングコースの場所と日付の詳細を含むトレーニングコースのインスタンスを作成および保存する
新しい CourseOffering オブジェクトを使用します。

ライセンスまたは許可を与える政府機関により承認された試験を作成および保存する
新しい Examination オブジェクトを使用します。

検査中に記録された評価インジケータを作成および保存する
新しい InspectionAssessmentInd オブジェクトを使用します。

個人から送信されたライセンスまたは許可の申込フォームを保存する
新しい IndividualApplication オブジェクトを使用します。

訪問中に実行された検査または評価の種別を作成および保存する
新しい InspectionType オブジェクトを使用します。

個人が受けた試験に関連する情報を保存する
新しい PersonExamination オブジェクトを使用します。

保存済み申込および事前スクリーニングフォームを保存する
新しい PreliminaryApplicationRef オブジェクトを使用します。

公開ユーザから送信された告発を保存する
新しい PublicComplaint オブジェクトを使用します。

認可を提供する組織または政府機関を作成する
新しい RegulatoryAuthority オブジェクトを使用します。

ビジネスまたは職業のさまざまな種別のライセンス申込または許可申込で使用する共通属性を作成する
新しい RegulatoryAuthApplication オブジェクトを使用します。

規制機関が発行できる認可を作成する
新しい RegulatoryAuthorizationType オブジェクトを使用します。

認可種別と商品間の関連付けを作成する
新しい RegAuthorizationTypeProduct オブジェクトを使用します。

規制機関が適用する規制コードに関連する情報を保存する
新しい RegulatoryCode オブジェクトを使用します。

規制コードと、規制コードに関連付けられた評価インジケータ定義を保存する
新しい RegulatoryCodeAssessmentInd オブジェクトを使用します。

複数のフォローアップ検査で取得された規制コード違反を保存する
新しい RegulatoryCodeViolation オブジェクトを使用します。
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個人が完了したトレーニングを保存する
新しい TrainingParticipant オブジェクトを使用します。

ライセンスまたは許可を与える政府機関により承認されたトレーニングを保存する
新しい TrnCourse オブジェクトを使用します。

違反に対処するために規制局が実行するアクションを作成および保存する
新しい ViolationEnforcementAction オブジェクトを使用します。

ライセンスおよび許可の違反種別を作成および保存する
新しい ViolationType オブジェクトを使用します。

評価インジケータ定義に関連付けられた違反種別を作成および保存する
新しい ViolationTypeAssessmentInd オブジェクトを使用します。

Public Sector Solutions の新しいメタデータ型
Public Sector Solutions の新しいメタデータ型を使用して、オブジェクトレコードタイプをアプリケーションに対
応付けます。
オブジェクトレコードタイプをアプリケーションに対応付ける

新しい ApplicationRecordTypeConfig オブジェクトを使用します。API バージョン 50.0 で導入されまし
た。

Consumer Goods Cloud: 直接店舗配送、訪問推奨などの機能
Einstein が推奨する訪問により、営業担当は適切な店舗を的確なタイミングで法網できます。配送 ToDo を使用
すると、すべての店舗で商品の在庫を保証できます。営業マネージャとフィールド営業担当者は、Consumer

Goods オブジェクトをモバイルでも管理できるようになり、迅速な対応が可能になります。

このセクションの内容:

Einstein 訪問のおすすめ: 適切なタイミングでの適切な店舗への訪問を計画
営業マネージャは、営業担当が次に訪問する必要のある店舗を心配する必要がなくなります。Einstein がそ
の役目を果たします。訪問のおすすめは、固有のビジネス要件に基づき、要件に対応するように調整され
ます。Einstein Next Best Action で、ビジネス要件に基づく 1 つ以上の戦略を作成します。
配送 ToDo を使用した店舗へのタイムリーな配送
営業マネージャは、担当地域からのすべての注文を参照するときに、店舗のパフォーマンスに基づいて注
文に優先順位を付けることができます。営業マネージャが配送 ToDo を作成してそれを運転者に割り当て、
運転者がモバイルデバイスで配送 ToDo を確認できます。
訪問の実行: 柔軟性と生産性の向上
営業マネージャは、Consumer Goods 標準オブジェクトを使用してカスタム ToDo を作成できるようになりま
した。また、フィールド営業担当者は 1 日の業務を管理して訪問中により多くの情報を取得できるため、
生産性が向上します。
Consumer Goods Cloud のその他の変更
その他の小さくても重要な Consumer Goods Cloud の変更について説明します。
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店舗のリテールエグゼキューションの強化
新しい Einstein Analytics for Consumer Goods ダッシュボードでは、マーチャンダイザー活動を効果的に実行する
のに役立つリテールエグゼキューション KPI に簡単にアクセスできます。店舗のコンプライアンス、最後の
店舗訪問、在庫のコンプライアンス、商品パフォーマンス、および取引先階層に関するアクション可能な
インサイトを取得します。フィールド営業担当者は Field Representative Summary ダッシュボードを使用して自
分のパフォーマンスを追跡してチームの平均パフォーマンスと比較できます。アプリケーションをカスタ
マイズすれば、営業マネージャに、階層でそのマネージャの下位にいるユーザのデータのみが表示される
ようにできます。
Consumer Goods Cloud の新しいオブジェクト
新しい Consumer Goods Cloud オブジェクトと Einstein 訪問のおすすめオブジェクトで、より多くの操作を実行
できるようになりました。

Einstein 訪問のおすすめ: 適切なタイミングでの適切な店舗への訪問を計画
営業マネージャは、営業担当が次に訪問する必要のある店舗を心配する必要がなくなります。Einstein がその役
目を果たします。訪問のおすすめは、固有のビジネス要件に基づき、要件に対応するように調整されます。
Einstein Next Best Action で、ビジネス要件に基づく 1 つ以上の戦略を作成します。
対象:この変更は、Consumer Goods Cloud が有効になっている Developer Edition、Performance Edition、Enterprise Edition、
および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: この機能を使用するには、ユーザに「リテールエグゼキューションプラス」権限セットが必要で
す。
方法: [設定] で「Einstein 訪問のおすすめ」を検索して選択します。Einstein 訪問のおすすめを有効にします。[Next

Best Action] で、Einstein によるおすすめの提供に使用されるビジネスロジックを指定する戦略を定義します。営
業マネージャとフィールド営業担当者は、Einstein が訪問のおすすめを作成するために使用する期間の訪問のお
すすめ要求を作成できるようになりました。
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ALBERT EINSTEIN の権利は、ヘブライ大学の許可を受けた上で使用しています。Greenlight が排他的に代理人を務
めています。

配送 ToDo を使用した店舗へのタイムリーな配送
営業マネージャは、担当地域からのすべての注文を参照するときに、店舗のパフォーマンスに基づいて注文に
優先順位を付けることができます。営業マネージャが配送 ToDo を作成してそれを運転者に割り当て、運転者
がモバイルデバイスで配送 ToDo を確認できます。
対象:この変更は、Consumer Goods Cloud が有効になっている Developer Edition、Performance Edition、Enterprise Edition、
および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: この機能を使用するには、ユーザに「Lightning 店舗直送」権限セットが必要です。
方法: 配送 ToDo を作成するには、アクションプランテンプレートを使用します。テンプレートを訪問に割り当
て、訪問に配送 ToDo を追加します。運転者は配送を完了したら、配送した品目の数を記録できます。

訪問の実行: 柔軟性と生産性の向上
営業マネージャは、Consumer Goods 標準オブジェクトを使用してカスタム ToDo を作成できるようになりまし
た。また、フィールド営業担当者は 1 日の業務を管理して訪問中により多くの情報を取得できるため、生産性
が向上します。
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このセクションの内容:

Consumer Goods 標準オブジェクトに基づいたカスタム ToDo の作成
営業マネージャは、HasActivities 属性が有効になっている Consumer Goods 標準オブジェクトについてのカスタ
ム ToDo をすばやく作成できます。カスタム ToDo の作成時に、最初にカスタムオブジェクトを作成する必
要がなくなりました。たとえば、店舗のパフォーマンスに関する情報を取得するため、営業マネージャは
小売店オブジェクトを使用してカスタム ToDo を作成できます。
訪問の絞り込みと並び替え
フィールド営業担当者は、訪問状況を把握するために役立つ新しいオプションを使用できます。日付、優
先度、および状況に基づいて訪問を絞り込むことができます。また、日時、最適化されたルート、または
優先度で訪問を並び替えることもできます。デフォルトの訪問リストは、予定開始時刻によって並び替え
られ、今日の日付によって絞り込まれます。

Consumer Goods 標準オブジェクトに基づいたカスタム ToDo の作成
営業マネージャは、HasActivities 属性が有効になっている Consumer Goods 標準オブジェクトについてのカスタム
ToDo をすばやく作成できます。カスタム ToDo の作成時に、最初にカスタムオブジェクトを作成する必要がな
くなりました。たとえば、店舗のパフォーマンスに関する情報を取得するため、営業マネージャは小売店オブ
ジェクトを使用してカスタム ToDo を作成できます。
対象:この変更は、Consumer Goods Cloud が有効になっている Developer Edition、Performance Edition、Enterprise Edition、
および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: カスタム ToDo を作成するには、[カスタムコンテキスト] 項目で Consumer Goods 標準オブジェクトを選択
します。
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訪問の絞り込みと並び替え
フィールド営業担当者は、訪問状況を把握するために役立つ新しいオプションを使用できます。日付、優先
度、および状況に基づいて訪問を絞り込むことができます。また、日時、最適化されたルート、または優先度
で訪問を並び替えることもできます。デフォルトの訪問リストは、予定開始時刻によって並び替えられ、今日
の日付によって絞り込まれます。
対象:この変更は、Consumer Goods Cloud が有効になっている Developer Edition、Performance Edition、Enterprise Edition、
および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: [訪問] リストページで、絞り込みと並び替えアイコンをクリックします。

Consumer Goods Cloud のその他の変更
その他の小さくても重要な Consumer Goods Cloud の変更について説明します。
対象:この変更は、Consumer Goods Cloud が有効になっている Developer Edition、Performance Edition、Enterprise Edition、
および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
理由: モバイルデバイス、Salesforce アプリケーションランチャー、Salesforce コミュニティから、より多くの
Consumer Goods オブジェクトに簡単にアクセスできるようになりました。
外出先での柔軟性の向上

モバイルから、より多くの Consumer Goods Cloud にアクセスできるようになりました。営業マネージャと
フィールド営業担当者は、外出中にプロモーション、店舗、訪問などを管理できるようになりました。

アプリケーションランチャーでのオブジェクトの増加
Salesforce アプリケーションランチャーで、調査タスク指示、分類商品、店舗内ロケーション、プロモーショ
ンチャネル、プロモーション商品、カテゴリ、店舗アクションプランテンプレート、店舗分類、店舗商品、
プロモーション商品の各オブジェクトが使用できるようになりました。

コミュニティを介したパートナーとのより強力な関係の構築
Salesforce コミュニティで Consumer Goods Cloud を使用できるようになりました。Salesforce コミュニティで
Consumer Goods Cloud を使用する場合の契約上の制限についての詳細は、Salesforce のアカウントエグゼクティ
ブにお問い合わせください。

訪問レコードページへのロケーション地図と訪問リストの追加
新しい Consumer Goods 訪問ロケーションの地図コンポーネントと Consumer Goods 訪問リストコンポーネント
を使用します。

アプリケーションランチャーでの Consumer Goods アプリケーションの新しいアイコン
新しいアイコンは Consumer Goods アプリケーションをより良く表しています。
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店舗のリテールエグゼキューションの強化
新しい Einstein Analytics for Consumer Goods ダッシュボードでは、マーチャンダイザー活動を効果的に実行するの
に役立つリテールエグゼキューション KPI に簡単にアクセスできます。店舗のコンプライアンス、最後の店舗
訪問、在庫のコンプライアンス、商品パフォーマンス、および取引先階層に関するアクション可能なインサイ
トを取得します。フィールド営業担当者は Field Representative Summary ダッシュボードを使用して自分のパフォー
マンスを追跡してチームの平均パフォーマンスと比較できます。アプリケーションをカスタマイズすれば、営
業マネージャに、階層でそのマネージャの下位にいるユーザのデータのみが表示されるようにできます。
対象: この変更は、Consumer Goods Cloud が有効化されている Lightning Experience と、Professional Edition、Performance

Edition、および Unlimited Edition の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: Analytics for Consumer Goods は Salesforce Consumer Goods Cloud ユーザのみが対象です。Einstein Analytics for

Consumer Goods テンプレートからアプリケーションを作成する場合は、Einstein Analytics for Consumer Goods アドオ
ンライセンスも必要です。新しい Einstein Analytics for Consumer Goods ダッシュボードは、マーチャンダイザーと
請負業者 SKU を持つユーザが使用できます。
理由: 営業マネージャとフィールド営業担当者が店舗でのリテールエグゼキューションを向上させるのに役立
ちます。

Consumer Goods Cloud の新しいオブジェクト
新しい Consumer Goods Cloud オブジェクトと Einstein 訪問のおすすめオブジェクトで、より多くの操作を実行で
きるようになりました。
対象:この変更は、Consumer Goods Cloud が有効になっている Developer Edition、Performance Edition、Enterprise Edition、
および Unlimited Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: この Consumer Goods Cloud オブジェクトにアクセスするには、ユーザに「Lightning 店舗直送」権限
セットが必要です。また、これらの Einstein 訪問のおすすめオブジェクトにアクセスするには、ユーザに「Lightning

リテールエグゼキューションプラス」権限セットが必要です。
出荷を訪問に関連付ける

新しい DeliveryTask オブジェクトを使用します。
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RetailVisitKpi オブジェクトの新しい項目
RetailVisitKPI に関連付けられている訪問を特定する

RetailVisitKpi オブジェクトで新しい Visit 項目を使用します。
RetailVisitKPI に関連付けられている RetailStoreKPI を特定する

RetailVisitKpi オブジェクトで新しい RetailStoreKPI 項目を使用します。

Einstein 訪問のおすすめの新しいオブジェクト
訪問のおすすめを生成する要求を作成する

新しい AiVisitRecommendationRequest オブジェクトを使用します。
すべての訪問のおすすめを表示する

新しい AiVisitRecommendation オブジェクトを使用します。

Manufacturing Cloud: 払い戻し (パイロット)、機能強化された取引先
販売予測
払い戻し管理を使用して、量および金額ベースの払い戻しプログラムを実行します。注文と商品を含む Salesforce

データを使用して、払い戻しプログラムを管理し、状況に応じて支払を計算します。払い戻し計算を柔軟に実
行し、パートナー間の信頼を築き、期間の終了時にまたは任意のタイミングで支払情報を分析します。販売計
画の更新期間を定義します。取引先販売予測の販売計画を選択します。商談の確度と商品スケジュールを使用
して、取引先販売予測の商談指標の値を計算します。

このセクションの内容:

払い戻し管理: 払い戻し処理のワンストップソリューション (パイロット)

払い戻しプログラムを作成し、払い戻しの種別、対象資格ルール、およびしきい値を含む給付構造を指定
します。払い戻し支払は、選択された頻度で、必要な詳細を使用して処理されます。製造業コミュニティ
テンプレートを使用して、パートナーとのコラボレーションを行います。Einstein Analytics for Rebates を使用
して、払い戻しに関するアクション可能なインサイトを取得します。
販売計画の更新と取引先販売予測の計算の柔軟性の向上
終了日までの日数を指定して、販売計画の更新期間の開始を決定します。予測で考慮する販売計画を選択
して、取引先販売予測の精度を向上します。商談の確度割合と商談商品スケジュールの値を使用して、取
引先販売予測の商談指標の値を計算します。
Lightning External Apps ライセンスでの製造業パートナーコミュニティテンプレートの使用
Lightning External Apps ライセンスと Lightning External Apps Plus ライセンスで製造業コミュニティテンプレート
を使用できます。
Einstein Analytics for Manufacturing: 目標分析、マネージャのデータアクセス制御
新しい Einstein Analytics for Manufacturing ダッシュボードを使用して、金額目標に対する自分のパフォーマンス
を追跡します。営業マネージャが参照できるデータを、階層内のその営業マネージャ以下のユーザのデー
タに限定するように、営業マネージャのデータアクセス権をカスタマイズできます。
変更された Manufacturing Cloud メタデータ型
変更された次の Manufacturing Cloud メタデータ型でさらに多くの作業を実行できます。
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変更された Manufacturing Cloud Tooling API オブジェクト
変更された Manufacturing Cloud Tooling API オブジェクトでさらに多くの作業を実行できます。

払い戻し管理: 払い戻し処理のワンストップソリューション (パイロット)
払い戻しプログラムを作成し、払い戻しの種別、対象資格ルール、およびしきい値を含む給付構造を指定しま
す。払い戻し支払は、選択された頻度で、必要な詳細を使用して処理されます。製造業コミュニティテンプ
レートを使用して、パートナーとのコラボレーションを行います。Einstein Analytics for Rebates を使用して、払い
戻しに関するアクション可能なインサイトを取得します。

メモ: 払い戻しは、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。払い戻しは、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。

このセクションの内容:

払い戻し金額を容易に計算するための払い戻しプログラムの定義 (パイロット)

量および金額ベースの払い戻しプログラムを設定し、払い戻し支払頻度を定義します。取引先を対象プロ
グラムのメンバーとして登録することで、Salesforce 取引先を払い戻しプログラムにシームレスに統合しま
す。各トランザクションまたは集計されたトランザクションのプログラム種別を作成します。また、カス
タム種別を定義してプログラム種別を作成します。金額の割合、または単位あたりの金額を指定するか、
独自の払い戻し計算ルールを定義します。
払い戻し支払の処理 (パイロット)

支払計算条件を定義して、バックエンド処理が完了するまで待機します。柔軟かつ拡張可能なバックエン
ドプロセスを使用して、計算プロセスをカスタマイズします。計算プロセスが完了したら、支払の詳細を
表示します。払い戻し支払が処理されたかどうか、支払が生成された日付、および支払の状況を追跡しま
す。
コミュニティを介してパートナーに払い戻し情報を提供 (パイロット)

製造業コミュニティテンプレートを使用したコラボレーションを行って、パートナーとの信頼を高めます。

払い戻し金額を容易に計算するための払い戻しプログラムの定義 (パイロット)

量および金額ベースの払い戻しプログラムを設定し、払い戻し支払頻度を定義します。取引先を対象プログラ
ムのメンバーとして登録することで、Salesforce 取引先を払い戻しプログラムにシームレスに統合します。各ト
ランザクションまたは集計されたトランザクションのプログラム種別を作成します。また、カスタム種別を定
義してプログラム種別を作成します。金額の割合、または単位あたりの金額を指定するか、独自の払い戻し計
算ルールを定義します。

メモ: 払い戻しは、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。払い戻しは、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
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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: この変更は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: 払い戻しプログラムを作成し、メンバーをプログラムに追加します。支払期間と払い戻しプログラム種
別を作成します。
払い戻しプログラムに関連付けられたすべての詳細をプログラムレコードの関連リストに表示します。

各払い戻し種別の給付を払い戻し種別レコードに表示します。
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払い戻し支払の処理 (パイロット)

支払計算条件を定義して、バックエンド処理が完了するまで待機します。柔軟かつ拡張可能なバックエンドプ
ロセスを使用して、計算プロセスをカスタマイズします。計算プロセスが完了したら、支払の詳細を表示しま
す。払い戻し支払が処理されたかどうか、支払が生成された日付、および支払の状況を追跡します。

メモ: 払い戻しは、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。払い戻しは、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: この変更は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: 払い戻しプログラムメンバーレコードの [支払] タブで支払の詳細を表示します。
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コミュニティを介してパートナーに払い戻し情報を提供 (パイロット)

製造業コミュニティテンプレートを使用したコラボレーションを行って、パートナーとの信頼を高めます。

メモ: 払い戻しは、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。払い戻しは、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: この変更は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
方法: 払い戻しを有効化して、製造業パートナーコミュニティで払い戻しオブジェクトを使用します。このオ
ブジェクトをコミュニティテンプレートに埋め込むことができます。
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販売計画の更新と取引先販売予測の計算の柔軟性の向上
終了日までの日数を指定して、販売計画の更新期間の開始を決定します。予測で考慮する販売計画を選択し
て、取引先販売予測の精度を向上します。商談の確度割合と商談商品スケジュールの値を使用して、取引先販
売予測の商談指標の値を計算します。

このセクションの内容:

販売計画の更新期間の開始を定義して今後に備える
販売計画の更新期間の開始を決定する日数を指定して、今後のビジネス案件を事前に計画します。
販売計画を指定してより高い精度で取引先販売予測を計算
取引先販売予測の計算時に、考慮する販売計画を含むリストビューを選択することで、取引先の成長をよ
り正確に予測します。取引先販売予測の販売計画の値を計算するときに、選択したリストビュー内の販売
計画が考慮されます。
取引先販売予測での商談確度の使用
商談確度を使用して取引先販売予測の値に焦点を絞ります。取引先に関連付けられた商談の確度を使用し
て、取引先販売予測の商談数量と金額の値を計算します。
商談商品スケジュールを使用した取引先販売予測の改善 (パイロット)

商談商品スケジュールを使用して、取引先の数量と金額のより信頼性の高い販売予測を行います。商談商
品の数量と金額のスケジュール値は、取引先販売予測の商談数量と金額の値を計算するために使用されま
す。

販売計画の更新期間の開始を定義して今後に備える
販売計画の更新期間の開始を決定する日数を指定して、今後のビジネス案件を事前に計画します。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: この機能は、Manufacturing Cloud ライセンスと「製造販売計画」権限セットを持つユーザが使用で
きます。
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方法: 更新期間の開始を示す販売計画の終了日までの日数を入力します。この更新期間は Salesforce 組織のすべ
ての販売計画に適用されます。販売計画は、更新期間の開始後にのみ更新できます。計画は、有効期限が切れ
た後も更新できます。

販売計画を指定してより高い精度で取引先販売予測を計算
取引先販売予測の計算時に、考慮する販売計画を含むリストビューを選択することで、取引先の成長をより正
確に予測します。取引先販売予測の販売計画の値を計算するときに、選択したリストビュー内の販売計画が考
慮されます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: この機能は、Manufacturing Cloud ライセンスと「製造取引先販売予測」権限セットを持つユーザが
使用できます。
方法: [設定] の [取引先販売予測] ページで、販売計画を含むリストビューを選択します。リストビューが選択さ
れた後、取引先販売予測は、再計算された後にのみ最新の値で更新されます。

取引先販売予測での商談確度の使用
商談確度を使用して取引先販売予測の値に焦点を絞ります。取引先に関連付けられた商談の確度を使用して、
取引先販売予測の商談数量と金額の値を計算します。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: この機能は、Manufacturing Cloud ライセンスと「製造取引先販売予測」権限セットを持つユーザが
使用できます。
方法: [設定] の [取引先販売予測] ページで [商談確度] を有効にします。
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商談商品スケジュールを使用した取引先販売予測の改善 (パイロット)

商談商品スケジュールを使用して、取引先の数量と金額のより信頼性の高い販売予測を行います。商談商品の
数量と金額のスケジュール値は、取引先販売予測の商談数量と金額の値を計算するために使用されます。

メモ: 取引先販売予測の商談商品スケジュールは、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。取引
先販売予測の商談商品スケジュールは、Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で発
表しない限り、正式リリースされません。特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証で
きません。正式リリースされた製品および機能に基づいてのみ購入をご決定ください。

対象: この変更は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: この機能は、Manufacturing Cloud ライセンスと「製造取引先販売予測」権限セットを持つユーザが
使用できます。
方法: Salesforce 組織で商品スケジュールを有効にします。次に、[設定] の [取引先販売予測] ページで [商談商品
スケジュール] を有効にします。取引先販売予測は、再計算された後にのみ最新の値で更新されます。

Lightning External Apps ライセンスでの製造業パートナーコミュニティテンプ
レートの使用
Lightning External Apps ライセンスと Lightning External Apps Plus ライセンスで製造業コミュニティテンプレートを使
用できます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。
対象ユーザ: この機能は、Manufacturing Cloud ライセンスと「製造販売計画」権限セットを持つユーザが使用で
きます。

Einstein Analytics for Manufacturing: 目標分析、マネージャのデータアクセス制
御
新しい Einstein Analytics for Manufacturing ダッシュボードを使用して、金額目標に対する自分のパフォーマンスを
追跡します。営業マネージャが参照できるデータを、階層内のその営業マネージャ以下のユーザのデータに限
定するように、営業マネージャのデータアクセス権をカスタマイズできます。
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このセクションの内容:

目標に対する営業パフォーマンスの追跡
[チームの目標] および [私の目標] ダッシュボードを使用して、金額目標に対する自分のパフォーマンスと
チームのパフォーマンスを監視します。
営業マネージャのデータアクセスのカスタマイズ
階層で自分より下位のユーザのデータのみを表示することで、営業マネージャが時間を節約できるように
します。

目標に対する営業パフォーマンスの追跡
[チームの目標] および [私の目標] ダッシュボードを使用して、金額目標に対する自分のパフォーマンスとチー
ムのパフォーマンスを監視します。
対象: この変更は、Manufacturing Cloud が有効になっている Developer Edition、Enterprise Edition、および Unlimited

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

for Manufacturing は Salesforce Manufacturing Cloud ユーザのみを対象とします。
対象ユーザ: Einstein Analytics for Manufacturing テンプレートからアプリケーションを作成するには、Manufacturing

Analytics Plus アドオンライセンスも必要です。
理由: これらのダッシュボード視覚化により、取引先マネージャとエグゼクティブに、取引先と商品の金額目
標に対するパフォーマンスの内訳が提供されます。

方法: Analytics Studio に移動して [作成]をクリックし、[アプリケーション]を選択します。[Analytics for Manufacturing]

テンプレートを選択し、ウィザードの指示に従ってアプリケーションを作成します。

営業マネージャのデータアクセスのカスタマイズ
階層で自分より下位のユーザのデータのみを表示することで、営業マネージャが時間を節約できるようにしま
す。
対象: この変更は、Manufacturing Cloud が有効になっている Developer Edition、Enterprise Edition、および Unlimited

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

for Manufacturing は Salesforce Manufacturing Cloud ユーザのみを対象とします。
対象ユーザ: Einstein Analytics for Manufacturing テンプレートからアプリケーションを作成するには、Manufacturing

Analytics Plus アドオンライセンスも必要です。
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方法: 設定ウィザードを使用して、ユーザマネージャ階層セキュリティ述語を販売計画および取引先販売予測
に追加します。

変更された Manufacturing Cloud メタデータ型
変更された次の Manufacturing Cloud メタデータ型でさらに多くの作業を実行できます。
商談成立の確度を使用して、取引先販売予測を計算します。

AccountForecastSettings メタデータ型で新しい opportunityProbabilityEnabled 項目を使用します。
取引先販売予測の計算時に、考慮する販売計画を含むリストビューを選択します。

AccountForecastSettings メタデータ型で新しい salesAgreementFilterId 項目を使用します。

変更された Manufacturing Cloud Tooling API オブジェクト
変更された Manufacturing Cloud Tooling API オブジェクトでさらに多くの作業を実行できます。
商談成立の確度を使用して、取引先販売予測を計算します。

AccountForecastSettings オブジェクトで新しい HasOpportunityProbability 項目を使用します。
販売計画の終了日までの日数を指定して、更新期間の開始を決定します。

SalesAgreementSettings オブジェクトで新しい RenewalPeriodDayCount 項目を使用します。

一括管理: 数回のクリックでの大量のデータの処理 (パイロット)
一括管理を使用して、Salesforce 組織の数百万件のレコードを処理します。[ワークフローサービスを監視] を使
用して、一括処理ジョブの状況と健全性を追跡します。

メモ: 一括管理は、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。一括管理は、Salesforce がドキュメン
ト、プレスリリース、または公式声明で正式リリースを発表しない限り、正式リリースされません。特
定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証できません。正式リリースされた製品および機
能に基づいてのみ購入をご決定ください。
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このセクションの内容:

大量のレコードを処理するための一括処理ジョブの定義 (パイロット)

一括処理ジョブを作成して、フローの大量のデータを処理します。一括処理ジョブは、管理可能な一括処
理ジョブの各部分でデータを処理します。一括処理ジョブを使用して、複数のオブジェクトにまたがる複
雑なビジネスプロセスの実行を自動化します。一括処理ジョブは、スケジュール済みフローを使用してス
ケジュールされます。
一括処理ジョブのスケジュール (パイロット)

スケジュール済みフローを使用して、一括処理ジョブを実行する必要のあるタイミングや実行頻度を決定
します。スケジュール済みフローを使用して、複数の一括処理ジョブを同時に実行できます。
一括処理ジョブの監視 (パイロット)

一括処理ジョブの実行の状況と健全性を監視します。ジョブが実行されるたびに、[ワークフローサービス
を監視] に新しいレコードが作成されます。完全な一括処理ジョブの実行やその一括処理ジョブの各部分を
追跡できます。また、一括処理ジョブで処理できなかったレコードのリストを表示することもできます。

大量のレコードを処理するための一括処理ジョブの定義 (パイロット)
一括処理ジョブを作成して、フローの大量のデータを処理します。一括処理ジョブは、管理可能な一括処理
ジョブの各部分でデータを処理します。一括処理ジョブを使用して、複数のオブジェクトにまたがる複雑なビ
ジネスプロセスの実行を自動化します。一括処理ジョブは、スケジュール済みフローを使用してスケジュール
されます。

メモ: 一括管理は、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。一括管理は、Salesforce がドキュメン
ト、プレスリリース、または公式声明で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: 一括管理は、払い戻しのパイロットプログラムの参加者のみが使用できます。一括管理がサポートされ
ているエディションについての詳細は、Salesforce の担当者に確認してください。
対象ユーザ: Salesforce 組織のシステム管理者は、一括処理ジョブを作成できます。
理由: フローでは、1 日最大 250,000 件のレコードを処理できます。一括処理ジョブを使用すると、プラット
フォームの制限を超えずに管理可能なバッチで 250,000 件を超えるレコードを処理できます。1 つのフローで複
数の一括処理ジョブを同時にスケジュールして、同じビジネスプロセスに含まれる複数のオブジェクトのレ
コードを処理できます。
方法: [設定] から、[一括管理] を検索して選択します。[新規] をクリックします。一括処理ジョブを定義し、実
行する一括処理ジョブのビジネスフローを選択します。[次へ]をクリックします。各レコードを一意に識別す
るフロー入力変数を選択します。レコードを処理するオブジェクトと検索条件を選択します。[保存]をクリッ
クして、[有効化] をクリックします。
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一括処理ジョブのスケジュール (パイロット)
スケジュール済みフローを使用して、一括処理ジョブを実行する必要のあるタイミングや実行頻度を決定しま
す。スケジュール済みフローを使用して、複数の一括処理ジョブを同時に実行できます。

メモ: 一括管理は、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。一括管理は、Salesforce がドキュメン
ト、プレスリリース、または公式声明で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: 一括管理は、払い戻しのパイロットプログラムの参加者のみが使用できます。一括管理がサポートされ
ているエディションについての詳細は、Salesforce の担当者に確認してください。
方法: スケジュール済みフローで、[アクション] 要素をキャンバスにドラッグします。[カテゴリ] を [一括処理
ジョブ] として選択します。有効な一括処理ジョブを検索して選択します。
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一括処理ジョブの監視 (パイロット)
一括処理ジョブの実行の状況と健全性を監視します。ジョブが実行されるたびに、[ワークフローサービスを
監視] に新しいレコードが作成されます。完全な一括処理ジョブの実行やその一括処理ジョブの各部分を追跡
できます。また、一括処理ジョブで処理できなかったレコードのリストを表示することもできます。

メモ: 一括管理は、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。一括管理は、Salesforce がドキュメン
ト、プレスリリース、または公式声明で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: 一括管理は、払い戻しのパイロットプログラムの参加者のみが使用できます。一括管理がサポートされ
ているエディションについての詳細は、Salesforce の担当者に確認してください。
対象ユーザ: Salesforce 組織のシステム管理者は、[ワークフローサービスを監視] で一括処理ジョブの実行を監視
できます。
方法: [設定] で、[ワークフローサービスを監視]を検索して選択します。一括処理ジョブの実行の詳細を表示す
るには、そのレコードをクリックします。

Data Processing Engine: まったく新しい方法での組織のデータの変換
(パイロット)
Salesforce 組織の標準オブジェクトとカスタムオブジェクトからデータを抽出し、ビジネス要件に基づいて変換
します。次に、変換されたデータでレコードを更新または作成します。

メモ:  Data Processing Engine 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。Data Processing Engine は、
Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で発表しない限り、正式リリースされませ
ん。特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証できません。正式リリースされた製品お
よび機能に基づいてのみ購入をご決定ください。
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このセクションの内容:

数回のクリックでのデータの変換 (パイロット)

Salesforce 組織のデータは、さまざまなオブジェクトに保存されます。Data Processing Engine を使用して、すべ
てのデータを 1 か所にまとめ、要件に基づいて変換します。まず、Data Processing Engine のインスタンスを作
成します。次に、データソースを選択し、さまざまな設定を定義して、変換されたデータを使用してレコー
ドを作成するか、既存のレコードを更新するかを選択します。
Data Processing Engine の実行 (パイロット)

Data Processing Engine のインスタンスを実行して、任意の時間またはスケジュールに基づいて Salesforce 組織
のレコードを作成または更新します。インスタンスを有効にした後に実行できます。フローを使用して、
Data Processing Engine のインスタンスでデータが更新されるタイミングと頻度を定義します。
Data Processing Engine の状況の追跡 (パイロット)

Data Processing Engine のインスタンスでデータが変換されて更新されるたびに、[ワークフローサービスを監
視] で追跡レコードが作成されます。追跡レコードを使用して、Data Processing Engine インスタンスの実行の
詳細を表示します。

数回のクリックでのデータの変換 (パイロット)
Salesforce 組織のデータは、さまざまなオブジェクトに保存されます。Data Processing Engine を使用して、すべて
のデータを 1 か所にまとめ、要件に基づいて変換します。まず、Data Processing Engine のインスタンスを作成し
ます。次に、データソースを選択し、さまざまな設定を定義して、変換されたデータを使用してレコードを作
成するか、既存のレコードを更新するかを選択します。

メモ:  Data Processing Engine 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。Data Processing Engine は、
Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で発表しない限り、正式リリースされませ
ん。特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証できません。正式リリースされた製品お
よび機能に基づいてのみ購入をご決定ください。

対象: Data Processing Engine は、払い戻しパイロットプログラムの参加者のみが使用できます。Data Processing Engine

がサポートされているエディションについての詳細は、Salesforce の担当者に確認してください。
方法: [設定] から、[Data Processing Engine]を検索して選択します。[新規]をクリックします。Data Processing Engine

を設定して有効にします。
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Data Processing Engine の実行 (パイロット)
Data Processing Engine のインスタンスを実行して、任意の時間またはスケジュールに基づいて Salesforce 組織のレ
コードを作成または更新します。インスタンスを有効にした後に実行できます。フローを使用して、Data

Processing Engine のインスタンスでデータが更新されるタイミングと頻度を定義します。

メモ:  Data Processing Engine 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。Data Processing Engine は、
Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で発表しない限り、正式リリースされませ
ん。特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証できません。正式リリースされた製品お
よび機能に基づいてのみ購入をご決定ください。

対象: Data Processing Engine は、払い戻しパイロットプログラムの参加者のみが使用できます。Data Processing Engine

がサポートされているエディションについての詳細は、Salesforce の担当者に確認してください。
方法: フローで、[アクション] 要素をキャンバスにドラッグします。[カテゴリ] を [Data Processing Engine] とし
て選択します。有効な Data Processing Engine を検索して選択します。
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Data Processing Engine の状況の追跡 (パイロット)
Data Processing Engine のインスタンスでデータが変換されて更新されるたびに、[ワークフローサービスを監視]

で追跡レコードが作成されます。追跡レコードを使用して、Data Processing Engine インスタンスの実行の詳細を
表示します。

メモ:  Data Processing Engine 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。Data Processing Engine は、
Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で発表しない限り、正式リリースされませ
ん。特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証できません。正式リリースされた製品お
よび機能に基づいてのみ購入をご決定ください。

対象: Data Processing Engine は、払い戻しパイロットプログラムの参加者のみが使用できます。Data Processing Engine

がサポートされているエディションについての詳細は、Salesforce の担当者に確認してください。
方法: [設定] で、[ワークフローサービスを監視] を検索して選択します。Data Processing Engine の実行の詳細を表
示するには、対応するレコードを開きます。

公衆衛生向け緊急時対応管理
公衆衛生向け緊急時対応管理には、Winter '21 リリースの転送アップグレードを処理するための Salesforce 組織の
新しい互換性要件があります。

このセクションの内容:

Winter '21 アップグレードの前提条件
将来のアップグレードが成功するように、レコードのデータ保護とプライバシーの詳細を有効にする必要
があります。
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Winter '21 アップグレードの前提条件
将来のアップグレードが成功するように、レコードのデータ保護とプライバシーの詳細を有効にする必要があ
ります。
方法:

1. [設定] から [クイック検索] ボックスに「データ保護とプライバシー」と入力し、[データ保護とプライバシー]

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

クします。

Analytics: Einstein Discovery のクイックスタートテンプレート、
Sync Out for Snowflake、Einstein Discovery の自動モデル更新

Analytics には、レポートとダッシュボード、Einstein Analytics、および Einstein Discovery が含まれます。クイックス
タートテンプレートを使用すると、すばやく簡単に Einstein Discovery を開始できます。未加工のローカル Salesforce

データを Snowflake データレイクにエクスポートします。サードパーティの ETL ツールは必要ありません。スケ
ジュールされたモデルの更新を使用して、Einstein Discovery 予測モデルを更新するために必要な手動ステップの
一部を自動化します。
ALBERT EINSTEIN の権利は、ヘブライ大学の許可を受けた上で使用しています。Greenlight が排他的に代理人を務
めています。

このセクションの内容:

Einstein Analytics の新しい名前の導入: Tableau CRM

Einstein Analytics には新しい名前があります。Tableau CRM の登場です。すべての機能はそのままで、洗練され
た名前に変更されただけです。Tableau が Salesforce ファミリに加わったときに、これまでにない深度と能力
を持つ分析機能が統合されました。Tableau CRM は、Salesforce CRM 製品内のネイティブ分析に最適なエクス
ペリエンスを提供するそのファミリの一部です。Tableau CRM は引き続き AI と BI が結合され、Einstein Discovery

は引き続きプラットフォームと緊密に統合されています。更新がすべて完了するまで、いくつかの場所で
は古い名前が表示されます。
レポートとダッシュボード: カスタムレポートタイプへの項目の自動追加 (ベータ)、レポートの登録の添付
ファイル
Salesforce オブジェクトの新しいカスタム項目を、そのオブジェクトに基づくすべてのカスタムレポートタ
イプで自動的に使用できるようにします。Salesforce にサインインすることなく、レポートの結果を .csv また
は .xlsx 形式でメールで受信します。
Einstein Analytics: Einstein Discovery のクイックスタートテンプレート、Sync Out for Snowflake、Einstein Discovery の自
動モデル更新
クイックスタートテンプレートを使用すると、すばやく簡単に Einstein Discovery を開始できます。未加工の
ローカル Salesforce データを Snowflake データレイクにエクスポートします。サードパーティの ETL ツールは
必要ありません。スケジュールされたモデルの更新を使用して、Einstein Discovery 予測モデルを更新するた
めに必要な手動ステップの一部を自動化します。

344

Analytics: Einstein Discovery のクイックスタートテンプ
レート、Sync Out for Snowflake、Einstein Discovery の自

動モデル更新

Salesforce Winter '21 リリースノート



Einstein Analytics の新しい名前の導入: Tableau CRM
Einstein Analytics には新しい名前があります。Tableau CRM の登場です。すべての機能はそのままで、洗練された
名前に変更されただけです。Tableau が Salesforce ファミリに加わったときに、これまでにない深度と能力を持
つ分析機能が統合されました。Tableau CRM は、Salesforce CRM 製品内のネイティブ分析に最適なエクスペリエン
スを提供するそのファミリの一部です。Tableau CRM は引き続き AI と BI が結合され、Einstein Discovery は引き続き
プラットフォームと緊密に統合されています。更新がすべて完了するまで、いくつかの場所では古い名前が表
示されます。
対象: この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、Salesforce モバイルアプリケーションでの 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。

レポートとダッシュボード: カスタムレポートタイプへの項目の自動
追加 (ベータ)、レポートの登録の添付ファイル
Salesforce オブジェクトの新しいカスタム項目を、そのオブジェクトに基づくすべてのカスタムレポートタイプ
で自動的に使用できるようにします。Salesforce にサインインすることなく、レポートの結果を .csv または .xlsx

形式でメールで受信します。

このセクションの内容:

メールで配信されるレポート結果の受信登録 (正式リリース)

レポートを表示するためだけに Salesforce にサインインするのは煩わしいことがあります。そこで、最新の
レポート結果をメールの受信箱に受け取ることができるようになりました。レポート登録者として、レポー
トの添付ファイルを .xlsx 形式または .csv 形式のどちらで受信するかを選択します。そして、メールを開いて
結果を確認します。
カスタムレポートタイプへの項目の自動追加 (ベータ)

レポートに新しいカスタム項目を追加するには時間がかかり、特に多くのカスタムレポートタイプがある
場合は大変です。自動追加が導入されたことによって、Salesforce オブジェクトに追加したカスタム項目が
そのオブジェクトに基づくすべてのカスタムレポートタイプに自動的に追加されるようになりました。カ
スタムレポートタイプからレポートを作成するときには、すべてのカスタム項目がレポートに追加できる
ようになっています。

メールで配信されるレポート結果の受信登録 (正式リリース)
レポートを表示するためだけに Salesforce にサインインするのは煩わしいことがあります。そこで、最新のレ
ポート結果をメールの受信箱に受け取ることができるようになりました。レポート登録者として、レポートの
添付ファイルを .xlsx 形式または .csv 形式のどちらで受信するかを選択します。そして、メールを開いて結果を
確認します。
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: レポートの登録にファイルを添付するには、レポートに登録します。登録の設定で、[ファイル添付] を
クリックし、[フォーマット済みレポート] または [詳細のみ] を選択します。各フォーマット済みレポートは
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.xlsx 形式でメール本文に含まれて配信されます。各詳細のみレポートは .csv ファイルとしてメッセージに添付
されます。.csv 添付ファイルの場合は、エンコード種別を選択できます。

これで完了です。登録したレポートはスケジュールに従って選択した形式で受信箱に配信されます。
添付されたレポートには、最大で 15,000 行および 30 列が含まれます。制限を超える行は切り捨てられます。
Salesforce でレポート全体を表示するには、フォーマット済みレポートメールのレポートタイトルをクリックす
るか、Salesforce にサインインしてレポートを検索します。
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カスタムレポートタイプへの項目の自動追加 (ベータ)
レポートに新しいカスタム項目を追加するには時間がかかり、特に多くのカスタムレポートタイプがある場合
は大変です。自動追加が導入されたことによって、Salesforce オブジェクトに追加したカスタム項目がそのオブ
ジェクトに基づくすべてのカスタムレポートタイプに自動的に追加されるようになりました。カスタムレポー
トタイプからレポートを作成するときには、すべてのカスタム項目がレポートに追加できるようになっていま
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: レポートの登録の添付ファイルはベータ機能としてのプレビュー版であり、Salesforce との主サブス
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、そのままの状態で提供され、
サポートされておらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はい
かなる責任も負いません。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。レポートの登録の添付ファイルに関するフィードバックや提案は、IdeaExchange

または Trailblazer Community らお寄せください。
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方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「レポートおよびダッシュボードの設定」と入力し、[レポートお
よびダッシュボードの設定]を選択します。[自動的に新しいカスタム項目をカスタムレポートタイプレイアウ
トに追加] を選択し、[保存] をクリックします。
レポートビルダーの [項目] ペインで、既存のカスタムレポートタイプから作成されたレポートに新しいカスタ
ム項目を追加できるようになりました。Salesforce オブジェクトのすべてのカスタム項目は、[項目] リストに自
動的に含まれ、[列] リストにドラッグできます。

Einstein Analytics: Einstein Discovery のクイックスタートテンプレート、
Sync Out for Snowflake、Einstein Discovery の自動モデル更新
クイックスタートテンプレートを使用すると、すばやく簡単に Einstein Discovery を開始できます。未加工のロー
カル Salesforce データを Snowflake データレイクにエクスポートします。サードパーティの ETL ツールは必要あり
ません。スケジュールされたモデルの更新を使用して、Einstein Discovery 予測モデルを更新するために必要な手
動ステップの一部を自動化します。

このセクションの内容:

Analytics データインテグレーション: Sync Out for Snowflake、データプレップの正式リリース、拡張されたデー
タプレップ数式ライブラリ
未加工のローカル Salesforce データを Snowflake データレイクにエクスポートします。サードパーティの ETL

ツールは必要ありません。新しいビジュアルレシピビルダーであるデータプレップは、さらに多くの機能
を備えて正式リリースされました。より堅牢な計算列をデータセットに追加します。
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Analytics 事前作成済みアプリケーション: 収益に関するパフォーマンスインサイト、ウェルスマネジメント
のクライアンの離脱と資産の拡大、および住宅ローンの売上額の増加
Revenue Operations ダッシュボードを使用して、営業チームがパフォーマンスインサイトを取得できるように
します。Wealth Management Analytics ダッシュボードと Einstein Discovery ストーリーを使用して、クライアント
の離脱を予測して軽減し、勘定資産が拡大する可能性を予測します。重視する顧客の住宅ローン申請を優
先することで、住宅ローンの売上額を増やします。Einstein Discovery for Insurance Analytics アプリケーションの
予測を使用して、顧客を維持します。会計年度カレンダーを使用して、ダッシュボードのデータを絞り込
みます。ロール階層で自分より下位のユーザのデータのみを表示できるように、営業マネージャへのデー
タアクセスをカスタマイズします。
Analytics アプリケーションの構築: テーブル列の制御、カスタマイズされた 1 クリックアクション、Snowflake

へのライブ接続 (正式リリース)、ローカルタイムゾーン (ベータ)

テーブル列を固定したり、グループ化された列を折りたたんだりします。レンズおよびダッシュボードで
アクションをカスタマイズします。Salesforce にデータを読み込んだり、データセットでデータを準備した
りせずに Snowflake で直接データを探索する機能が正式リリースされました。GMT 以外のタイムゾーンで時
間的制約のあるデータを表示します (ベータ)。ダッシュボードテキストに条件付き書式を設定します。再
利用可能なダッシュボードコンポーネントを作成します (パイロット)。管理パッケージの自動インストー
ルテンプレートを作成します。
Einstein Discovery: カスタム改善テキスト、プロセス自動化数式での結果の予測、高カーディナリティ
改善のユーザプロンプトをカスタマイズします。新しい Predict 関数を使用して、プロセス自動化数式で予
測を取得します。新しい QQ プロットでデータが正規分布になるかどうかを判断します。
すべてのユーザのための Analytics: ウォッチリスト (正式リリース)、動的レンズ登録 (正式リリース)、画像セ
キュリティ
ウォッチリストを使用して、複数のダッシュボードの総計値を追跡し、経時的な変化を監視します。この
ウォッチリストが正式リリースされ、Salesforce 組織で自動的に有効になります。登録を使用してタイムリー
な最新情報をメールで取得できます。これも正式リリースされ、レンズおよびダッシュボードウィジェッ
トを登録できます。新しい画像セキュリティコントロールを使用して、ダッシュボードとレンズの機密画
像の共有またはダウンロードを防止します。
SAQL の新機能: カスタム会計年度のサポート、複数値項目から文字列への変換
SAQL 機能は継続して強化が行われており、今回、カスタム会計年度のサポート、複数値項目から文字列へ
の変換、および文字列関数、算術関数、日付関数が追加されました。

Analytics データインテグレーション: Sync Out for Snowflake、データプレップの
正式リリース、拡張されたデータプレップ数式ライブラリ
未加工のローカル Salesforce データを Snowflake データレイクにエクスポートします。サードパーティの ETL ツー
ルは必要ありません。新しいビジュアルレシピビルダーであるデータプレップは、さらに多くの機能を備えて
正式リリースされました。より堅牢な計算列をデータセットに追加します。
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このセクションの内容:

Sync Out を使用した Snowflake の古い Salesforce データの回避 (ベータ)

処理、分析、ビジネスの自動化、またはストレージに中央 Snowflake データレイクを管理する場合、新しい
Salesforce データが不可欠です。たとえば、レコードのシステムである Salesforce の取引先データをデータレ
イク内の ERP の配送データとマージすることで、配送物流チームに最新のデータを提供します。Sync Out for

Snowflake は、Snowflake 用 Einstein Analytics コネクタを使用して、Analytics 経由で未加工のローカル Salesforce デー
タを Snowflake にエクスポートします。Sync Out for Snowflake では、サードパーティの ETL ツールを必要とせず
に、スケジュールされたデータ同期を使用して Snowflake の Salesforce データを最新の状態に保つことができ
ます。
レシピから Snowflake への Einstein Analytics データセットの書き込み (正式リリース)

Snowflake 出力コネクタでは、データプレップレシピを使用するときに、準備したデータを Analytics から
Snowflake に転送できます。複数のソースのデータを結合して、数式項目を追加し、ビジネスニーズに合わ
せてデータをデータセットに変換する強力なデータプレップレシピを設計します。Snowflake 用 Einstein Analytics

コネクタでは、データセットが Analytics から解放され、リレーションとビジネスロジックを再構築すること
なくテーブルとして書き込まれます。この機能が正式リリースされました。
次世代のデータプレップを使用したデータプレップ (正式リリース)

最新バージョンのデータプレップは、クリック操作でレシピを作成できる直感的で視覚的なインターフェー
スを拡張します。レシピの新しいグラフィカルビューを使用すると、データがどこからきて、どのように
レシピを流れてその結果がどこに書き込まれるのかが一目でわかります。作成時にレシピを検証するには、
各ステップで未加工データがどのように変換されるのかをプレビューします。データプレップの新しいバー
ジョンは「データプレップ」と呼ばれ、古いバージョンは「従来のデータプレップ」と呼ばれます。
データプレップでより多くの関数を使用して計算済み数式列を作成
EA SQL 関数をデータプレップ数式変換と共に使用して、他の項目から派生した計算列をデータセットに追
加できるようになりました。EA SQL は、数値、文字列、日付データの標準関数とカスタム関数のコレクショ
ンです。以前は、データプレップで数式を作成する場合、関数は 18 個に制限されていました。現在は関数
が 40 個以上あり、項目値に基づいてバケットまたはフラグを作成する [case]、日付間の期間を計算する
[datediff()] などがあります。
コードを使用しないクリックのみの日時変換を使用した日付の計算
手動クエリの代わりに、クリックを使用して日付列の計算に基づいてデータプレップレシピ項目を作成し
たいと考えていますか? 新しい定義済みの日付数式変換を確認してください。[現在] 変換では、指定され
た形式の現在日時を含む列を挿入できます。[日付の差] を使用して、選択した 2 つの日付列間の期間を計
算します。たとえば、完了日から作成日を減算して、サポートがケースをクローズするまでにかかる時間
を計算します。また、[日数または月数を加算または減算] 関数を使用して、恐竜のいた時代にタイムトラ
ベルします。というのは冗談ですが、日付列から日数または月数を加算または減算できます。
集計関数を使用した統計の迅速な計算
新しい集計ノード関数 STDDEV (標本標準偏差)、STDDEVP (母標準偏差)、VAR (標本分散)、VARP (母分散) を使用
して、レシピでより多くの集計を計算します。たとえば、不動産会社が 2020 年 4 月にサンフランシスコで
販売されたすべての住宅の平均価格を計算するとします。これらの住宅の価格のばらつきを判断するため
に、不動産会社は STDDEVP 関数を使用して母標準偏差を計算します。
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レシピでのプレビュー表示数の増加
各ユーザは、データプレップで 1 時間あたり最大 4,000 のプレビューを開始できます。以前は、ユーザごと
の 1 時間あたりの最大プレビュー数は 2,000 でした。ノードまたは変換をクリックしてその結果をプレビュー
するたびに、プレビュー件数が増加します。
データプレップレシピの行レベルセキュリティの管理
データプレップレシピから作成されたデータセットで、共有継承を使用できるようになりました。共有継
承により、アクセス精度が向上し、大部分のオブジェクトおよび状況で複雑なセキュリティ述語が必要な
くなります。たとえば、四半期別パイプラインダッシュボードでは、商談共有ルールに従って、各営業担
当には独自の商談のみを自動的に表示し、マネージャにはチームの商談を表示できます。以前は、共有継
承はデータフローによって作成されたデータセットでのみ使用可能でした。
データマネージャからワンクリックでデータセットを編集
データマネージャの [データ] タブでデータセットリンクをクリックすると、データセットを編集できるデー
タセットのプロパティページが開くようになりました。以前はリンクによって、データセットを元とする
レシピが作成されていました。
[設定] からの自動インストール Analytics アプリケーションの監視と更新
新しい [自動インストールアプリケーション] ページで、Salesforce 組織に自動インストールされた Analytics ア
プリケーションを簡単に確認できます。アプリケーションの更新、アプリケーション状況のログの表示、
使用されなくなったアプリケーションの削除、自動インストール要求の監視を行うことができます。

Sync Out を使用した Snowflake の古い Salesforce データの回避 (ベータ)

処理、分析、ビジネスの自動化、またはストレージに中央 Snowflake データレイクを管理する場合、新しい
Salesforce データが不可欠です。たとえば、レコードのシステムである Salesforce の取引先データをデータレイク
内の ERP の配送データとマージすることで、配送物流チームに最新のデータを提供します。Sync Out for Snowflake

は、Snowflake 用 Einstein Analytics コネクタを使用して、Analytics 経由で未加工のローカル Salesforce データを Snowflake

にエクスポートします。Sync Out for Snowflake では、サードパーティの ETL ツールを必要とせずに、スケジュー
ルされたデータ同期を使用して Snowflake の Salesforce データを最新の状態に保つことができます。
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。

メモ:  Sync Out for Snowflake 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、そのままの状態で提供され、サ
ポートされておらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいか
なる責任も負いません。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。Sync Out for Snowflake に関するフィードバックと提案は、Trailblazer Community の「Einstein

Analytics Pilot and Beta Connectors」グループに投稿してください。
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理由: データプレップレシピの出力ノードを使用してデータを Snowflake に転送できますが、この拡張により処
理のレイヤが追加されます。Sync Out for Snowflake では、処理時間を追加することなく、Analytics が Salesforce か
ら受信したときと同じ条件でデータを転送できます。
方法: Sync Out for Snowflake を有効にするには、Salesforce アカウント担当者にお問い合わせください。Analytics の
設定で Sync Out for Snowflake を有効にします。データマネージャの [接続] タブで、[データに接続] をクリックし
ます。[出力接続] タブで接続を追加し、Snowflake アカウント情報を使用して設定します。

[接続] タブに戻り、Snowflake にエクスポートするデータを含むローカル Salesforce 接続を見つけます。この例で
は、このローカル接続に取引先オブジェクトが含まれます。接続の横にある下矢印 ( ) を選択し、[Sync Out]

をクリックします。
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Sync Out は、各ローカルオブジェクトのデータ同期が完了すると実行されます。この例では、データ同期で取
引先オブジェクトから Analytics にデータが取り込まれたら、Sync Out が同じ取引先データを Snowflake に転送し
ます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Snowflake Output Connection (Snowflake 出力接続)

レシピから Snowflake への Einstein Analytics データセットの書き込み (正式リリース)

Snowflake 出力コネクタでは、データプレップレシピを使用するときに、準備したデータを Analytics から Snowflake

に転送できます。複数のソースのデータを結合して、数式項目を追加し、ビジネスニーズに合わせてデータを
データセットに変換する強力なデータプレップレシピを設計します。Snowflake 用 Einstein Analytics コネクタで
は、データセットが Analytics から解放され、リレーションとビジネスロジックを再構築することなくテーブル
として書き込まれます。こ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、[データに接続] をクリックします。[出力接続] タブで接続を追加し、
Snowflake アカウント情報を使用して設定します。
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データプレップを使用してレシピを作成します。出力ノードで、出力接続への書き込みを選択します (1)。デー
タを転送する Snowflake 接続を選択し (2)、データを受信する Snowflake オブジェクトを選択します (3)。レシピ列
を対応する外部オブジェクト列に対応付けます (4)。
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レシピを保存します。レシピが実行されると、Analytics によってその結果が Snowflake に書き込まれます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Snowflake Output Connection (Snowflake 出力接続)

次世代のデータプレップを使用したデータプレップ (正式リリース)

最新バージョンのデータプレップは、クリック操作でレシピを作成できる直感的で視覚的なインターフェース
を拡張します。レシピの新しいグラフィカルビューを使用すると、データがどこからきて、どのようにレシピ
を流れてその結果がどこに書き込まれるのかが一目でわかります。作成時にレシピを検証するには、各ステッ
プで未加工データがどのように変換されるのかをプレビューします。データプレップの新しいバージョンは
「データプレップ」と呼ばれ、古いバージョンは「従来のデータプレップ」と呼ばれます。
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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対象ユーザ: データプレップを使用するには、「Analytics データフローの編集」または「データセットレシピを
編集」ユーザ権限が割り当てられている必要があります。
理由: データプレップのグラフは、多数の変換があっても見づらくなりません。グラフとは、レシピのグラ
フィック表示を指します。あまり整理されていないデータフローのグラフとは異なり、レシピグラフには各変
換が表示されません。入力 (ソースデータ)、追加、集計、検索条件、結合、出力 (データの書き込み先) のみが
表示されます。未加工データを変更して列のデータ型を変換する変換のグループである変換も表示されます。
下位レベルのデータ変更を非表示にすることで、グラフのデータフローが見やすくなります。グラフに表示さ
れる各オブジェクトは、ノードと呼ばれます。レシピには、複数の入力、集計、追加、検索条件、結合、変
換、出力ノードを含めることができます。

グラフには個々のデータ変換は表示されませんが、グラフで変換ノード (1) を選択して、詳細領域 (2) でその変
換を確認できます。
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従来のデータプレップと同様に、左パネルで変換ステップを選択し、[プレビュー] タブでその変換の結果をプ
レビューします。また、グラフで任意のノードを選択して、そのノードの結果をプレビューできます。

方法: データプレップレシピを作成するには、データマネージャの [レシピ] タブで [レシピを作成] をクリック
します。
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データプレップを使用するときは、次のガイドラインに留意してください。
• 従来のデータプレップで、データプレップを使用して作成されたレシピを開くことはできません。
• 従来のデータプレップで作成されたレシピを開くと、新しいデータプレップバージョンにアップグレード

され、データプレップで開きます。
• 従来のデータプレップを使用してレシピを作成することはできなくなりました。
最新バージョンのデータプレップに関するフィードバックを提供する場合は、データプレップで[フィードバッ
クを送信] をクリックして、ご意見をお聞かせください。お待ちしております。

前回のベータバージョンリリースを試していた場合は、このリリースで使用できるいくつかの新機能を確認し
てください。
• サンプルデータに対して列のプロファイリングを実行し、値の頻度や欠損値のある列の割合など、列に関

する主要な統計情報を取得する。
• レシピグラフを分岐して、複数のデータセットに書き込む。ノードでレシピを分岐するには、ノードにマ

ウスポインタを置いて分岐アイコン ( ) をクリックします。
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• レシピグラフでノードをドラッグして接続する。ノードを接続するには、[+] を 2 番目のノードにドラッグ
し、表示される [ノードを接続] オプションにドロップします。

• 構文の強調表示とオートコンプリートが含まれる改善されたエディタを使用して、数式を記述する。
• 新しい日付関数の [日付の差]、[現在]、および [日付を加算または減算] を使用して、日付計算を実行する。

詳細は、「コードを使用しないクリックのみの日時変換を使用した日付の計算」を参照してください。
• CASE 関数を含む新しい EA SQL 関数を使用して、より多くの数式を作成する。詳細は、「データプレップで

より多くの関数を使用して計算済み数式列を作成」を参照してください。
• 新しい Flatten 変換で階層をフラット化する。
• 複数値ルックアップを実行して、結合ノードで複数値項目を作成する。
• レシピの名前を変更して、ノード名を設定し、ノードの説明を入力して他のユーザがその目的を理解でき

るようにする。

359

Einstein Analytics: Einstein Discovery のクイックスタート
テンプレート、Sync Out for Snowflake、Einstein Discovery

の自動モデル更新

Salesforce Winter '21 リリースノート



• グラフ内のノードを名前、種別、またはメタデータで検索して、ノードをすばやく見つける。ノードを見
つけるには、検索文字列を入力してからノードを選択します。

• 100 行の代わりに最大 5,000 行をプレビューする。
• ダウンロード ( ) ボタンとアップロード ( ) ボタンを使用して、レシピの JSON を手動で更新する。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: データプレップを使用したデータのクリーンアップ、変換、読み込み (リリースプレビュー
の時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

データプレップでより多くの関数を使用して計算済み数式列を作成
EA SQL 関数をデータプレップ数式変換と共に使用して、他の項目から派生した計算列をデータセットに追加で
きるようになりました。EA SQL は、数値、文字列、日付データの標準関数とカスタム関数のコレクションで
す。以前は、データプレップで数式を作成する場合、関数は 18 個に制限されていました。現在は関数が 40 個
以上あり、項目値に基づいてバケットまたはフラグを作成する[case]、日付間の期間を計算する[datediff()]

などがあります。
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: 数式変換を追加するには、[数式] ボタン ( ) をクリックして [カスタム数式] を選択します。
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関数と列セレクタ (1)、オートコンプリート (2)、組み込み EA SQL 関数ガイダンス (3)、出力種別の選択 (4) を使用
して、数式エディタで独自の計算列を作成します。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 数式変換: 式に基づく計算列の作成
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コードを使用しないクリックのみの日時変換を使用した日付の計算
手動クエリの代わりに、クリックを使用して日付列の計算に基づいてデータプレップレシピ項目を作成したい
と考えていますか? 新しい定義済みの日付数式変換を確認してください。[現在]変換では、指定された形式の
現在日時を含む列を挿入できます。[日付の差] を使用して、選択した 2 つの日付列間の期間を計算します。
たとえば、完了日から作成日を減算して、サポートがケースをクローズするまでにかかる時間を計算します。
また、[日数または月数を加算または減算]関数を使用して、恐竜のいた時代にタイムトラベルします。という
のは冗談ですが、日付列から日数または月数を加算または減算できます。
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: 日付数式変換を追加するには、[数式] ボタン ( ) を選択し、リストから変換を選択します。

変換の項目を設定します。たとえば、クローズケースの対応期間を計算するには、[完了日] 項目と [作成日] 項
目と共に [日付の差] 変換を使用します。
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集計関数を使用した統計の迅速な計算
新しい集計ノード関数 STDDEV (標本標準偏差)、STDDEVP (母標準偏差)、VAR (標本分散)、VARP (母分散) を使用し
て、レシピでより多くの集計を計算します。たとえば、不動産会社が 2020 年 4 月にサンフランシスコで販売さ
れたすべての住宅の平均価格を計算するとします。これらの住宅の価格のばらつきを判断するために、不動産
会社は STDDEVP 関数を使用して母標準偏差を計算します。
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: 新しい関数は、集計ノードに集計を追加したときに表示されます。
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レシピでのプレビュー表示数の増加
各ユーザは、データプレップで 1 時間あたり最大 4,000 のプレビューを開始できます。以前は、ユーザごとの
1 時間あたりの最大プレビュー数は 2,000 でした。ノードまたは変換をクリックしてその結果をプレビューする
たびに、プレビュー件数が増加します。
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。

データプレップレシピの行レベルセキュリティの管理
データプレップレシピから作成されたデータセットで、共有継承を使用できるようになりました。共有継承に
より、アクセス精度が向上し、大部分のオブジェクトおよび状況で複雑なセキュリティ述語が必要なくなりま
す。たとえば、四半期別パイプラインダッシュボードでは、商談共有ルールに従って、各営業担当には独自の
商談のみを自動的に表示し、マネージャにはチームの商談を表示できます。以前は、共有継承はデータフロー
によって作成されたデータセットでのみ使用可能でした。
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: これらの質問で、共有継承が組織に適しているかどうかを判断し、[設定] の [分析] セクションから共有継
承を有効にします。共有設定を継承する各同期済みオブジェクトの共有継承を有効にします。共有継承は、資
格のあるユーザ、およびデータプレップレシピのオブジェクトの行レベルセキュリティが自動的に対象となり
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ます。データプレップレシピ出力ノードで、共有元 (1) として資格のあるオブジェクトを選択します。必要に
応じて、共有継承のバックアップとしてセキュリティ述語 (2) を設定します。この例では、商談オブジェクト
の共有設定により、各ユーザのデータ表示が制御されます。共有継承を使用できない場合、またはユーザが対
象外の場合、バックアップセキュリティ述語で、ユーザが独自のレコードのみを表示できることを指定しま
す。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 共有ルールの継承による行レベルセキュリティの追加

データマネージャからワンクリックでデータセットを編集
データマネージャの [データ] タブでデータセットリンクをクリックすると、データセットを編集できるデータ
セットのプロパティページが開くようになりました。以前はリンクによって、データセットを元とするレシピ
が作成されていました。
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対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics 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] タブでデータセットリンクをクリックします。

データセットのプロパティを表示し、データセットを編集できるようになりました。

367

Einstein Analytics: Einstein Discovery のクイックスタート
テンプレート、Sync Out for Snowflake、Einstein Discovery

の自動モデル更新

Salesforce Winter '21 リリースノート



[設定] からの自動インストール Analytics アプリケーションの監視と更新
新しい [自動インストールアプリケーション] ページで、Salesforce 組織に自動インストールされた Analytics アプ
リケーションを簡単に確認できます。アプリケーションの更新、アプリケーション状況のログの表示、使用さ
れなくなったアプリケーションの削除、自動インストール要求の監視を行うことができます。
理由: Analytics テンプレートアプリケーションの自動インストールフレームワークでは、システム管理者にアク
ションとデバッグを表示するためのシンプルなユーザーインターフェースが必要です。[自動インストールア
プリケーション] ページでは、自動インストールされたアプリケーション、および実行中、完了済み、または
失敗した自動インストール要求に関する情報に簡単にアクセスできます。アプリケーションを更新または削除
することができ、要求をキャンセルできます。
方法: [設定]から、[クイック検索] ボックスに「自動インストールアプリケーション」と入力し、[自動インストー
ルアプリケーション] を選択します。
タブを使用して、インストールされている Analytics アプリケーションのリストまたは受信した自動インストー
ル要求のリストを表示します。リストには、自動インストールされているアプリケーション種別のテンプレー
トアプリケーションまたは組み込みアプリケーションが表示されます。
デフォルトのビューは、自動インストールアプリケーションのリストが表示される [アプリケーション] タブで
す。

自動インストール要求リストを表示するには、[要求] タブをクリックします。
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各アプリケーションと自動インストール要求には状況が表示され、更新アイコンをクリックして状況を更新で

きます。
完了済みの自動インストール Analytics アプリケーションと自動インストール要求で、次のアクションを実行で
きます。
• 開く - アプリケーションの自動インストールの詳細を開く
• アプリケーションを削除 - WaveAppDelete種別の自動インストール要求を使用して、アプリケーションを

削除する
• ログを表示 - アプリケーションの現在の自動インストール要求ログを表示する
• もう一度お試しください - アプリケーションの最後の自動インストール要求 (WaveAppCreate または

WaveAppDelete) をもう一度実行する

処理中の自動インストール Analytics アプリケーションと自動インストール要求で、次のアクションを実行でき
ます。
• 開く - アプリケーションの自動インストールの詳細を開く
• 要求をキャンセル - WaveAppCancel種別の自動インストール要求を使用して、現在の自動インストール要

求をキャンセルする
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削除された自動インストール Analytics アプリケーションは [アプリケーション] タブに表示されませんが、削除
されたアプリケーションの自動インストール要求は [要求] タブに表示されたままになります。それらの要求に
は [アプリケーションを削除] アクションがありません。

Analytics 事前作成済みアプリケーション: 収益に関するパフォーマンスインサ
イト、ウェルスマネジメントのクライアンの離脱と資産の拡大、および住宅
ローンの売上額の増加
Revenue Operations ダッシュボードを使用して、営業チームがパフォーマンスインサイトを取得できるようにし
ます。Wealth Management Analytics ダッシュボードと Einstein Discovery ストーリーを使用して、クライアントの離
脱を予測して軽減し、勘定資産が拡大する可能性を予測します。重視する顧客の住宅ローン申請を優先するこ
とで、住宅ローンの売上額を増やします。Einstein Discovery for Insurance Analytics アプリケーションの予測を使用
して、顧客を維持します。会計年度カレンダーを使用して、ダッシュボードのデータを絞り込みます。ロール
階層で自分より下位のユーザのデータのみを表示できるように、営業マネージャへのデータアクセスをカスタ
マイズします。

このセクションの内容:

Revenue Operations Analytics アプリケーションでの営業パフォーマンスに関するインサイトの改善
Revenue Operations Analytics を使用して、営業チームはパフォーマンスに関するインサイトを取得し、より強
力なパイプラインを構築し、売上予測の精度を向上させ、より多くの収益を生み出すことができます。
Revenue Operations Analytics アプリケーションは、営業マネージャとチームがチームのパフォーマンス、収益
予測、売上予測追跡、案件の概要を測定するために役立ちます。ユーザエクスペリエンスが改善され、パ
イプラインの可視性が向上し、予測分析を使用して簡単に案件の検査と売上予測を行うことができる売上
予測分析が提供されます。

関連トピック:

Predict Client Churn Risk for Wealth Management (Wealth Management の顧客離れリスクの予測)

Predict the Likelihood to Add Assets for Wealth Management (Wealth Management に資産を追加する可能性の予測)

Analytics for Mortgage: Analytics for Mortgage アプリケーションによる売上増
Einstein Discovery for Insurance Analytics で保険契約更新を最大限に増やす
会計年度カレンダーによるデータの絞り込み
営業マネージャのデータアクセスのカスタマイズ

Revenue Operations Analytics アプリケーションでの営業パフォーマンスに関するインサイト
の改善
Revenue Operations Analytics を使用して、営業チームはパフォーマンスに関するインサイトを取得し、より強力な
パイプラインを構築し、売上予測の精度を向上させ、より多くの収益を生み出すことができます。Revenue

Operations Analytics アプリケーションは、営業マネージャとチームがチームのパフォーマンス、収益予測、売上
予測追跡、案件の概要を測定するために役立ちます。ユーザエクスペリエンスが改善され、パイプラインの可
視性が向上し、予測分析を使用して簡単に案件の検査と売上予測を行うことができる売上予測分析が提供され
ます。
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対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics 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。[Revenue Operations Analytics]

を見つけて選択します。ウィザードの指示に従ってアプリケーションを作成します。

Analytics アプリケーションの構築: テーブル列の制御、カスタマイズされた 1
クリックアクション、Snowflake へのライブ接続 (正式リリース)、ローカルタ
イムゾーン (ベータ)
テーブル列を固定したり、グループ化された列を折りたたんだりします。レンズおよびダッシュボードでアク
ションをカスタマイズします。Salesforce にデータを読み込んだり、データセットでデータを準備したりせずに
Snowflake で直接データを探索する機能が正式リリースされました。GMT 以外のタイムゾーンで時間的制約のあ
るデータを表示します (ベータ)。ダッシュボードテキストに条件付き書式を設定します。再利用可能なダッ
シュボードコンポーネントを作成します (パイロット)。管理パッケージの自動インストールテンプレートを作
成します。

このセクションの内容:

一部のテーブル列の固定と、残りの列のスクロール
比較テーブルのグループ列は、所定の位置への固定に制限されなくなりました。常に表示される列を選択
し、残りのデータをスクロールできるようになりました。エクスプローラやダッシュボードデザイナで比
較テーブルや値テーブルの最大 5 個の列を固定できるようになりました。また、ダッシュボードプレビュー
モードでは、必要な数の列を固定できます。
グループ化された列のすばやい展開または折りたたみ
比較テーブルの展開および折りたたみレイアウトオプションを使用して、グループ化された列の次の階層
レベルに積み上げ集計されたデータをすばやく表示します。階層の各グループ内のレコードの行の詳細を
1 クリックで表示できるようになりました。以前は、SAQL クエリを編集するか、それらのデータビューの
列を手動で非表示にしたり、削除したりしていました。
ディメンションの 1 クリックアクションのカスタマイズ
エクスプローラの新しい [アクション] メニューを利用して、レンズおよびダッシュボードのテーブルのデー
タセット項目の 1 クリックアクションの動作を設定します。効率性を重視する場合は、ディメンション列
のすべてのレコードで起動するレコードアクションを選択できます。柔軟性を重視する場合は、特定の列
のレコードをクリックしたときに使用可能なすべての 1 クロックアクションを表示するように選択できま
す。
Snowflake でのデータに関するインサイトの直接的な取得 (正式リリース)

Salesforce にデータを読み込んだり、データを準備したりせずに TheSnowflake データプラットフォームでデー
タの探索を実行できます。Snowflake へのライブ接続を設定したら、接続に関連付けられている Snowflake デー
タに対してリアルタイムにクエリを実行できます。Einstein Analytics Direct for Snowflake を使用すると、このデー
タに対して実行するクエリに基づいてダッシュボードのグラフやテーブルを作成することもできます。
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ローカルタイムゾーンの日時データを使用したインサイトの精度の向上 (ベータ)

GMT 以外のタイムゾーンで時間的制約のあるダッシュボードデータを表示したいですか? 大丈夫です。ビジ
ネスにとって最も重要なタイムゾーンでダッシュボードデータを表示できるようになりました。わからな
い場合は、ダッシュボードデータは GMT タイムゾーンに変換されます。つまり、カリフォルニア州にある
サポートチームが水曜日の夜遅く (カリフォルニア時間) にケースを作成すると、カスタマーサポートダッ
シュボードで作成日が木曜日の早朝に突然変更される可能性があります。単一カスタムタイムゾーンを使
用すると、時間的制約のあるデータの精度が上がり、世界中の利用者との関連性が高くなります。
条件付き書式を使用したダッシュボードテキストの主要な総計値の強調
数値、テーブル、グラフに加えて、条件付き書式をダッシュボードテキストに適用できるようになりまし
た。条件付き書式を使用すると、特定の値に基づいて色を割り当てて、簡単に重要なインサイトを強調で
きます。たとえば、目標を上回った毎四半期の営業数値を緑色に変更します。
ロック済みまたは非表示の検索条件を使用した組み込みダッシュボードのデータの保護
組み込みダッシュボードの検索条件がロック済みまたは非表示でない場合、ユーザは外部検索条件とグロー
バル検索条件の両方を変更または削除して、より多くのデータを公開できます。検索条件の新しいロック
および非表示オプションは、組み込みダッシュボードを設定するための簡単な方法です。ユーザは自分が
見たいデータのみを表示できます。また、更新されたダッシュボードのリセットアクションにより、組み
込みダッシュボードを最初の組み込み状態に戻すことができます。
再利用可能なダッシュボードコンポーネントを使用したダッシュボードの作成および管理の時間の節約 (パ
イロット)

同じグラフ、テーブル、検索条件、テキストなどを複数のダッシュボードで簡単に再利用したり、すべて
を 1 か所で管理したりするには、ダッシュボードコンポーネントを使用します。これらは、他のウィジェッ
トやページを含めることができる新しい種類のダッシュボードウィジェットです。何よりも、コードでは
なくクリックでダッシュボードをすばやく作成して管理できる優れた方法です。
ダッシュボードのより多くのデータのファセットを追加
Einstein Analytics の外部にあるデータのインタラクションを可能にすると役立つ場合があります。Analytics デー
タセット項目に加えて、Salesforce オブジェクトおよびライブデータセットの項目をファセットできるよう
になりました。ダッシュボードクエリで外部オブジェクト項目へのデータソース接続を作成したら、クエ
リとウィジェットでのそれらのファセットを有効にできます。
自動インストールの Analytics テンプレートの作成
自動インストールフレームワークを使用するテンプレートを作成して、Analytics Studio のテンプレートウィ
ザードから Analytics アプリケーションを手動で作成するために必要なユーザ操作を最小限に抑えます。この
フレームワークでは、管理パッケージを介してテンプレート化された Analytics アプリケーションを自動的に
組織にインストールします。これらのアプリケーション用に作成されたダッシュボードは、Lightning Experience

ページに組み込むことができるため、ユーザは Salesforce ページで直接 Einstein Analytics を操作できます。
イベントログファイルの Einstein Analytics データのダウンロードを表示する
追跡、セキュリティ、またはコンプライアンスのために、Einstein Analytics からのデータダウンロードのログ
にアクセスできるようになりました。イベントモニタリングで公開されるダウンロードログには、セッショ
ン ID、ユーザ ID、アセットタイプと ID、データセット ID、Salesforce ユーザ種別、ダウンロード形式 (PNG、
EXCEL、または CSV)、ダウンロードされた行数が含まれます。ダウンロードログデータを使用して、独自の
データセットとダッシュボードを作成します。
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一部のテーブル列の固定と、残りの列のスクロール
比較テーブルのグループ列は、所定の位置への固定に制限されなくなりました。常に表示される列を選択し、
残りのデータをスクロールできるようになりました。エクスプローラやダッシュボードデザイナで比較テーブ
ルや値テーブルの最大 5 個の列を固定できるようになりました。また、ダッシュボードプレビューモードで
は、必要な数の列を固定できます。
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: ダッシュボードデザイナで、ウィジェットプロパティパネルに移動します (1)。[レイアウト] セクション
の [固定列をカスタマイズ] を選択し (2)、固定するテーブル列の数を設定します (3)。濃いグレーは、固定ペイ
ンの最後を示します。

エクスプローラからこの設定にアクセスするには、テーブルプロパティパネルの [レイアウト] セクションに移
動します。
ショートカットメニューで列を固定および固定解除したり、ダッシュボードプレビューモードでこの機能にア
クセスしたりするには、固定する最後の列のヘッダーにマウスポインタを置きます。ドロップダウンメニュー
で、[ここまで列を固定] を選択します。
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グループ化された列のすばやい展開または折りたたみ
比較テーブルの展開および折りたたみレイアウトオプションを使用して、グループ化された列の次の階層レベ
ルに積み上げ集計されたデータをすばやく表示します。階層の各グループ内のレコードの行の詳細を 1 クリッ
クで表示できるようになりました。以前は、SAQL クエリを編集するか、それらのデータビューの列を手動で
非表示にしたり、削除したりしていました。
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: 会社の売上レポートを分析しているとします。商品カテゴリ、サブカテゴリ、名前でグループ化された
比較テーブルで、商品をそのサブカテゴリに積み上げ集計すると、売れ筋のサブカテゴリを簡単に特定できま
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の [レイアウト] セクションで [展開/折りたた
みを有効化] を選択します (1)。この例では、商品レコードを商品サブカテゴリに積み上げ集計するには、
Product_Sub_Category の横にある をクリックします (2)。
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エクスプローラからこの設定にアクセスするには、テーブルプロパティパネルの [レイアウト] セクションに移
動します。

ディメンションの 1 クリックアクションのカスタマイズ
エクスプローラの新しい [アクション] メニューを利用して、レンズおよびダッシュボードのテーブルのデータ
セット項目の 1 クリックアクションの動作を設定します。効率性を重視する場合は、ディメンション列のすべ
てのレコードで起動するレコードアクションを選択できます。柔軟性を重視する場合は、特定の列のレコード
をクリックしたときに使用可能なすべての 1 クロックアクションを表示するように選択できます。
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。
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方法: 商談データセットの [商談名] 項目をクリックしたときに商談レコードを更新したいとします。Salesforce

システム管理者がこの項目のアクションを設定したら、商談データセットを開きます。
テーブルモードで [商談名] が選択されている場合、[列] プロパティパネルで、[アクション] セクションまでス
クロールします (1)。[1 クリックアクションを設定] を選択します (2)。[アクションを選択] を有効にします (3)。
また、商談名をクリックしたときに使用可能なすべてのアクションを表示するには、商談名を選択し、[アク
ションメニューを開く]を選択します。[Salesforce アクション] リストから、[商談を更新]を選択します (4)。必要
に応じて、[商談名] 項目のハイパーリンクの色を設定します。

Snowflake でのデータに関するインサイトの直接的な取得 (正式リリース)

Salesforce にデータを読み込んだり、データを準備したりせずに TheSnowflake データプラットフォームでデータ
の探索を実行できます。Snowflake へのライブ接続を設定したら、接続に関連付けられている Snowflake データに
対してリアルタイムにクエリを実行できます。Einstein Analytics Direct for Snowflake を使用すると、このデータに対
して実行するクエリに基づいてダッシュボードのグラフや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。
方法: [Analytics] の [設定] ページでは、デフォルトで [外部データソースの Einstein Analytics ダイレクト
データを有効化] が有効になっています。
1. Einstein Analytics データマネージャの [接続] タブで、[データに接続] をクリックします。
2. [ライブ接続] タブの [接続を追加] をクリックし、その設定を入力します。
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完了したら、[保存] または [データセットを保存 & 作成] をクリックします。

メモ:  Snowflake への接続を作成するときは、データセキュリティを維持するために参照のみアクセス
権を持つ Snowflake ユーザアカウントを使用することをお勧めします。

3. データマネージャで、[データ] タブをクリックします。
4. [ライブデータセット] タブで、[データセットを作成]をクリックします。接続を選択し、その接続で使用で

きる Snowflake 接続元テーブルを有効にします。
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5. ライブデータセットに名前を付けて、Analytics アプリケーションに割り当てます。アプリケーションを使用
して、その接続で Snowflake データを探索するためのアクセス権を持つ Salesforce ユーザ、ロール、グループ
を制御します。完了したら、[ライブデータセットを作成] をクリックします。

6. 探索を開始するには、Analytics Studio の [データセット] タブからライブデータセットをクリックします。

ローカルタイムゾーンの日時データを使用したインサイトの精度の向上 (ベータ)

GMT 以外のタイムゾーンで時間的制約のあるダッシュボードデータを表示したいですか? 大丈夫です。ビジネ
スにとって最も重要なタイムゾーンでダッシュボードデータを表示できるようになりました。わからない場合
は、ダッシュボードデータは GMT タイムゾーンに変換されます。つまり、カリフォルニア州にあるサポート
チームが水曜日の夜遅く (カリフォルニア時間) にケースを作成すると、カスタマーサポートダッシュボードで
作成日が木曜日の早朝に突然変更される可能性があります。単一カスタムタイムゾーンを使用すると、時間的
制約のあるデータの精度が上がり、世界中の利用者との関連性が高くなります。

メモ: 単一カスタムタイムゾーン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、そのままの状態で提供さ
れ、サポートされておらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce

はいかなる責任も負いません。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。単一カスタムタイムゾーンに関するフィードバックや提案は、Trailblazer Community

からお寄せください。
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対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics 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: 単一カスタムタイムゾーンを有効にするには、Salesforce アカウント担当者にお問い合わせください。
[Analytics の設定] で単一カスタムタイムゾーンを有効にし、使用するタイムゾーンを選択します。

重要: この機能は有効にすると無効にできません。単一カスタムタイムゾーンは、Sandbox 組織で徹底的
に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。

単一カスタムタイムゾーンを使用するときの考慮事項は、次のとおりです。
• タイムゾーンは組織レベルで定義されます。
• 単一カスタムタイムゾーンを有効にして組織のデフォルトのタイムゾーンを指定した後ですべてのデータ

セットを更新する必要があります。
• 既存のダッシュボードは GMT タイムゾーンのままになります。
• 単一カスタムタイムゾーンを有効にした後は、新しいダッシュボードで GMT 以外のタイムゾーンを使用で

きます。

条件付き書式を使用したダッシュボードテキストの主要な総計値の強調
数値、テーブル、グラフに加えて、条件付き書式をダッシュボードテキストに適用できるようになりました。
条件付き書式を使用すると、特定の値に基づいて色を割り当てて、簡単に重要なインサイトを強調できます。
たとえば、目標を上回った毎四半期の営業数値を緑色に変更します。
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: 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条件付き書式を動的テキストに適用します。
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クエリに適用された条件付き書式ルールは、同じクエリデータを使用するテキストウィジェットにも適用され
ます。ただし、ダッシュボードテキストを編集するときにルールを作成したり、既存のルールを編集したりで
きます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 条件付き書式を使用したデータの自動強調表示 (リリースプレビューの時点で内容が刷新さ
れたり、使用不能になる可能性があります)

ロック済みまたは非表示の検索条件を使用した組み込みダッシュボードのデータの保護
組み込みダッシュボードの検索条件がロック済みまたは非表示でない場合、ユーザは外部検索条件とグローバ
ル検索条件の両方を変更または削除して、より多くのデータを公開できます。検索条件の新しいロックおよび
非表示オプションは、組み込みダッシュボードを設定するための簡単な方法です。ユーザは自分が見たいデー
タのみを表示できます。また、更新されたダッシュボードのリセットアクションにより、組み込みダッシュ
ボードを最初の組み込み状態に戻すことができます。
対象:これらの変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics に適用されます。Einstein Analytics

は、Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited

Edition で使用できます。
方法: Lightning アプリケーションビルダーの検索条件ビルダーで、[ロック済み] または [非表示] オプションを設
定します。

または、Boolean 値を使用して検索条件の JSON にオプションを追加します。たとえば、
“locked”:false,”hidden”:true とします。
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メモ: ロック済みおよび非表示オプションは検索条件にのみ使用可能で、選択には使用できません。

[ロック済み] オプションでは、組み込みダッシュボードヘッダーに [検索条件] メニューが表示されますが、
ユーザは検索条件を変更または削除できません。

[非表示] オプションでは、組み込みダッシュボードヘッダーに [検索条件] メニューは表示されません。
組み込みダッシュボードにロック済みまたは非表示の検索条件を設定するときは、次の考慮事項に留意してく
ださい。
• ロック済みおよび非表示の検索条件は、ダッシュボードに適用されます。検索条件によって項目が表示さ

れている場合、これらのオプションのいずれかを使用して検索条件へのアクセスが制限されている場合で
も、ユーザには項目が表示されます。

• [ロック済み] および [非表示] オプションは、リンクされたダッシュボードやレンズの探索には自動的に適用
されません。オプションは、指定されたダッシュボードにのみ適用されます。
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• [ロック済み] および [非表示] オプションは、組み込まれたときや Einstein Analytics Studio または [分析] タブで
開かれたときにダッシュボードに適用されます。

関連トピック:

IdeaExchange: Reset filters keeps embedded dashboard filters when saved views is enabled (保存済みビューが有効になって
いる場合、検索条件のリセットで組み込みダッシュボードの検索条件を保持)

再利用可能なダッシュボードコンポーネントを使用したダッシュボードの作成および管理
の時間の節約 (パイロット)

同じグラフ、テーブル、検索条件、テキストなどを複数のダッシュボードで簡単に再利用したり、すべてを 1

か所で管理したりするには、ダッシュボードコンポーネントを使用します。これらは、他のウィジェットや
ページを含めることができる新しい種類のダッシュボードウィジェットです。何よりも、コードではなくク
リックでダッシュボードをすばやく作成して管理できる優れた方法です。

メモ: ダッシュボードコンポーネントは、特定の契約条件への同意が必要なパイロットプログラムを通じ
て一部のお客様に提供されています。このプログラムに参加する方法については、Salesforce にお問い合わ
せください。パイロットプログラムは変更される可能性があり、参加は保証されません。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。ダッシュボードコンポーネントに関するフィー
ドバックと提案は、Trailblazer Community. からお寄せください。

対象: 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: 組織でダッシュボードコンポーネントを有効にするには、Salesforce アカウント担当者にお問い合わせく
ださい。
使用を開始するには、ダッシュボードコンポーネントをダッシュボードにドロップします (1)。新しいコンポー
ネントを作成するか (2)、既存のコンポーネントを使用します (3)。
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ダッシュボードの作成と同様にページ、グラフ、テキスト、検索条件などをコンポーネントに追加します。コ
ンポーネントを保存したら、必要なだけ別のダッシュボードで使用できます。

メモ: ダッシュボードコンポーネントでは、次の機能はサポートされていません。
• レイアウト
• 保存済みビュー
• アノテーション
• 通知
• 登録
• ウィジェットアクション
• パッケージ化
• ダッシュボードコンポーネントへのリンク
• ダッシュボードコンポーネント内のデータソースリンク

ダッシュボードのより多くのデータのファセットを追加
Einstein Analytics の外部にあるデータのインタラクションを可能にすると役立つ場合があります。Analytics データ
セット項目に加えて、Salesforce オブジェクトおよびライブデータセットの項目をファセットできるようになり
ました。ダッシュボードクエリで外部オブジェクト項目へのデータソース接続を作成したら、クエリとウィ
ジェットでのそれらのファセットを有効にできます。
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。
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方法: ダッシュボードで取引先別にケース数を確認したいとします。これらのデータソースの [取引先名] 項目
を接続した後に、Salesforce 取引先オブジェクトからケースデータセットへのクエリをファセットできるように
なりました。
1. ダッシュボードデザイナで、Salesforce 取引先オブジェクトへのクエリを作成します。次に、[棒の長さ] を

[年間売上合計] に設定し、[横棒] 項目を [取引先名] に設定します。
2. ケースデータセットへの別のクエリを作成します。[ケース数] の名前を [ケース数] に変更し、[横棒] 項目を

[取引先名] に設定します。
3. 2 つのクエリを接続するには、 をクリックし、[データソースに接続] を選択します。

4. [新しい接続] をクリックし、接続の名前を入力します。
5. [データソース 1] に [取引先] オブジェクトを選択し、[データソース 2] に [ケース] データセットを選択しま

す。これら両方のデータソースで、接続を定義して相互のレコードを照合するための項目として [取引先名]

を選択します。
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6. 完了したら、変更を保存します。
クエリ間のインタラクションを表示するには、クエリをダッシュボードにドラッグして、一方のクエリでレ
コードを選択します。これで、ダッシュボードの両方のクエリが [取引先名] 項目でファセットするようになり
ます。

自動インストールの Analytics テンプレートの作成
自動インストールフレームワークを使用するテンプレートを作成して、Analytics Studio のテンプレートウィザー
ドから Analytics アプリケーションを手動で作成するために必要なユーザ操作を最小限に抑えます。このフレー
ムワークでは、管理パッケージを介してテンプレート化された Analytics アプリケーションを自動的に組織にイ
ンストールします。これらのアプリケーション用に作成されたダッシュボードは、Lightning Experience ページに
組み込むことができるため、ユーザは Salesforce ページで直接 Einstein Analytics を操作できます。
理由: Analytics テンプレートを設計して、カスタマイズやユーザ操作を必要としない Analytics アプリケーション
を作成できます。自動インストールテンプレートフレームワークでは、Analytics テンプレートをパッケージ化
できます。これを顧客組織にインストールすると、テンプレートから Analytics アプリケーションが自動インス
トールされます。ユーザは、Analytics Studio のテンプレートウィザードからアプリケーションを手動で作成する
必要はありません。
方法: 自動インストールフレームワークに含まれる Analytics アプリケーションテンプレートを指定するには、新
しい auto-install.jsonファイルを作成して、template-info.jsonファイルと共にテンプレートディレ
クトリに追加します。次に、テンプレートをパッケージ化して配布します。パッケージ化されたテンプレート
をインストールすると、Analytics アプリケーションの自動インストールプロセスが開始されます。
このファイルのサポートされているテンプレートの種類は、app と embeddedapp です。
auto-install.json ファイルでは、フック設定を介して自動インストール要求の名前と種別を設定できま
す。属性は次のとおりです。
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説明型属性名

自動インストールフックの種別。Winter '21 では、
PackageInstall種別のみがサポートされています。

stringtype

自動インストール要求の省略可能な名前。この名前
は、要求の自動インストールアプリケーションの設定
ページに表示されます。

stringrequestName

auto-install.jsonファイルでも、アプリケーション設定を定義できます。次のようなアプリケーション設
定があります。

説明型属性名

アプリケーションが、AnalyticsViewOnlyEmbeddedApp ラ
イセンスを持つユーザと自動的に共有されるか
(true)、否か (false) を示します。

booleanautoShareWithLicensed
Users

アプリケーションが、自動インストール要求を開始し
たユーザと自動的に共有されるか (true)、否か (false)

を示します。

booleanautoShareWith
Originator

構成エラーが原因で自動インストール要求が失敗した
ときにアプリケーションが削除されるか (true)、否か
(false) を示します。

booleandeleteAppOn
ConstructionFailure

同じ API 参照名の既存のアプリケーションまたはア
セットが存在するときにアプリケーションの作成に失
敗するか (true)、否か (false) を示します。

booleanfailOnDuplicateName

アプリケーションの作成時に使用する変数値の対応付
け。変数名は、variables.json ファイルで定義された変数
に対応している必要があります。

Mapvalues

サンプルの auto-install.json ファイル:

{
"hooks": [
{
"type" : "PackageInstall",
"requestName" : "Hook for the Auto-Install Template"

}
],
"configuration" : {
"appConfiguration" :{
"failOnDuplicateNames" : false,
"autoShareWithLicensedUsers" : true,
"autoShareWithOriginator" : true,
"deleteAppOnConstructionFailure" : true,
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"values" : {
"value1" : "testString",
"value2" : false

}
}

}
}

テンプレートを自動インストールテンプレートとして指定するには、autoInstallDefinition 属性を
template-info.json ファイルに追加し、name 属性を folder.json ファイルに追加します。

イベントログファイルの Einstein Analytics データのダウンロードを表示する
追跡、セキュリティ、またはコンプライアンスのために、Einstein Analytics からのデータダウンロードのログに
アクセスできるようになりました。イベントモニタリングで公開されるダウンロードログには、セッション
ID、ユーザ ID、アセットタイプと ID、データセット ID、Salesforce ユーザ種別、ダウンロード形式 (PNG、EXCEL、
または CSV)、ダウンロードされた行数が含まれます。ダウンロードログデータを使用して、独自のデータセッ
トとダッシュボードを作成します。
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: イベントモニタリングのお客様の場合、ユーザが Analytics で作業しているときに WAVE_DOWNLOAD_EVENT

項目がイベントログデータで自動的に取得されます。

関連トピック:

EventLogFile Supported Event Types: Wave Download Event Type (EventLogFile でサポートされているイベント種別: Wave

ダウンロードイベント種別) (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性が
あります)

IdeaExchange: Event Monitoring for Einstein Analytics (Wave) dashboard and lens downloads (Einstein Analytics (Wave) ダッシュ
ボードおよびレンズのダウンロードのイベントモニタリング)

Einstein Discovery: カスタム改善テキスト、プロセス自動化数式での結果の予
測、高カーディナリティ
改善のユーザプロンプトをカスタマイズします。新しい Predict 関数を使用して、プロセス自動化数式で予測を
取得します。新しい QQ プロットでデータが正規分布になるかどうかを判断します。
ALBERT EINSTEIN の権利は、ヘブライ大学の許可を受けた上で使用しています。Greenlight が排他的に代理人を務
めています。
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このセクションの内容:

カスタム改善テキストを使用したユーザアクションのガイド
Einstein Discovery の改善は、予測結果を改善するためにユーザが実行できる推奨アクションです。以前は、
これらの推奨でパーソナライズされてない汎用的なテキストが使用されていました。このテキストをカス
タマイズして、対象を絞ったより具体的な指示を提供できるようになりました。組織の文化を反映した語
調を使用して、業務のコンテキスト内で組織の推奨方法を伝えることができます。これにより、ユーザは
最大限の成果を得ることができます。
プロセス自動化数式の結果の予測
Einstein Discovery PREDICT 関数を使用して、プロセス自動化数式に予測インテリジェンスを組み込みます。
Salesforce 組織で使用可能な Einstein Discovery 予測からの予測結果に基づいて、自動化ロジックで決定を下す
ことができるようになりました。たとえば、承認プロセスでは、予測された結果が自動承認に必要なしき
い値を満たしているかどうかを数式で判断できます。PREDICT 関数は、Next Best Action、入力規則、フロー (画
面、ヘッドレス、呼び出し可能)、プロセス (プロセスビルダー内)、ワークフロールール、承認プロセス、
定義済み項目値、項目自動更新アクション、デフォルト値の数式を定義するときに使用できます。
ストーリーの 1 つの変数の高カーディナリティの有効化
高カーディナリティ変数は、一意の値が多いため、解釈および視覚化することは困難です。そのため、
Einstein Discovery はこれらの変数の 100 個を超える一意の値を無視するか、予備のカテゴリにグループ化しま
す。高カーディナリティ変数をストーリーに追加できるようになりました。Einstein Discovery では、100 個を
超える一意の値が含まれる変数が検出されると、自動的にアラートが表示されます。Einstein Discovery では、
以前と同様にそれらの変数を処理することも、変数の使用方法を制御することもできます。
データが正規分布かどうかの視覚的な判断
回帰モデルの重要な前提条件の 1 つとして、結果変数の残差誤差が正規分布であることが挙げられます。
新しい QQ (分位-分位) プロットを使用すると、この前提条件をすばやく確認し、残差誤差が正規性から離れ
ているかどうかやその程度を判断できます。QQ プロットで残差誤差の近似直線が示された場合、モデルが
正規分布の前提条件を満たしていることを確信できます。
自動更新を使用したモデルの定期的な更新
時間が経つにつれて、リリース済みモデルのパフォーマンスはドリフトする可能性があります。モデルの
結果を予測する精度は、ビジネス環境、データ、要件の変化によって低下します。ドリフトに対抗するに
は、ストーリー設定を調整したり、最新データで再トレーニングしたり、再リリースしたりして、モデル
を時々更新する必要があります。自動更新を使用して、毎週または毎月モデルを更新するようにスケジュー
ルできるようになりました。自動更新により、モデルが定期的に更新されて、最新かつ最適なバージョン
が反映されていることがわかるため安心できます。
データセット変更通知と適用された検索条件による最新情報の入手
基になるデータセットの変更通知と、一目で視覚的に把握できる変数の検索条件により、正確なインサイ
トを簡単に取得できるようになりました。ストーリーが更新されると、ストーリーに影響するデータセッ
トの変更によって通知バナーがトリガされます。アラートにより、設定を確認して、使用可能な最新デー
タに基づいて新しいストーリーバージョンを作成することを検討するように促されます。ストーリー設定
内のストーリー変数に適用された検索条件が見やすくなり、データ分析の絞り込みや拡張を簡単に行うこ
とができます。
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データプレップ中のデータセットへの予測の組み込み (パイロット)

予測をダッシュボードに直接表示できます。[データプレップ] の新しい [Discovery 予測] 変換を使用し、予測
を計算してデータセットに保存します。上位の予測因子や改善の説明を保存することもできます。Discovery

予測ノードでレシピを実行する場合、Einstein は行ごとに予測結果を推定して保存します。予測インテリジェ
ンスおよび指示的インテリジェンスでデータセットを入力すると、大量のデータの予測をすばやく評価し
たり、本番にリリースする前に複数のモデルを評価したり、ダッシュボードでこの情報を集計したりでき
ます。
機密変数を使用したストーリーの異種影響の最小化
Einstein Discovery では、ストーリーでバイアスがかかっている可能性のある変数を識別して使用できます。
これらの機密変数を監視して、ストーリーインサイトに悪影響がないようにすることが重要です。最近の
ストーリーの更新が機密変数に影響する場合、他の変数がモデル内で不平等な扱いを受けていることを示
す異種影響について警告される可能性があります。異種影響のあるデータでモデルがトレーニングされる
と、バイアスがかかった予測が生成されることがあります。
テンプレートを使用したストーリーの作成の迅速な開始
成立した商談の識別や商談サイクルの短縮に関して、どこから開始すればよいかわからない場合は、テン
プレートでアプリケーションを作成し、データの準備と読み込みを行い、目標を達成するためのベストプ
ラクティスを使用してストーリーバージョンを作成します。完了したストーリーの分析結果を確認し、ニー
ズに合わせてストーリーをカスタマイズします。
適切に調整された XGBoost および GBM モデル
XGBoost および GBM アルゴリズムに基づくモデルの精度が改善されました。これらのモデルは内部設定が調
整されているため、この変更は自動的に行われます。このリリースで作成されたモデルと以前のリリース
で作成されたモデルでは、モデル評価指標が異なっていることがあります。
Salesforce 組織での外部モデルの実装 (パイロット)

本番環境ですばやく使用を開始できる外部で構築されたモデルで予測機能を強化します。Einstein Discovery

によってストーリーから作成される優れたモデルに加えて、Salesforce の外部で構築されたモデルをアップ
ロードおよびリリースできるようになりました。データサイエンティストは、お気に入りのモデリングツー
ルを使用して、TensorFlow モデルを設計、構築、テスト、調整できます。その後、慎重に作成されたこれら
のモデルを Salesforce にアップロードおよびリリースします。ユーザは、迅速に稼働を開始し、モデルの予
測を使用して優れた結果を達成できます。
ランダムフォレストアルゴリズムを使用した正確なモデルの作成 (パイロット)

ランダムフォレストと呼ばれるモデリングアルゴリズムに基づく 4 番目のモデル種別が Einstein Discovery に
追加されました。Einstein Discovery では、この教師ありアルゴリズムを使用して、複数のディシジョンツ
リー、ランダマイゼーション、および他の最適化技法で非常に正確なモデルを作成します。ランダムフォ
レストモデルと他のモデル種別を比較して、このアルゴリズムの方がストーリーの精度が高いかどうかを
判断できます。
説明を使用したストーリーバージョンへの注釈の追加
ストーリーバージョンで行った変更の正確な情報 (変更理由や変更を行ったユーザ) を忘れてしまったこと
はありませんか? 説明責任を果たす明確でわかりやすい詳細な説明を追加できるようになりました。これに
より、作業の重複を回避できます。
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分析中のストーリーの作成のキャンセル
最後に変更を加えようと思ったけれど、すでに [ストーリーを作成] をクリックしてしまい、削除するだけ
のために作成が完了するまで待機しなければならなかったというような経験はありませんか? ストーリーの
送信後に中断するオプションが追加されました。ストーリーを検索して手動で削除する必要はなくなりま
した。
Einstein Discovery ストーリーの迅速な読み込み
多くのインサイトが含まれるストーリーの場合、読み込みに時間がかかることがあります。ストーリーの
上位 15 件のインサイトで Einstein Discovery が開き、他のインサイトは検索したときに読み込まれるようにな
りました。上位インサイトのリストには、最初のすべての注文のインサイトと、その後に続く 2 番目の注
文のインサイトが含まれます。
Einstein 予測サービスで予測の焦点を絞る
Einstein 予測サービスの予測 API コールのデフォルトの動作が変更されました。以前は、応答にはデフォルト
で予測要素と改善が含まれていました。このリリース以降、predict 関数は 1 つの予測値のみを返します。予
測要素と改善が必要な場合は、API コールのリクエストボディでそれらを要求する必要があります。

関連トピック:

Salesforce Einstein: テンプレートを使用したより迅速なボットの作成、検索条件を使用した商談スコアリング
の関連性の向上、検索のパーソナライズの正式リリース

カスタム改善テキストを使用したユーザアクションのガイド
Einstein Discovery の改善は、予測結果を改善するためにユーザが実行できる推奨アクションです。以前は、これ
らの推奨でパーソナライズされてない汎用的なテキストが使用されていました。このテキストをカスタマイズ
して、対象を絞ったより具体的な指示を提供できるようになりました。組織の文化を反映した語調を使用し
て、業務のコンテキスト内で組織の推奨方法を伝えることができます。これにより、ユーザは最大限の成果を
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。
方法: 改善テキストは 2 つの場所でカスタマイズできます。
• リリース中にリリースウィザードを使用する
• リリース後にモデルマネージャを使用する

メモ: どちらの場所の画面もほぼ同じです。

リリースウィザードのプロンプトはリリース中に表示されます。1 つ以上の変数の改善を有効にして、[カスタ
ムテキストを指定] を選択します。
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モデルマネージャで、予測を開いてモデルを選択し、ドロップダウンから [設定を編集]を選択して、[改善]サ
ブタブをクリックします。1 つ以上の変数の改善を有効にして、[カスタムテキストを指定] を選択します。

カスタマイズするテキスト変数ごとに、[追加] をクリックして、1 つ以上のテキスト値と、関連付けられてい
るカスタムユーザプロンプトを指定します。
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カスタマイズする数値変数ごとに、値を増減するカスタムテキストを指定します。

変更内容を保存します。Einstein Discovery は、カスタム改善メッセージングを使用して、ユーザとやりとりしま
す。

関連トピック:

Einstein Discovery: カスタム改善テキスト、プロセス自動化数式での結果の予測、高カーディナリティ

プロセス自動化数式の結果の予測
Einstein Discovery PREDICT 関数を使用して、プロセス自動化数式に予測インテリジェンスを組み込みます。Salesforce

組織で使用可能な Einstein Discovery 予測からの予測結果に基づいて、自動化ロジックで決定を下すことができる
ようになりました。たとえば、承認プロセスでは、予測された結果が自動承認に必要なしきい値を満たしてい
るかどうかを数式で判断できます。PREDICT 関数は、Next Best Action、入力規則、フロー (画面、ヘッドレス、呼
び出し可能)、プロセス (プロセスビルダー内)、ワークフロールール、承認プロセス、定義済み項目値、項目自
動更新アクション、デフォルト値の数式を定義するときに使用できます。
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。
方法:自動化数式を作成するときに、[関数]で [詳細]、[PREDICT]の順に選択し、[選択した関数を挿入]をクリッ
クします。次の例は、承認プロセスの数式を作成する方法を示しています。
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数式ビルダーで、[PredDefId] を選択して [項目の挿入] をクリックし、[SmartDataDiscovery] > [予測定義] を
選択し、使用可能な予測を選択し、[予測定義 ID] を選択し、[挿入] をクリックします。
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指定されたレコード ID に基づくレコード、または項目とその値のリストで、Einstein Discovery 予測を取得できま
す。次の例は、指定されたレコードの予測結果が指定された割引金額 (Discount__c) よりも低い場合、TRUE

と評価する承認プロセスの数式を示しています。

関連トピック:

Einstein Discovery: カスタム改善テキスト、プロセス自動化数式での結果の予測、高カーディナリティ

ストーリーの 1 つの変数の高カーディナリティの有効化
高カーディナリティ変数は、一意の値が多いため、解釈および視覚化することは困難です。そのため、Einstein

Discovery はこれらの変数の 100 個を超える一意の値を無視するか、予備のカテゴリにグループ化します。高カー
ディナリティ変数をストーリーに追加できるようになりました。Einstein Discovery では、100 個を超える一意の
値が含まれる変数が検出されると、自動的にアラートが表示されます。Einstein Discovery では、以前と同様にそ
れらの変数を処理することも、変数の使用方法を制御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。
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方法:最大 200 個の一意の値が含まれる 1 つの高カーディナリティ変数をストーリーに追加できます。その他の
変数の一意の値はすべて 100 個に制限されます。項目値を結合して、一意の値を最小限に抑えることもできま
す。
高カーディナリティ変数 [業種] のサンプリングを次に示します。この変数を使用したいと考えていますが、多
くの一意の数が含まれています。

[ストーリーを編集]をクリックして、高カーディナリティ変数を選択し、[アラート] タブで実行できるアクショ
ンを選択します。

値をストーリーから除外して、変数の一意の値の数を制限することもできます。変数の[設定]タブをクリック
し、値をオフにします。
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関連トピック:

Einstein Discovery: カスタム改善テキスト、プロセス自動化数式での結果の予測、高カーディナリティ

データが正規分布かどうかの視覚的な判断
回帰モデルの重要な前提条件の 1 つとして、結果変数の残差誤差が正規分布であることが挙げられます。新し
い QQ (分位-分位) プロットを使用すると、この前提条件をすばやく確認し、残差誤差が正規性から離れている
かどうかやその程度を判断できます。QQ プロットで残差誤差の近似直線が示された場合、モデルが正規分布
の前提条件を満たしていることを確信できます。
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。
方法: 回帰モデルの場合、[モデル評価指標] を開き、[モデル評価] をクリックします。[全体的なパフォーマン
ス] サブタブで、[標準化された残差の正規 QQ プロット] までスクロールダウンします。このサンプルプロット
は、視覚的に線形であるため、正規分布の前提条件を満たしていることを確認できます。
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プロットが線形でない場合、正規分布の前提条件を再確認し、データを調査します。

関連トピック:

Einstein Discovery: カスタム改善テキスト、プロセス自動化数式での結果の予測、高カーディナリティ

自動更新を使用したモデルの定期的な更新
時間が経つにつれて、リリース済みモデルのパフォーマンスはドリフトする可能性があります。モデルの結果
を予測する精度は、ビジネス環境、データ、要件の変化によって低下します。ドリフトに対抗するには、ス
トーリー設定を調整したり、最新データで再トレーニングしたり、再リリースしたりして、モデルを時々更新
する必要があります。自動更新を使用して、毎週または毎月モデルを更新するようにスケジュールできるよう
になりました。自動更新により、モデルが定期的に更新されて、最新かつ最適なバージョンが反映されている
ことがわかるため安心できます。
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: モデルマネージャで、予測を表示して [モデルの更新] サブタブをクリックし、[自動更新を有効化] をク
リックします。
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更新する頻度 (毎月または毎週)、日付、時刻などの更新ジョブ設定を定義します。モデルが更新されたときに
通知するユーザを追加するなど、必要に応じて他の設定を指定し、変更を保存します。
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更新ジョブが完了すると、登録された受信者にメール通知が送信され、[モデルの更新] ページにジョブ履歴が
表示されます。
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関連トピック:

Einstein Discovery: カスタム改善テキスト、プロセス自動化数式での結果の予測、高カーディナリティ

データセット変更通知と適用された検索条件による最新情報の入手
基になるデータセットの変更通知と、一目で視覚的に把握できる変数の検索条件により、正確なインサイトを
簡単に取得できるようになりました。ストーリーが更新されると、ストーリーに影響するデータセットの変更
によって通知バナーがトリガされます。アラートにより、設定を確認して、使用可能な最新データに基づいて
新しいストーリーバージョンを作成することを検討するように促されます。ストーリー設定内のストーリー変
数に適用された検索条件が見やすくなり、データ分析の絞り込みや拡張を簡単に行うことができます。
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。
方法:基になるデータセットへの変更を確認するには、[ストーリーを編集]をクリックし、[バナー]をクリック
して更新を表示します。

この例の現在のストーリーバージョンには 14 個の列 (1) があります。通知をクリックすると、更新されたデー
タセットには 12 個の列 (2) があることが示されます。
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[ストーリーを更新] をクリックし、変更を受け入れるか、ストーリー設定を閉じて通知を無視します。
[ストーリーを編集] をクリックして、ストーリー設定を開き、検索条件を表示します。検索条件は [適用され
た検索条件] 列にリストされます。

改善された絞り込みを利用し、以前のバージョンの検索条件を保持するには、検索条件設定を更新して、新し
いストーリーバージョンで保存します。

関連トピック:

Einstein Discovery: カスタム改善テキスト、プロセス自動化数式での結果の予測、高カーディナリティ

データプレップ中のデータセットへの予測の組み込み (パイロット)

予測をダッシュボードに直接表示できます。[データプレップ] の新しい [Discovery 予測] 変換を使用し、予測を
計算してデータセットに保存します。上位の予測因子や改善の説明を保存することもできます。Discovery 予測
ノードでレシピを実行する場合、Einstein は行ごとに予測結果を推定して保存します。予測インテリジェンスお
よび指示的インテリジェンスでデータセットを入力すると、大量のデータの予測をすばやく評価したり、本番
にリリースする前に複数のモデルを評価したり、ダッシュボードでこの情報を集計したりできます。

メモ: この機能は現在パッケージ化をサポートしていないため、パイロットのみです。

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: [データプレップ] で、1 つ以上の入力ノードが含まれるレシピを開きます。2 つのノードの間またはレシ
ピの最後にある [ノードを追加] ボタン (+) を選択し、[Discovery 予測] を選択します。

組織にリリースされた Einstein Discovery 予測を選択し、すべての予測項目をレシピに対応付けます。

必要に応じて、ダッシュボードにすばやく簡単に表示できるように上位の予測因子や改善をデータセットに保
存します。
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関連トピック:

Einstein Discovery: カスタム改善テキスト、プロセス自動化数式での結果の予測、高カーディナリティ

機密変数を使用したストーリーの異種影響の最小化
Einstein Discovery では、ストーリーでバイアスがかかっている可能性のある変数を識別して使用できます。これ
らの機密変数を監視して、ストーリーインサイトに悪影響がないようにすることが重要です。最近のストー
リーの更新が機密変数に影響する場合、他の変数がモデル内で不平等な扱いを受けていることを示す異種影響
について警告される可能性があります。異種影響のあるデータでモデルがトレーニングされると、バイアスが
かかった予測が生成されることがあります。
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: 異種影響は、異種影響が発生したストーリーバージョンでフラグが付けられます。盾アイコンをクリッ
クして、インサイトを確認します。
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モデルを再確認し、機密変数を除外して、インサイトを調べます。収集された詳細を使用して、これらの機密
変数が分析に役立つのか、削除すべきかのかを判断します。

関連トピック:

Einstein Discovery: カスタム改善テキスト、プロセス自動化数式での結果の予測、高カーディナリティ

テンプレートを使用したストーリーの作成の迅速な開始
成立した商談の識別や商談サイクルの短縮に関して、どこから開始すればよいかわからない場合は、テンプ
レートでアプリケーションを作成し、データの準備と読み込みを行い、目標を達成するためのベストプラク
ティスを使用してストーリーバージョンを作成します。完了したストーリーの分析結果を確認し、ニーズに合
わせてストーリーをカスタマイズします。
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: Analytics Studio で、[作成]、[ストーリー]の順にクリックします。リストされたテンプレートのいずれかを
選択します。
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テンプレートの概要には、説明 (1)、サポートされているオブジェクトのリスト (2)、サンプルインサイト (3) が
含まれます。

関連トピック:

Einstein Discovery: カスタム改善テキスト、プロセス自動化数式での結果の予測、高カーディナリティ
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適切に調整された XGBoost および GBM モデル
XGBoost および GBM アルゴリズムに基づくモデルの精度が改善されました。これらのモデルは内部設定が調整
されているため、この変更は自動的に行われます。このリリースで作成されたモデルと以前のリリースで作成
されたモデルでは、モデル評価指標が異なっていることがあります。
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。

関連トピック:

Einstein Discovery: カスタム改善テキスト、プロセス自動化数式での結果の予測、高カーディナリティ

Salesforce 組織での外部モデルの実装 (パイロット)

本番環境ですばやく使用を開始できる外部で構築されたモデルで予測機能を強化します。Einstein Discovery に
よってストーリーから作成される優れたモデルに加えて、Salesforce の外部で構築されたモデルをアップロード
およびリリースできるようになりました。データサイエンティストは、お気に入りのモデリングツールを使用
して、TensorFlow モデルを設計、構築、テスト、調整できます。その後、慎重に作成されたこれらのモデルを
Salesforce にアップロードおよびリリースします。ユーザは、迅速に稼働を開始し、モデルの予測を使用して優
れた結果を達成できます。

メモ: 外部モデルインポート機能は、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
部のお客様向けにサポートされています。このプログラムに参加する方法については、Salesforce にお問い
合わせください。パイロットプログラムは変更される可能性があり、参加は保証されません。外部モデ
ルインポートは、Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で正式リリースを発表しな
い限り、正式リリースされません。特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証できませ
ん。正式リリースされた製品および機能に基づいてのみ購入をご決定ください。外部モデルインポート
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: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: このパイロットでは、TensorFlow モデルのみがサポートされています。関連付けられているすべて
のモデルファイルを Zip ファイルでバンドルする必要があります。

方法:モデルマネージャを開き、[アップロード]をクリックし、[モデルをアップロード] ウィザードを起動しま
す。

406

Einstein Analytics: Einstein Discovery のクイックスタート
テンプレート、Sync Out for Snowflake、Einstein Discovery

の自動モデル更新

Salesforce Winter '21 リリースノート



このモデルに関する詳細を指定します。次に、[次へ]をクリックして、すべてのモデル変数を指定し、モデル
で予測する結果を選択します。TensorFlow モデルファイルが含まれる Zip ファイルを選択し、[完了]をクリック
します。このモデルを今すぐ Salesforce 環境にリリースすることも、[閉じる] をクリックして [アップロードさ
れたファイル] タブに追加し、後でリリースすることもできます。
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関連トピック:

Einstein Discovery: カスタム改善テキスト、プロセス自動化数式での結果の予測、高カーディナリティ

ランダムフォレストアルゴリズムを使用した正確なモデルの作成 (パイロット)

ランダムフォレストと呼ばれるモデリングアルゴリズムに基づく 4 番目のモデル種別が Einstein Discovery に追加
されました。Einstein Discovery では、この教師ありアルゴリズムを使用して、複数のディシジョンツリー、ラン
ダマイゼーション、および他の最適化技法で非常に正確なモデルを作成します。ランダムフォレストモデルと
他のモデル種別を比較して、このアルゴリズムの方がストーリーの精度が高いかどうかを判断できます。

メモ: ランダムフォレストモデル機能は、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。ランダムフォ
レストモデルは、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。ランダムフォレストモ
デル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: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:ストーリー設定で、[アルゴリズム]リストをクリックして [ランダムフォレスト (パイロット)]を選択しま
す。
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ストーリーを作成したら、[モデル評価指標] に移動し、このモデルの精度と他のアルゴリズムを使用して作成
されたモデルの精度を比較します。

メモ: パイロットでは、ランダムフォレストモデルは説明可能で、それらの分析結果は [なぜそれが起き
たか] タブに表示されますが、リリースすることはできません。

関連トピック:

Einstein Discovery: カスタム改善テキスト、プロセス自動化数式での結果の予測、高カーディナリティ

説明を使用したストーリーバージョンへの注釈の追加
ストーリーバージョンで行った変更の正確な情報 (変更理由や変更を行ったユーザ) を忘れてしまったことはあ
りませんか? 説明責任を果たす明確でわかりやすい詳細な説明を追加できるようになりました。これにより、
作業の重複を回避できます。
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: 説明を追加するには、[ストーリーを編集] の横にあるドロップダウンメニューをクリックし、[バージョ
ン履歴] をクリックします。

更新するバージョンの編集アイコンをクリックします。
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関連トピック:

Einstein Discovery: カスタム改善テキスト、プロセス自動化数式での結果の予測、高カーディナリティ

分析中のストーリーの作成のキャンセル
最後に変更を加えようと思ったけれど、すでに [ストーリーを作成] をクリックしてしまい、削除するだけのた
めに作成が完了するまで待機しなければならなかったというような経験はありませんか? ストーリーの送信後
に中断するオプションが追加されました。ストーリーを検索して手動で削除する必要はなくなりました。
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: 新規ストーリーまたはリビジョンの開始後に [ストーリーをキャンセル] ボタンが表示されます。このボ
タンをクリックすると、プロセスが停止します。
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新規ストーリーをキャンセルすると、ホームページに戻ります。リビジョンをキャンセルすると、現在のス
トーリーバージョンに戻ります。

関連トピック:

Einstein Discovery: カスタム改善テキスト、プロセス自動化数式での結果の予測、高カーディナリティ

Einstein Discovery ストーリーの迅速な読み込み
多くのインサイトが含まれるストーリーの場合、読み込みに時間がかかることがあります。ストーリーの上位
15 件のインサイトで Einstein Discovery が開き、他のインサイトは検索したときに読み込まれるようになりまし
た。上位インサイトのリストには、最初のすべての注文のインサイトと、その後に続く 2 番目の注文のインサ
イトが含まれます。
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: ストーリーを開くと、自動的に上位インサイトが読み込まれます。リストの末尾に向けてスクロールし
てその他のインサイトを読み込むか、検索して関連するインサイトを取得します。

関連トピック:

Einstein Discovery: カスタム改善テキスト、プロセス自動化数式での結果の予測、高カーディナリティ

Einstein 予測サービスで予測の焦点を絞る
Einstein 予測サービスの予測 API コールのデフォルトの動作が変更されました。以前は、応答にはデフォルトで
予測要素と改善が含まれていました。このリリース以降、predict 関数は 1 つの予測値のみを返します。予測要
素と改善が必要な場合は、API コールのリクエストボディでそれらを要求する必要があります。
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。

411

Einstein Analytics: Einstein Discovery のクイックスタート
テンプレート、Sync Out for Snowflake、Einstein Discovery

の自動モデル更新

Salesforce Winter '21 リリースノート



方法: Salesforce ヘルプの「予測の取得」で要求例を参照してください。

関連トピック:

Einstein Discovery: カスタム改善テキスト、プロセス自動化数式での結果の予測、高カーディナリティ

すべてのユーザのための Analytics: ウォッチリスト (正式リリース)、動的レンズ
登録 (正式リリース)、画像セキュリティ
ウォッチリストを使用して、複数のダッシュボードの総計値を追跡し、経時的な変化を監視します。このウォッ
チリストが正式リリースされ、Salesforce 組織で自動的に有効になります。登録を使用してタイムリーな最新情
報をメールで取得できます。これも正式リリースされ、レンズおよびダッシュボードウィジェットを登録でき
ます。新しい画像セキュリティコントロールを使用して、ダッシュボードとレンズの機密画像の共有またはダ
ウンロードを防止します。

このセクションの内容:

Einstein Analytics ウォッチリストによる重要な総計値の監視 (正式リリース)

Einstein Analytics ウォッチリストでは、さまざまなダッシュボード全体で最大 20 KPI を取得して追跡できるだ
けでなく、履歴トレンドを確認できます。総計値を 1 か所で追跡します。つまり、何が変化しているかを
確認するためにダッシュボードを切り替える必要はありません。この機能が正式リリースされました。
レンズおよびダッシュボードウィジェットを登録してタイムリーな最新情報をメールで取得 (正式リリース)

定期的に調べる総計値、グラフ、テーブルを探し出す必要がなくなりました。毎日または毎週メールで通
知されます。登録が正式リリースされ、レンズおよびダッシュボードウィジェットを登録できるようにな
りました。レンズ登録は、1 つの例外を除いて、ウィジェット登録と同様に機能します。ウィジェット登録
はクエリのスナップショットに基づきますが、レンズ登録は動的です。つまり、登録したレンズに保存さ
れた変更は、登録メールとプレビューに自動的に反映されます。
ダッシュボードおよびレンズの画像を共有するユーザの制御
新しい設定と新しい権限を使用して、画像のダウンロードと共有を制限します。デフォルトでは、すべて
のユーザがレンズ、ダッシュボードウィジェット、および組織のデータを含むダッシュボード全体の画像
を共有できます。この新しい制御を使用して、ユーザやプロファイルによる機密画像の共有を防止します。
Analytics モバイルアプリケーション: Salesforce アプリケーションで外出先で実行できる操作の増加
新しい Salesforce モバイルアプリケーションの最新の更新では、iOS ユーザはカスタムリンクを使用してレ
コードページからダッシュボードにアクセスできます。また、Android ユーザは Analytics ナビゲーション項
目から Einstein Analytics アセットにアクセスできます。

Einstein Analytics ウォッチリストによる重要な総計値の監視 (正式リリース)

Einstein Analytics ウォッチリストでは、さまざまなダッシュボード全体で最大 20 KPI を取得して追跡できるだけ
でなく、履歴トレンドを確認できます。総計値を 1 か所で追跡します。つまり、何が変化しているかを確認す
るためにダッシュボードを切り替える必要はありません。こ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。

412

Einstein Analytics: Einstein Discovery のクイックスタート
テンプレート、Sync Out for Snowflake、Einstein Discovery

の自動モデル更新

Salesforce Winter '21 リリースノート

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


方法: ウォッチリストは組織で自動的に有効になりますが、無効にすることもできます。[設定] から、[クイッ
ク検索] ボックスに「Analytics」と入力し、[設定] を選択します。[ウォッチリストを有効化] を選択解除しま
す。
ウォッチリスト (1) を使用すると、ユーザは最大 20 個の総計値のパーソナライズされたリストを作成できま
す。ウォッチリスト項目をクリックすると、総計値 (2) とタイムライングラフ (3) が表示されます。

何が変更されたかを確認するためにダッシュボードを切り替える必要がなくなり、ユーザはそれらの総計値を
すべて 1 か所ですばやく簡単に追跡できます。
ダッシュボードから直接総計値を追加して、ウォッチリストを開始します。ウィジェットのドロップダウンメ
ニューから [ウォッチリストに追加] を選択します。
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総計値に名前 (1) を付け、プラスとマイナスの変化のレポート方法 (2) を選択し、トレンドを比較するための省
略可能な基準線 (3) を追加できます。

スナップショットは毎日発生し、総計値とグラフは追加されてから 24 時間後にウォッチリストに表示されま
す。

レンズおよびダッシュボードウィジェットを登録してタイムリーな最新情報をメールで取
得 (正式リリース)

定期的に調べる総計値、グラフ、テーブルを探し出す必要がなくなりました。毎日または毎週メールで通知さ
れます。登録が正式リリースされ、レンズおよびダッシュボードウィジェットを登録できるようになりまし
た。レンズ登録は、1 つの例外を除いて、ウィジェット登録と同様に機能します。ウィジェット登録はクエリ
のスナップショットに基づきますが、レンズ登録は動的です。つまり、登録したレンズに保存された変更は、
登録メールとプレビューに自動的に反映されます。
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。
対象ユーザ: ユーザが登録にアクセスするには、Einstein Analytics Growth または Einstein Analytics Plus ライセンスに
関連付けられた権限セット内に「登録メールを使用」ユーザ権限が必要です。テーブルを登録し、添付された
.csv ファイルのテーブルデータと共にメールを受信するには、「Analytics データのダウンロード」ユーザ権限も
必要です。ベータ機能で使用されていた権限、「Einstein Analytics テーブルを登録」は使用できなくなりました。
方法: 組織のデータを含むメールの受信を許可するユーザまたはプロファイルに対して、「登録メールを使用」
権限を割り当てます。ベータ機能で使用されていた組織設定、[Einstein Analytics ダッシュボードウィジェット
へのメールサブスクリプションを有効化] は、Analytics 設定で使用できなくなりました。
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重要: 既存の登録は引き続き使用できますが、ユーザがそれらにアクセスするための新しい権限を割り当
てる必要があります。

レンズを登録するには、最初にエクスプローラでそれを保存します。次に、[サブスクリプションを表示] アイ
コン ( ) をクリックして [登録] パネルを開き、[登録] をクリックします。

エクスプローラで、SAQL 形式で保存された任意のレンズを登録できます。レンズを SAQL に変換する必要があ
る場合は、登録しようとするときに通知されます。SAQL に変換するには、クエリモードを開き、[クエリを実
行] をクリックして、レンズを保存します。
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メモ: レンズ登録はそのレンズと動的に同期しているため、登録があるレンズは削除できません。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ:メールサブスクリプションを使用した定期更新の取得 (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)

ダッシュボードおよびレンズの画像を共有するユーザの制御
新しい設定と新しい権限を使用して、画像のダウンロードと共有を制限します。デフォルトでは、すべての
ユーザがレンズ、ダッシュボードウィジェット、および組織のデータを含むダッシュボード全体の画像を共有
できます。この新しい制御を使用して、ユーザやプロファイルによる機密画像の共有を防止します。
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: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Analytics」と入力し、[設定]を選択します。[設定] ページで、
[画像の共有とダウンロードを保護]を選択します。この設定により、組織内の全員の画像共有がブロックされ
ます。
次に、ユーザまたはプロファイル別に画像共有を許可できます。[設定] の [クイック検索] ボックスに「ユーザ」
と入力し、[権限セット]を選択します。画像共有を有効にする権限セットを編集し、[システム権限] を開いて、
[Analytics 画像を共有] を選択します。
[Analytics 画像を共有] ユーザ権限を有効にすると、ユーザはレンズ、ダッシュボードウィジェット、およびダッ
シュボード全体の画像で次のアクションを実行できます。
• .png 画像のダウンロード
• Quip への画像のエクスポート
• Chatter への画像の投稿
• アノテーションへの画像の追加
• 対話形式の探索と登録のプレビューからの画像の共有

Analytics モバイルアプリケーション: Salesforce アプリケーションで外出先で実行できる操作
の増加
新しい Salesforce モバイルアプリケーションの最新の更新では、iOS ユーザはカスタムリンクを使用してレコー
ドページからダッシュボードにアクセスできます。また、Android ユーザは Analytics ナビゲーション項目から
Einstein Analytics アセットにアクセスできます。
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このセクションの内容:

カスタムリンクによるレコードページからダッシュボードへのアクセス
組み込みダッシュボードは、関連データが最も重要な場所 (レコード) に直接置かれるため、非常に便利で
す。ただし、組み込みダッシュボードは必ずしもモバイルデバイス用に最適化されているわけではありま
せん。限られた画面領域を占有してしまい、接続状態が理想的でない場合は読み込みに時間がかかります。
モバイルユーザがレコードからダッシュボードにすばやくアクセスできる、カスタムリンクを使用できる
ようになりました。
Android 用の Salesforce モバイルアプリケーションでの Einstein Analytics の使用
新しい Salesforce モバイルアプリケーションの最新の更新では、Android ユーザは新しい Analytics ナビゲーショ
ン項目から Einstein Analytics アセットにアクセスできます。新しい項目により、デスクトップとモバイル間
で使い慣れたユーザエクスペリエンスを実現できます。また、アプリケーションやダッシュボードにアク
セスするためのホームページが Salesforce モバイルアプリケーションユーザに提供されます。
Einstein Analytics for iOS/Android の Winter '21 バージョンへのアップグレード
Einstein Analytics バージョン 11.0 が正式リリースされました。

カスタムリンクによるレコードページからダッシュボードへのアクセス
組み込みダッシュボードは、関連データが最も重要な場所 (レコード) に直接置かれるため、非常に便利です。
ただし、組み込みダッシュボードは必ずしもモバイルデバイス用に最適化されているわけではありません。限
られた画面領域を占有してしまい、接続状態が理想的でない場合は読み込みに時間がかかります。モバイル
ユーザがレコードからダッシュボードにすばやくアクセスできる、カスタムリンクを使用できるようになりま
した。
対象: この変更は、Lightning Experience および iOS 用の Salesforce モバイルアプリケーションのバージョン 226.030

以降に適用されます。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: ダッシュボードへのカスタム URL を作成するには、Einstein Analytics の [共有] (1) および [URL を取得] (2) オプ
ションを使用します。
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必要に応じてダッシュボードを特定の状態で開くには、dashboardState パラメータを URL に追加します。
この構文をカスタムリンク URL で使用します。
https://domain.my.salesforce.com/analytics/wave/dashboard?assetId={dashboardID}&orgId={orgID}&loginHost={loginHost}&urlType=sharing&dashboardState={URL-encoded
dashboard state}

[設定] で、カスタムリンク URL をオブジェクトマネージャのレコードページに追加します。たとえば、「Account

Insights」  (取引先インサイト) (3) リンクを作成して、取引先所有者がレコードから直接適用された関連検索
条件を使用してセールス総計値ダッシュボードを起動できるようにします。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: URL を使用した Einstein Analytics アセットの起動 (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)

Salesforce ヘルプ:ダッシュボード、ウィジェット、レンズの共有 (リリースプレビューの時点で内容が刷新さ
れたり、使用不能になる可能性があります)

Android 用の Salesforce モバイルアプリケーションでの Einstein Analytics の使用
新しい Salesforce モバイルアプリケーションの最新の更新では、Android ユーザは新しい Analytics ナビゲーション
項目から Einstein Analytics アセットにアクセスできます。新しい項目により、デスクトップとモバイル間で使い
慣れたユーザエクスペリエンスを実現できます。また、アプリケーションやダッシュボードにアクセスするた
めのホームページが Salesforce モバイルアプリケーションユーザに提供されます。
対象: この変更は、Lightning Experience および Android 用の Salesforce モバイルアプリケーションのバージョン 226.030

以降に適用されます。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: システム管理者は Lightning アプリケーションビルダーで Analytics ナビゲーション項目を Lightning アプリ
ケーションに追加できます。Analytics はアプリケーションランチャーの [モバイルのみ] ナビゲーション項目リ
ストには表示されません。

メモ:  Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされていないレンズとデータセットは、Einstein Analytics

for Android アプリケーションで開きます。
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Einstein Analytics for iOS/Android の Winter '21 バージョンへのアップグレード
Einstein Analytics バージョン 11.0 が正式リリースされました。

このセクションの内容:

モバイルオフラインを使用して Analytics をあらゆる場所で使用 (ベータ)

インターネットがありませんか? 問題ありません。インターネットにアクセスできない場合でも、データを
表示および分析できるようになりました。
Einstein Analytics for iOS のその他の機能強化
Einstein Analytics for iOS で、Winter '21 の追加機能がサポートされるようになりました。
Einstein Analytics for Android のその他の機能強化
Einstein Analytics for Android で、Winter '21 の追加機能がサポートされるようになりました。

モバイルオフラインを使用して Analytics をあらゆる場所で使用 (ベータ)

インターネットがありませんか? 問題ありません。インターネットにアクセスできない場合でも、データを表
示および分析できるようになりました。

メモ: モバイルオフライン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、そのままの状態で提供され、サ
ポートされておらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいか
なる責任も負いません。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。モバイルオフライン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: この変更は、iOS 13.3 以降を使用する Einstein Analytics for iOS に適用されます。Einstein Analytics は、Developer

Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で使用
できます。
方法: モバイルオフラインを有効にするには、Salesforce アカウント担当者にお問い合わせください。
インターネットにアクセスできるときに、モバイルオフラインを設定します。ダッシュボード、レンズ、また
はデータセットの名前の横にある 3 つのドットをタップして、詳細パネルを表示します。次に、[Make Available

Offline (オフラインで使用可能に設定)] (1) をタップします。アセットのダウンロード (2) が完了すると、あらゆ
る場所でデータ分析を行うことができます。
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Analytics は、インターネットにアクセスできるときは常にライブデータを使用します。また、インターネット
にアクセスできるときに、オフラインアセットが自動的に更新されることはありません。オフラインデータを
最新の状態に保つには、インターネットにアクセスできるときに [Refresh Offline Data (オフラインデータを更
新)] (3) をタップします。
オフラインアクセスが可能なすべてのアセットを表示するには、検索条件 (4) をタップしてから、[オフライン]

(5) 選択します。

421

Einstein Analytics: Einstein Discovery のクイックスタート
テンプレート、Sync Out for Snowflake、Einstein Discovery

の自動モデル更新

Salesforce Winter '21 リリースノート



特定のアセットのオフラインアクセスを削除するには、詳細パネルを開き、[Available Offline (オフラインで利用
可能)] (6) の上にあるチェックマークをタップします。すべてのオフラインアクセスを削除するには、[設定] に
移動して [オフライン]をタップし、[Remove all offline data (すべてのオフラインデータを削除)] (7) をタップしま
す。
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モバイルオフラインを使用するときの考慮事項は、次のとおりです。
• モバイルデータのコストを節約するため、オフラインデータは Wi-Fi のみを使用してダウンロードされま

す。Wi-Fi と携帯電話ネットワークの両方を使用してデータをダウンロードするには、[設定]に移動して [オ
フライン] をタップし、[Wi-Fi Only (Wi-Fi のみ)] をオフにします。

• アセットが 250 MB またはデバイスのストレージ容量を超える場合、それらはオフラインアクセスでは使用
できません。

• モバイルオフライン設定は個々のモバイルデバイスに適用され、複数のデバイス間で同期されることはあ
りません。

• オフラインデータを削除すると、別のオフラインアセットが同じデータを使用していない限り、アセット
で使用されるすべてのデータが削除されます。

• アプリケーションからログアウトするかアプリケーションをアンインストールすると、すべてのオフライ
ンデータがデバイスから削除されます。

• オフライン対応のアセットは、モバイルデバイス用の Salesforce 暗号化標準を使用してデバイスに保存され
ます。暗号化されていないデータがデバイスに保存されることはありません。

• 一部の機能は、オフラインのダッシュボードとレンズではサポートされていません。
– 画像
– カスタム地図
– リンク
– 個人のビュー
– 保存、別名で保存
– Chatter に投稿、メールによる共有
– APEX、SOQL

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: オフライン時のデータへのアクセス

Einstein Analytics for iOS のその他の機能強化
Einstein Analytics for iOS で、Winter '21 の追加機能がサポートされるようになりました。
対象: これらの変更は、Einstein Analytics for iOS に適用されます。Einstein Analytics は、Developer Edition で使用できる
ほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で使用できます。
理由: 最新リリースの機能強化には、次の機能が含まれます。
• Winter '21 機能のサポート (動的テキストの条件付き書式を含む)。
• タイムゾーン: ローカルタイムゾーンの日時データを使用して、インサイトの精度を向上します。
• バグ修正。
方法: Analytics は iOS 12.2 以降が実行されているデバイスで使用できます。最新の機能強化を取得するには、App

Store から Einstein Analytics をダウンロードします。
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Einstein Analytics for Android のその他の機能強化
Einstein Analytics for Android で、Winter '21 の追加機能がサポートされるようになりました。
対象: これらの変更は、Einstein Analytics for Android に適用されます。Einstein Analytics は、Developer Edition で使用で
きるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition で使用できます。
理由: 最新リリースの機能強化には、次の機能が含まれます。
• Winter '21 機能のサポート (動的テキストの条件付き書式を含む)。
• 新しい日付ウィジェット: 新しい日付ウィジェットでは、日付と範囲演算子が事前に設定されており、相対

日付をより自由に設定できます。
• タイムゾーン: ローカルタイムゾーンの日時データを使用して、インサイトの精度を向上します。
• バグ修正。
方法: Analytics は Android 5 以降が実行されているデバイスで使用できます。機能強化された最新のものを取得す
るには、Google Play™ から Einstein Analytics をダウンロードします。

SAQL の新機能: カスタム会計年度のサポート、複数値項目から文字列への変換
SAQL 機能は継続して強化が行われており、今回、カスタム会計年度のサポート、複数値項目から文字列への
変換、および文字列関数、算術関数、日付関数が追加されました。

このセクションの内容:

Einstein Analytics のカスタム会計年度サポートの取得 (正式リリース)

Einstein Analytics は、Salesforce で定義されたカスタム会計年度を継承できるようになりました。継承後、ダッ
シュボードを作成して、このデータを使用する SAQL クエリを作成できます。
SAQL で複数値項目を文字列項目に変換 (ベータ)

複数値項目のクエリには課題があります。クエリ結果に表示される項目は 1 つのみです。新しい SAQL 関数
mv_to_string() は、複数値の各セットを 1 つのアルファベット順で区切られた文字列に変換すること
で、複数値項目のすべての項目を表示します。データセット内では、項目は複数値のままです。この変更
は、クエリの射影と結果にのみ適用されます。
1 つのカスタムタイムゾーンを使用したローカルタイムゾーン固有のクエリの作成 (ベータ)

Einstein Analytics は、ダッシュボードおよび SAQL クエリでローカルタイムゾーン情報をサポートするように
なりました。この機能を有効にすると、DateTime および DateOnly 項目を使用して、GMT ではなくロー
カルタイムゾーンに関連するクエリを作成できます。ローカルタイムゾーンを使用すると、クエリの結果
が世界中の利用者にとってより意味のあるものになります。詳細は、「ローカルタイムゾーンの日時デー
タを使用したインサイトの精度の向上 (ベータ)」 (ページ 378)を参照してください。
SAQL クエリでの三角関数と ASCII 変換関数の使用
SAQL の三角関数と ASCII 変換関数を使用して、他のお気に入りのクエリ言語と同じ機能を実装します。
より多くの会計年度データの関数を使用した日付情報へのアクセス
週、月、四半期、または年の最終日を取得する関数を提供したチームから、初日に対する同じ機能が提供
されています。新しい初日関数に加えて、会計年度データの最初と最後両方の日付関数を使用できるよう
になりました。これらの関数は同様に機能しますが、fiscal プレフィックスが付いています。
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Einstein Analytics のカスタム会計年度サポートの取得 (正式リリース)

Einstein Analytics は、Salesforce で定義されたカスタム会計年度を継承できるようになりました。継承後、ダッシュ
ボードを作成して、このデータを使用する SAQL クエリを作成できます。
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: Salesforce の [設定] でカスタム会計年度をまだ定義していない場合は、Salesforce ヘルプを参照してくださ
い。
Einstein Analytics でカスタム会計年度を継承する手順は、次のとおりです。
1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Analytics」と入力し、[設定] を選択します。
2. [Salesforce の [設定] で定義されたカスタム会計年度を継承] を選択し、[保存] をクリックします。

選択した場合、Salesforce の [設定] で定義されたカスタム会計年度に基づいて、Einstein Analytics に会計日付値
と検索条件が表示されます。選択しない場合、Einstein Analytics の日付値と検索条件は標準会計年度に基づき
ます。

3. 会計年度の基準となる日付を選択します。
a. 終了日 — 会計年度が 2020 年 4 月から始まり、2021 年 3 月に終わる場合、会計年度は 2021 です。
b. 開始日 — 会計年度が 2020 年 4 月から始まり、2021 年 3 月に終わる場合、会計年度は 2020 です。

4. [保存] をクリックします。
カスタム会計年度データは、各データセットのデータフローの実行後にデータセット単位で使用できます。
SAQL でカスタム会計年度データを使用する前に、Salesforce でカスタム会計年度を定義してからデータフローを
実行してください。
Einstein Analytics では、サフィックス _Fiscal が付いた新しい項目が作成されて、カスタム会計年度データで
あることが示されます。日付項目が評価され、すべてのレコードが Salesforce の [設定] で定義された会計年度、
会計四半期、会計月、および会計週に分類されていることが確認されます。
次の SAQL クエリは、カスタム会計年度項目でグループ化し、各年の商談数を表示します。
CreatedDate_Year_Fiscal 項目に _Fiscal サフィックスが付いています。
q = load "opportunities";
q = group q by 'CreatedDate_Year_Fiscal';
q = foreach q generate
'CreatedDate_Year_Fiscal' as 'Fiscal Year',
count() as 'count';
q = order q by 'CreatedDate_Year_Fiscal' asc;
q = limit q 2000;

件数会計年度

22,017

12,018
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件数会計年度

12,019

12,020

12,021

12,022

関連トピック:

Analytics SAQL リファレンス: カスタム会計年度のデータの操作
IdeaExchange: Enable Custom Calendar (Fiscal Period) in WAVE (WAVE でのカスタムカレンダー (会計期間) の有効化)

SAQL で複数値項目を文字列項目に変換 (ベータ)

複数値項目のクエリには課題があります。クエリ結果に表示される項目は 1 つのみです。新しい SAQL 関数
mv_to_string() は、複数値の各セットを 1 つのアルファベット順で区切られた文字列に変換することで、
複数値項目のすべての項目を表示します。データセット内では、項目は複数値のままです。この変更は、クエ
リの射影と結果にのみ適用されます。
対象:

この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。

メモ: mv_to_string()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、そのままの状態で提供され、サポー
トされておらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる
責任も負いません。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。

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: 各取引先に対応している営業担当は誰かを追跡するデータセットがあるとします。このデータセットに
は [取引先] と [取引先チーム] の 2 つの列があり、[取引先チーム] は複数値項目です。
単純なクエリでは、各取引先およびその取引先に対応しているユーザが返されますが、[取引先チーム] 項目に
は、その他のユーザがいるにも関わらず、各取引先に対応している 1 人のユーザのみ表示されます。
q = load "Accounts"
q = foreach q generate

'Account' as 'Account',
'Account_Team' as 'Account Team';
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取引先チーム取引先

Fred WilliamsonAcme

Brian AlisonDTC Electronics

Nadia SmithSalesforce

mv_to_string() 関数では、アナリストが [取引先チーム] 項目を複数値からアルファベット順に並び替えら
れて区切られた文字列に変換できます。文字列に変換されると、クエリ結果には各取引先チーム内の全員が表
示されます。また、アナリストは SAQL の文字列関数を使用して、名前の検索などを実行できます。
方法: mv_to_string() 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。複数値項目を文
字列に変換するには、mv_to_string() 関数を呼び出します。
q = load "Accounts";
q = foreach q generate

'Account' as 'Account';
mv_to_string('Account_Team') as 'Account Team';

このクエリは、取引先チームの値をカンマとスペース (, ) (デフォルトの区切り文字) で区切られた文字列として
アルファベット順に返します。

取引先チーム取引先

Fred Williamson, Hank Chen, Sarah VasquezAcme

Brian Alison, Tessa McNaleyDTC Electronics

Nadia SmithSalesforce

カスタム区切り文字を含む文字列を返すには、mv_to_string() を呼び出すときにその区切り文字を文字列
として指定します。
q = load "Accounts";
q = foreach q generate

'Account' as 'Account';
mv_to_string('Account_Team', ";;") as 'Account Team';

このクエリは、2 つのセミコロン (;;) で区切られた取引先チームの値をアルファベット順に返します。

取引先チーム取引先

Fred Williamson;;Hank Chen;;Sarah VasquezAcme

Brian Alison;;Tessa McNaleyDTC Electronics

Nadia SmithSalesforce

mv_to_string() は、グループ化されていないディメンションにのみ適用されます。射影後の複数値項目で
絞り込みまたはグループ化を実行できます。
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mv_to_string() 関数の構文は、次のとおりです。
mv_to_string(multi-value_column_name, delimiter)

multi-value_column_name

文字列に変換される複数値項目の名前。
delimiter

省略可能。変換された文字列の値を区切るために使用される文字。最大 2 文字です。デフォルト値は、カ
ンマとスペース (, ) です。

メモ: mv_to_stringで複数値項目のすべての値を表示するには、データセット登録に追加のインデック
ス付けが必要です。そのインデックス付けによって、登録が遅くなる可能性があります。これに問題が
ある場合は、[設定] でこの機能を無効にできます。インデックス付けを無効にして mv_to_string() を
実行する場合、関数は最初の項目の最初の値のみを返します。
1. [クイック検索] ボックスに「Analytics」と入力します。
2. Analytics オプションのリストから [設定] を選択します。
3. [設定] で、[Einstein Analytics の複数値ディメンション値を除外]のチェックボックスをクリックします。

関連トピック:

Analytics SAQL リファレンス: mv_to_string()

1 つのカスタムタイムゾーンを使用したローカルタイムゾーン固有のクエリの作成 (ベータ)

Einstein Analytics は、ダッシュボードおよび SAQL クエリでローカルタイムゾーン情報をサポートするようになり
ました。この機能を有効にすると、DateTimeおよび DateOnly項目を使用して、GMT ではなくローカルタイ
ムゾーンに関連するクエリを作成できます。ローカルタイムゾーンを使用すると、クエリの結果が世界中の利
用者にとってより意味のあるものになります。詳細は、「ローカルタイムゾーンの日時データを使用したイン
サイトの精度の向上 (ベータ)」 (ページ 378)を参照してください。

SAQL クエリでの三角関数と ASCII 変換関数の使用
SAQL の三角関数と ASCII 変換関数を使用して、他のお気に入りのクエリ言語と同じ機能を実装します。
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。
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: 次の関数が新規追加されました。
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算術
• pi(n)

• degrees(n)

• radians(n)

• sin(n)

• cos(n)

• tan(n)

• asin(n)

• acos(n)

• atan(n)

• sign(n)

三角関数は次のパターンに従います。
q = foreach q generate trigFunction(measurement) as value;

例として、60 度のコサインを見つけましょう。
q = foreach q generate cos(radians(60)) as cosine;

まず、radians() 関数で 60 度をラジアンに変換します。これにより、1.0472 が返されます。幾何学を覚えて
いる方にとって、これは π/6 です。
次に、1.0472 のコサインを取ります。
q = foreach q generate cos(1.0472) as cosine;

このクエリは、約 0.5 の値を返します。

文字列
• ascii(n)

• chr(n)

これで、文字の ASCII 値を UTF-8 (またはその逆) に変換できます。次に例を示します。
q = foreach q generate ascii("a") as int_value;

このクエリは 97 を返します。
次に、UTF-8 値を ASCII に変換しましょう。
q = foreach generate chr(97) as char_value;

このクエリは文字「a」を返します。

関連トピック:

Analytics SAQL リファレンス: 算術関数
Analytics SAQL リファレンス: 文字列関数
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より多くの会計年度データの関数を使用した日付情報へのアクセス
週、月、四半期、または年の最終日を取得する関数を提供したチームから、初日に対する同じ機能が提供され
ています。新しい初日関数に加えて、会計年度データの最初と最後両方の日付関数を使用できるようになりま
した。これらの関数は同様に機能しますが、fiscal プレフィックスが付いています。
対象:この機能は、Lightning Experience と Salesforce Classic での Einstein Analytics で使用できます。Einstein Analytics は、
Developer Edition で使用できるほか、有料オプションで Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition

で使用できます。
対象ユーザ: SAQL を使用するには、Analytics Platform ライセンスが必要です。
方法: SAQL で使用できる新しい日付関数を次に示します。

標準年の日付
• week_first_day

• month_first_day

• quarter_first_day

• year_first_day

会計年度の日付
• fiscal_week_first_day

• fiscal_month_first_day

• fiscal_quarter_first_day

• fiscal_year_first_day

• fiscal_week_last_day

• fiscal_month_last_day

• fiscal_quarter_last_day

• fiscal_year_last_day

これらは foreach() ステートメントで使用します。group by、order by、filter の各ステートメントで
は使用できません。

メモ: レシピおよびデータフロー変換で会計日付関数を使用することはできません。

標準の年と会計年度の日付の両方で、次のパターンに従います。
q = foreach q generate timeSegment_firstOrLast_day(toDate('DateFieldName')) as
'TimeSegment FirstOrLast Day';

このクエリの例では、商談のデータセットを使用して、最初の 5 個の Close_Date_sec_epoch項目について
各月の初日を返します。商談の完了日は Unix エポック時間です。
q = load "DTC_Opportunity";
q = foreach q generate month_first_day(toDate('Close_Date_sec_epoch')) as 'Month First
Day';
q = limit q 5;

クエリ結果は次のとおりです。
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取引先チーム番号

2015-11-01 00:00:001

2016-03-01 00:00:002

2016-09-01 00:00:003

2016-08-01 00:00:004

2016-06-01 00:00:005

Einstein Analytics でカスタム会計年度データにアクセスする方法についての詳細は、「Einstein Analytics のカスタム
会計年度サポートの取得 (正式リリース)」 (ページ 425)を参照してください。

関連トピック:

Analytics SAQL リファレンス: カスタム会計年度のデータの操作
Analytics SAQL リファレンス: 週、月、四半期、または年の最終日
Analytics SAQL リファレンス: 週、月、四半期、または年の初日
Salesforce ヘルプ: ソースデータの日付形式と会計日付

Salesforce Einstein: テンプレートを使用したより迅速なボットの
作成、検索条件を使用した商談スコアリングの関連性の向上、検
索のパーソナライズの正式リリース

ボットをより迅速に作成できるようになり、ボットとインテントモデルの機能強化の連携が改善されました。
商談スコアリングには、どのレコードと項目を考慮するかを決定できる検索条件があります。パーソナライズ
では、Salesforce での各ユーザの作業方法に合わせて検索結果を調整できます。
これらの Einstein 機能などを確認してください。

サービス
Einstein ボット: すべてのユーザが導入テンプレートでボットを使用可能、インテントモデルの機能強化、新し
い権限
この Einstein ボットのリリースは、より多くのボットをより多くのユーザに提供することを目的としています。
ガイド付き設定でテンプレートからボットを作成することで、ボットの使用をより迅速に開始できます。入力
のおすすめを使用して堅牢なインテントモデルを作成し、高度な権限を使用してインテントモデルを作成およ
び管理する多くのチームメンバーを招待します。マップビューに 3 つの新しい言語と革新的なアクセシビリ
ティ機能が追加されています。また、カスタムコンテキスト変数をボットに追加して、顧客に関する重要な入
力情報を収集できます。
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セールス
Sales Cloud Einstein: 商談スコアリングモデルのより詳細な制御、リードスコアリングのグローバルモデル、
Einstein 活動キャプチャの大幅な改善
Einstein 商談スコアリングを設定するときに、Einstein が特定の商談レコードとカスタム項目のみを参照するよ
うに選択します。独自のデータが十分にない場合でも Einstein リードスコアリングを使用します。新しい接続
オプションと設定オプションを使用して、Einstein 活動キャプチャをさらに活用できます。

Industries
Einstein 訪問のおすすめ: 適切なタイミングでの適切な店舗への訪問を計画
営業マネージャは、営業担当が次に訪問する必要のある店舗を心配する必要がなくなります。Einstein がその役
目を果たします。訪問のおすすめは、固有のビジネス要件に基づき、要件に対応するように調整されます。
Einstein Next Best Action で、ビジネス要件に基づく 1 つ以上の戦略を作成します。

Analytics
Einstein Discovery: カスタム改善テキスト、プロセス自動化数式での結果の予測、高カーディナリティ
改善のユーザプロンプトをカスタマイズします。新しい Predict 関数を使用して、プロセス自動化数式で予測を
取得します。新しい QQ プロットでデータが正規分布になるかどうかを判断します。

カスタマイズ
Einstein ビルダー: パーソナライズされたおすすめの提供 (ベータ)、予測のパフォーマンスのテスト、数値予測
でのレコードの信頼性範囲と上位予測因子の表示
Einstein おすすめビルダーは、パーソナライズされた AI による、あらゆるデータのおすすめをすべての人に提
供します。Einstein 予測ビルダーは、数値予測でレコードレベルのインサイトをサポートします。

開発
Einstein Vision と Einstein Language: 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 Vision API と Einstein Language 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。

コマース: 注文管理の機能強化、強化された Lightning B2B
Commerce 機能

Salesforce 注文管理および LightningB2B Commerce の新機能を確認してください。
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このセクションの内容:

Salesforce 注文管理: プロセス例外管理、返品の承認、その他の機能強化
Salesforce 注文管理の機能強化には、通常の注文処理の妨げとなる問題 (プロセス例外) を検出して対応する
のに役立つツールの追加、返品の承認を管理するための新しい返品データモデル、新しく更新された注文
概要フロー、カスタム支払方法を設定する機能、カスタム番号および状況を使用して注文概要を作成する
機能などがあります。
Lightning B2B Commerce: 配信および注文概要の新しいコンポーネント、検索精度の強化、インテグレーショ
ンダッシュボード、新しい価格表ワークスペース
Lightning B2B Commerce の機能強化には、注文と配信の管理に役立つ 2 つの新しいコンポーネントが含まれま
す。改善された検索機能: 柔軟に商品を検索可能としてマークできるようになり、検索結果がない場合の
メッセージングが改善され、顧客が保持したい検索結果をブックマークできるようになりました。タイム
アウト制限により、購入者に最新情報が表示されます。商品の全体像を把握できるように、商品ワークス
ペースが強化されました。新しい価格設定ワークスペースでは、価格表を一元的に管理できます。インテ
グレーションダッシュボードでは、1 か所でインテグレーションを管理できます。

Salesforce 注文管理: プロセス例外管理、返品の承認、その他の機能
強化
Salesforce 注文管理の機能強化には、通常の注文処理の妨げとなる問題 (プロセス例外) を検出して対応するのに
役立つツールの追加、返品の承認を管理するための新しい返品データモデル、新しく更新された注文概要フ
ロー、カスタム支払方法を設定する機能、カスタム番号および状況を使用して注文概要を作成する機能などが
あります。

このセクションの内容:

プロセス例外の管理
通常の注文処理が妨げられたときにリアルタイムのアラートを受け取り、問題をすばやく特定してトラブ
ルシューティングを行い、解決して顧客への影響を最小限に抑えます。
返品承認の管理
新しい返品注文データモデルでは、返品注文を追跡および管理するための返品商品承認ワークフローを構
築できます。
新しく更新された注文管理フローへのアクセス
「注文概要を作成」フローが更新され、プロセス例外を作成フローが新たに追加されました。
カスタム番号および状況を使用した注文概要の作成
注文概要を作成コアアクションを呼び出すときに、後でデフォルト値を変更する代わりに注文概要番号お
よび状況の値を指定できます。
カスタム支払方法の処理
Salesforce B2C Commerce ストアフロントでカスタム支払方法または一般的ではない支払方法を利用できます
か? ゲートウェイプロバイダ支払方法種別レコードを作成することで、それらを処理するためのインテグ
レーションを設定できるようになりました。方法については、『Salesforce 注文管理実装ガイド』を参照して
ください。
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プロセス例外の管理
通常の注文処理が妨げられたときにリアルタイムのアラートを受け取り、問題をすばやく特定してトラブル
シューティングを行い、解決して顧客への影響を最小限に抑えます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience で有料で使用できる
Salesforce 注文管理に適用されます。
理由: 注文管理では、注文ライフサイクルのすべてのフェーズで注文処理を自動化できます。ただし、注文ラ
イフサイクルには失敗して注文処理の妨げとなる可能性がある重要なステップがあります。注文概要で処理に
失敗するとプロセス例外が発生し、注文処理を続行する前に問題を解決するために個別のプロセスが必要にな
ります。
プロセス例外の原因としては、不正チェックや支払収集の失敗、在庫切れ、出荷の配送業者の問題などがあり
ます。
• プロセス例外が発生すると、注文管理で注文概要ページの上部に表示されるプロセス例外通知が作成され

ます。
• すべての注文概要のプロセス例外をすばやく確認するには、ナビゲーションバーから [注文概要] リスト

ビューページを選択して確認できます。プロセス例外が注文概要に存在する場合、警告アイコンがリスト
ビューの注文概要番号の横に表示されます。

• すべてのプロセス例外 (有効と解決済み) のリストを確認するには、ナビゲーションバーから [プロセス例外]

リストビューページを開きます。
新しいプロセス例外管理機能を実装するために、プロセス例外を作成フローが新たに追加されました。このフ
ローでは ProcessExceptionEvent プラットフォームイベントトリガを使用してプロセス例外オブジェクトレコード
を作成します。

返品承認の管理
新しい返品注文データモデルでは、返品注文を追跡および管理するための返品商品承認ワークフローを構築で
きます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience で有料で使用できる
Salesforce 注文管理に適用されます。
対象ユーザ:返品注文データモデルを使用するには、「返品注文の使用」および「返品注文 API の使用」権限が
必要です。
理由: 返品注文データモデルには、返品商品承認ワークフローを構築するために使用できる新規および更新さ
れたオブジェクトが含まれます。これらのワークフローを使用して、返品要求を開始して、返品品目を物理的
に受け取り、返金処理をするまで返品注文を追跡および管理します。このデータモデルを使用すると、未管理
返品注文を作成して、注文概要に関連付けることができます。未管理返品注文を使用して返品を追跡し、返品
品目を受け取ったときに変更注文とクレジットメモを作成して返金処理を行います。
• 注文概要では、返品注文の状態は追跡されません。ただし、[注文概要] の [関連] タブで返品注文の状況を確

認することはできます。
• 注文概要または関連付けられたオブジェクトの返品注文では、財務情報は更新されません。
• 注文概要または関連付けられたオブジェクトの返品注文では、注文品目数量は更新されません。
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注文レコードが未管理返品注文と同期するように手動プロセスを設定するか、返品注文オブジェクトを使用し
て返品注文処理をさらに完全に自動化するカスタムワークフローを作成してください。

新しく更新された注文管理フローへのアクセス
「注文概要を作成」フローが更新され、プロセス例外を作成フローが新たに追加されました。
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対象: この変更は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience で有料で使用できる
Salesforce 注文管理に適用されます。
理由: 注文概要を作成フローが、プロセスビルダーフローの代わりにレコードタイプトリガを初期化に使用す
るように更新されました。つまり、必要なのはこのリリースのフロービルダーフローをコピーするだけです。
以前のリリースに含まれていたプロセスビルダーフローは必要なくなりました。
新しいプロセス例外管理機能を実装するために、プロセス例外を作成フローが新たに追加されました。このフ
ローでは ProcessExceptionEvent プラットフォームイベントトリガを使用してプロセス例外を作成します。

カスタム番号および状況を使用した注文概要の作成
注文概要を作成コアアクションを呼び出すときに、後でデフォルト値を変更する代わりに注文概要番号および
状況の値を指定できます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience で有料で使用できる
Salesforce 注文管理に適用されます。

カスタム支払方法の処理
Salesforce B2C Commerce ストアフロントでカスタム支払方法または一般的ではない支払方法を利用できますか?

ゲートウェイプロバイダ支払方法種別レコードを作成することで、それらを処理するためのインテグレーショ
ンを設定できるようになりました。方法については、『Salesforce 注文管理実装ガイド』を参照してください。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience で有料で使用できる
Salesforce 注文管理に適用されます。

Lightning B2B Commerce: 配信および注文概要の新しいコンポーネン
ト、検索精度の強化、インテグレーションダッシュボード、新しい
価格表ワークスペース
Lightning B2B Commerce の機能強化には、注文と配信の管理に役立つ 2 つの新しいコンポーネントが含まれます。
改善された検索機能: 柔軟に商品を検索可能としてマークできるようになり、検索結果がない場合のメッセー
ジングが改善され、顧客が保持したい検索結果をブックマークできるようになりました。タイムアウト制限に
より、購入者に最新情報が表示されます。商品の全体像を把握できるように、商品ワークスペースが強化され
ました。新しい価格設定ワークスペースでは、価格表を一元的に管理できます。インテグレーションダッシュ
ボードでは、1 か所でインテグレーションを管理できます。

このセクションの内容:

外部ユーザによる外部管理取引先のユーザの代理購入および管理
外部ユーザが他の取引先の代わりに購入したり、外部管理取引先から他の取引先メンバーを管理したりで
きるようにします。
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改善された注文概要コンポーネントの使用
今すぐ、改善を開始しましょう。更新された注文概要ページには、4 つの新しいコンポーネント (注文概要
の詳細、注文概要の詳細ヘッダー、注文概要の金額、注文概要の商品) があります。注文概要ページのデザ
イン (商品画像を含む) が他の Lightning B2B Commerce ページのようになり、モバイルに対応し、効率的になり
ました。また、配送料が商品リストから分離されています。最大の利点: これらのコンポーネントはすべて
エクスペリエンスビルダーで簡単に設定できます。古いコンポーネントはどうなるのでしょうか? パレット
からは削除されますが、古いコンポーネントで構築された要素には影響はありません。ただし、コンポー
ネントをページから削除する場合、新しいバージョンを追加するだけで済みます。
Time to Live を使用した正確なチェックアウト情報の提供
タイムアウト制限により、購入者は在庫や価格設定などの商品の最新情報を取得できます。Time to Live (TTL)

を使用して、B2B Commerce チェックアウトのタイムアウト制限を設定します。組織に適した制限を設定し、
カートに簡単に戻るためのパスをユーザに提供します。
B2B Commerce インテグレーションダッシュボードを使用した迅速な接続
1 か所ですべてのインテグレーションを確認し、数回のクリックで管理できます。システム管理者は、コー
ドや開発者のノウハウが必要であった作業を Commerce アプリケーションで実行できるようになりました。
配送方法コンポーネントを使用した配送オプションの表示
B2B Commerce の新しい配送方法コンポーネントを使用すると、配送方法を簡単に表示および管理できます。
コンポーネントは、チェックアウトフロー内のサブフローとして機能し、チェックアウトフローテンプレー
トに含まれます。
購入者へのボリューム割引に関するわかりやすい情報の提供
商品の詳細カードコンポーネントの [階層化された価格設定] セクションが刷新されました。目的が明確に
なるように、コンポーネントプロパティエディタのセクション名が [階層化された割引] になりました。ま
た、新しい設定では、数量と割引行のヘッダーを入力できます。
価格設定ワークスペースでの B2B Commerce 価格設定の管理
すべての価格表または価格表エントリを同時に表示して価格設定戦略の全体像を把握します。詳細な検索
条件、一括アクション、一括有効化を使用して、複数の商品をすばやく更新します。
1 箇所でのすべての商品の確認とアクションの実行
関連付けられているストアに関係なく、商品ワークスペースには、組織のすべての商品が表示されます。
新しい検索条件オプションにより、商品に関連付けられているストアを簡単に検索して検索結果を調整で
きます。
関連付けられているストアの表示と商品の検索機能の管理
商品が関連付けられているストアを商品レコードから直接簡単に表示できます。[ストア] タブには、商品
が関連付けられているすべてのストアが表示されます。ストアの [ストア] タブから商品を検索可能または
検索不可としてマークすることもできます。
価格設定とエンタイトルメントを表示するためのストアへの購入者グループの関連付け
価格表またはエンタイトルメントが購入者グループに関連付けられている場合、購入者グループをストア
に関連付けます。購入者グループの価格表とエンタイトルメントをストアに表示するには、購入者グルー
プもそのストアに関連付けられている必要があります。以前は、エンタイトルメントと価格表は、購入者
グループに割り当てられると、グローバルに使用可能になり、ストアの割り当ては必要ありませんでした。
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ストアの検索結果のブックマーク
検索コンポーネントに結果の URL を保持するメカニズムが追加されました。つまり、ユーザはストアで検
索した結果をブックマークできます。ユーザは、再度検索することなく、見つけた商品に簡単に戻ること
ができます。
検索結果がない場合の環境の簡単な取得
[検索結果がありません] ページに、検索結果がない場合の画像とメッセージが入力されるようになりまし
た。検索で結果が返されなかった場合、標準設定のままでわかりやすいプロフェッショナルなデザインの
メッセージが顧客に表示されます。
商品検索結果のブレッドクラムの表示または非表示
結果レイアウトコンポーネントの新しい設定を使用すると、顧客に最適な検索環境を決定できます。この
設定を使用して、商品検索結果のナビゲーションブレッドクラムを表示または非表示にします。
すべてのカート品目の追加、リストの名前変更、リストの削除 (ベータ)

新しい一連の機能により、リストの操作が以前よりも簡単になり、柔軟性も向上しました。購入者は、1 回
のアクションですべてのカート品目をリストに追加したり、リストの名前を変更したり、役に立たなくなっ
たリストを削除したりできます。
カートエラーの永続的な非表示
購入者は、トリガされたカートエラーを非表示にすることができます。以前は、ポップアップされたカー
トエラーは表示されたままでした。別のアクションで同じエラーの種類がトリガされない限り、エラーが
購入者に再度表示されなくなりました。

外部ユーザによる外部管理取引先のユーザの代理購入および管理
外部ユーザが他の取引先の代わりに購入したり、外部管理取引先から他の取引先メンバーを管理したりできる
ようにします。
対象: この機能は、Unlimited Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

の新機能です。
対象ユーザ: この変更は、B2B Commerce ライセンスを持つユーザに適用されます。
理由: [承認済みアクセス権] を使用すると、外部管理取引先の管理ユーザは、他のユーザの権限セットを管理
したり、パスワードをリセットしたり、メンバーを有効化/無効化したり、メンバーを対象取引先に追加した
りできます。また、対象取引先から購入することもできます。
方法: 対象取引先への追加アクセスを承認するには、ユーザに次の権限が必要です。
• 代理購入 – B2B Commerce ユーザ権限。
• ユーザの管理 – 外部ユーザの代理管理者。
外部管理取引先を設定するときに、[承認済みアクセス権] で [ユーザの管理] および [次の代理で購入] を選択で
きます。[ユーザの管理] を選択すると、管理ユーザは対象取引先の [取引先管理] ページにアクセスし、そこか
らメンバーを管理できます。[次の代理で購入] を選択すると、管理ユーザは対象取引先から購入できます。
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改善された注文概要コンポーネントの使用
今すぐ、改善を開始しましょう。更新された注文概要ページには、4 つの新しいコンポーネント (注文概要の
詳細、注文概要の詳細ヘッダー、注文概要の金額、注文概要の商品) があります。注文概要ページのデザイン
(商品画像を含む) が他の Lightning B2B Commerce ページのようになり、モバイルに対応し、効率的になりました。
また、配送料が商品リストから分離されています。最大の利点: これらのコンポーネントはすべてエクスペリ
エンスビルダーで簡単に設定できます。古いコンポーネントはどうなるのでしょうか? パレットからは削除さ
れますが、古いコンポーネントで構築された要素には影響はありません。ただし、コンポーネントをページか
ら削除する場合、新しいバージョンを追加するだけで済みます。
対象: この機能は、Personal Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

の新機能です。
対象ユーザ: この機能は、B2B Commerce ライセンスを持つユーザが使用できます。

Time to Live を使用した正確なチェックアウト情報の提供
タイムアウト制限により、購入者は在庫や価格設定などの商品の最新情報を取得できます。Time to Live (TTL) を
使用して、B2B Commerce チェックアウトのタイムアウト制限を設定します。組織に適した制限を設定し、カー
トに簡単に戻るためのパスをユーザに提供します。
対象:この変更は、Personal Edition、Enterprise Edition、Performance 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、B2B Commerce ライセンスを持つユーザが使用できます。
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理由: Salesforce API を使用して、チェックアウト環境の期間制限を設定します。購入者ユーザがチェックアプト
プロセスを開始したが、注文を完了しなかった場合、在庫や価格設定情報が変更される可能性があります。
チェックアウトを実行できる時間の制限を設定し、ユーザが誤った情報でチェックアウトを完了しないように
します。期間制限を超えた場合、ユーザはカートに戻り、新しいサードパーティサービスへのコールアウトと
カートを使用してやり直すことができます。

B2B Commerce インテグレーションダッシュボードを使用した迅速な接続
1 か所ですべてのインテグレーションを確認し、数回のクリックで管理できます。システム管理者は、コード
や開発者のノウハウが必要であった作業を Commerce アプリケーションで実行できるようになりました。
対象:この変更は、Personal Edition、Enterprise Edition、Performance 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、B2B Commerce ライセンスを持つユーザが使用できます。
理由: インテグレーションダッシュボードにアクセスすれば、有効なインテグレーション、使用可能なインテ
グレーション、およびインテグレーション種別をすべて確認できます。インテグレーション種別には、Apex、
フロー、支払ゲートウェイ、Salesforce 内部が含まれます。現在対応付けられているインテグレーションを作成
済みの新しいインテグレーションに切り替えます。インテグレーションの質問がある場合、リンクされたド
キュメントを使用して簡単にヘルプを見つけることができます。
方法: ストアのランディングページに移動します。[ストアを管理] で、[管理] > [ストアインテグレーション] を
選択します。

配送方法コンポーネントを使用した配送オプションの表示
B2B Commerce の新しい配送方法コンポーネントを使用すると、配送方法を簡単に表示および管理できます。コ
ンポーネントは、チェックアウトフロー内のサブフローとして機能し、チェックアウトフローテンプレートに
含まれます。
対象:この変更は、Personal Edition、Enterprise Edition、Performance 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、B2B Commerce ライセンスを持つユーザが使用できます。
理由: 配信方法コンポーネントでは、チェックアウト時に配信方法が表示されます。

購入者へのボリューム割引に関するわかりやすい情報の提供
商品の詳細カードコンポーネントの [階層化された価格設定] セクションが刷新されました。目的が明確になる
ように、コンポーネントプロパティエディタのセクション名が [階層化された割引] になりました。また、新し
い設定では、数量と割引行のヘッダーを入力できます。
対象: この機能は、Personal Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

で使用できます。
理由: 最優良顧客が大量に購入するときに割引を提供します。顧客が数量が増やしたときに、想定される割引
を明確に把握できるようにします。
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方法: これらの変更は、新しい商品の詳細カードをページに配置したときに確認できます。既存の配置では、
コンポーネントを編集し、コンポーネントのプロパティでヘッダーと行の表示ラベルを修正できます。

価格設定ワークスペースでの B2B Commerce 価格設定の管理
すべての価格表または価格表エントリを同時に表示して価格設定戦略の全体像を把握します。詳細な検索条
件、一括アクション、一括有効化を使用して、複数の商品をすばやく更新します。
対象:この変更は、Personal Edition、Enterprise Edition、Performance 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、B2B Commerce ライセンスを持つユーザが使用できます。
理由: 価格設定ワークスペースでは、ストアの価格設定を一元的に行うことができます。ワークスペース内で
は、次の作業を行うことができます。
• 詳細な検索条件を使用して、データを効率的に絞り込む。価格設定項目、ストアの割り当て、購入者グルー

プ、価格調整で絞り込みます。
• 一括アクションを使用して、割り当てをすばやく管理する。1 つのフローを使用して、複数の価格表をスト

アまたは購入者グループに割り当てます。
• 一括アクションを使用して、価格設定を調整する。金額の割合や絶対金額で価格表エントリを調整します。
• 一括有効化および無効化を使用して、オンラインまたはオフラインで価格表および価格表エントリをすば

やく取得する。

1 箇所でのすべての商品の確認とアクションの実行
関連付けられているストアに関係なく、商品ワークスペースには、組織のすべての商品が表示されます。新し
い検索条件オプションにより、商品に関連付けられているストアを簡単に検索して検索結果を調整できます。
対象: この機能は、Personal Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

の新機能です。
対象ユーザ: この機能は、B2B Commerce ライセンスを持つユーザが使用できます。
理由: 一部の商品は複数のストアに関連付けられており、ストアごとに検索機能の設定が異なる可能性がある
ため、全体像を把握できれば商品を管理しやすくなります。ストアで商品ハイブリッドリストを絞り込み、特
定のストアに関連付けられているすべての商品を表示したり、それらの商品に対してアクションを実行したり
します。検索条件値は、削除または置き換える代わりに編集することもできるため、検索条件の検索結果を簡
単に調整できます。
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関連付けられているストアの表示と商品の検索機能の管理
商品が関連付けられているストアを商品レコードから直接簡単に表示できます。[ストア] タブには、商品が関
連付けられているすべてのストアが表示されます。ストアの [ストア] タブから商品を検索可能または検索不可
としてマークすることもできます。
対象: この機能は、Personal Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

の新機能です。
対象ユーザ: この機能は、B2B Commerce ライセンスを持つユーザが使用できます。
理由: 商品からストアやその検索機能を管理すると、商品の更新が必要なときにその場所を追跡しやすくなり
ます。

価格設定とエンタイトルメントを表示するためのストアへの購入者グループの
関連付け
価格表またはエンタイトルメントが購入者グループに関連付けられている場合、購入者グループをストアに関
連付けます。購入者グループの価格表とエンタイトルメントをストアに表示するには、購入者グループもその
ストアに関連付けられている必要があります。以前は、エンタイトルメントと価格表は、購入者グループに割
り当てられると、グローバルに使用可能になり、ストアの割り当ては必要ありませんでした。
対象:この変更は、Personal Edition、Enterprise Edition、Performance 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、B2B Commerce ライセンスを持つユーザが使用できます。

ストアの検索結果のブックマーク
検索コンポーネントに結果の URL を保持するメカニズムが追加されました。つまり、ユーザはストアで検索し
た結果をブックマークできます。ユーザは、再度検索することなく、見つけた商品に簡単に戻ることができま
す。
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対象: この機能は、Personal Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

で使用できます。

検索結果がない場合の環境の簡単な取得
[検索結果がありません] ページに、検索結果がない場合の画像とメッセージが入力されるようになりました。
検索で結果が返されなかった場合、標準設定のままでわかりやすいプロフェッショナルなデザインのメッセー
ジが顧客に表示されます。
対象: この機能は、Personal Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

で使用できます。
方法: ストアの作成時にこの変更を確認できます。既存のストアは引き続き古い [検索結果がありません] ペー
ジを使用します。新しいページの場合、メッセージをそのまま残すか、編集して独自のメッセージや画像を追
加したり、それらに置き換えたりします。メッセージは HTML エディタコンポーネントを使用して作成されて
いるため、簡単に修正できます。エクスペリエンスビルダーで、HTML エディタコンポーネントをクリックし、
プロパティエディタの [マークアップを編集] をクリックします。

メモ: ストアはすでにあるが、新しい [検索結果がありません] ページを使用する場合、ページのバリエー
ションを使用して取り込みます。詳細は、Salesforce ヘルプを参照してください。

商品検索結果のブレッドクラムの表示または非表示
結果レイアウトコンポーネントの新しい設定を使用すると、顧客に最適な検索環境を決定できます。この設定
を使用して、商品検索結果のナビゲーションブレッドクラムを表示または非表示にします。
対象: この機能は、Personal Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

で使用できます。
方法: エクスペリエンスビルダーで、[検索結果] ページを開き、結果レイアウトコンポーネントを選択します。
コンポーネントプロパティエディタで、ブレッドクラムを表示するように選択し、ブレッドクラムのスタイル
を選択します。ブレッドクラムはデフォルトで表示されます。
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すべてのカート品目の追加、リストの名前変更、リストの削除 (ベータ)
新しい一連の機能により、リストの操作が以前よりも簡単になり、柔軟性も向上しました。購入者は、1 回の
アクションですべてのカート品目をリストに追加したり、リストの名前を変更したり、役に立たなくなったリ
ストを削除したりできます。
対象: この機能は、Personal Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

で使用できます。

メモ:  [私のリスト] 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。リスト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 はリストの特定期
間内の正式リリースまたはリリースの有無を保証しません。また、いかなる時点でもリストを終了でき
るものとします。この機能は評価のみを目的とし、本番環境での使用はできません。この機能は、その
ままの状態で提供され、サポートされておらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損
害に対して、Salesforce はいかなる責任も負いません。すべての制約、Salesforce の権利の保留、本サービス
に関する義務、および関連する Salesforce 以外のアプリケーションならびにコンテンツの条件は、リスト
の使用に等しく適用されます。リストに関するフィードバックや提案は、Trailblazer Community の「B2B Wish

List Beta Feedback (B2B ウィッシュリストベータのフィードバック)」の「IdeaExchange/X」グループに投稿して
ください。

方法: 購入者は、カートの [すべての項目をカートに追加] リンクを使用してすべてのカート品目をリストに追
加できます。購入者は、[私のリスト] ページのリストの行アクションメニューから [名前を変更] または [削除]

アクションを選択できます。

カートエラーの永続的な非表示
購入者は、トリガされたカートエラーを非表示にすることができます。以前は、ポップアップされたカートエ
ラーは表示されたままでした。別のアクションで同じエラーの種類がトリガされない限り、エラーが購入者に
再度表示されなくなりました。
対象: この機能は、Personal Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

で使用できます。

コミュニティ: Experience Cloud、新しい利用者の条件、Build Your
Own (LWC) テンプレートの機能強化、ゲストユーザのセキュリ
ティ強化

エディション

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

このリリースでは新しい機能が追加され、機能強化が行われています。イメー
ジを改善するために、Experience Cloud という新しい名称が導入されます。レコー
ド項目に基づいてレコード詳細ページを変更できる、よりきめ細かい利用者の
条件を活用できます。最新の Build Your Own (LWC) テンプレートには、Lightning

Locker のアップグレードバージョン、カスタム URL パス、SEO のサポートなどの
変更が含まれています。また、以前のリリースで導入された複数のゲストユー
ザセキュリティ設定に適用により、データの安全性が以前よりも高まっていま
す。
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ヒント: 今日の Salesforce には多数の Lightning (Lightning Experience、Lightning フレームワーク、Lightning Web

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。
また、コミュニティユーザに影響する変更については、リリースノートの「Lightning コンポーネント」セ
クションを参照してください。

このセクションの内容:

Community Cloud に代わる Experience Cloud の登場
Community Cloud では、コミュニティ以外にポータル、ヘルプセンター、フォーラム、サイト、モバイルア
プリケーションなどを構築したり、あらゆるデジタルタッチポイントでコンテンツを管理したりできます。
作成可能なさまざまな種類の環境がより適切に反映されるように Experience Cloud という名前に変更されま
した。この新しい名前を世界に発表することに興奮していますが、もう少しの間、製品の名前は Community

Cloud のままになります。Experience Cloud では、Community Cloud で愛用してきたすべての強力な機能を利用
できます。
Lightning コミュニティ: 項目ベースの利用者の条件、ページ管理の改善、印刷用表示
レコード項目に基づいた利用者の条件を使用して、詳細ページでユーザに表示される内容を変更します。
エクスペリエンスビルダーでコミュニティページを整理して管理します。また、新しい印刷用表示を使用
してコミュニティレコードの詳細およびリストを印刷します。
開発者の生産性: より多くのことをより簡単に
パーソナライズ、Build Your Own (LWC) テンプレートの機能強化と lightning:hasPageReference および
lightning:navigation のサポートの改善により、コミュニティをより効率的に開発できます。
ゲストユーザ: ゲストユーザセキュリティポリシーの適用
Winter ’21 では、Salesforce は過去数リリースで登場した [ゲストユーザのレコードアクセス権を保護] 設定な
どのゲストユーザセキュリティポリシーを適用します。ゲストユーザのオブジェクト権限も減らします。
セキュリティと共有: 多要素認証、カスタマイズ可能なセキュリティ通知
外部ユーザの多要素認証方式として SMS を有効にします。コミュニティメンバーがメールアドレスを変更
したときに受信するセキュリティ通知をカスタマイズします。
コミュニティのその他の変更
コミュニティのユーザエクスペリエンスを向上させる小規模な変更について説明します。

Community Cloud に代わる Experience Cloud の登場
Community Cloud では、コミュニティ以外にポータル、ヘルプセンター、フォーラム、サイト、モバイルアプリ
ケーションなどを構築したり、あらゆるデジタルタッチポイントでコンテンツを管理したりできます。作成可
能なさまざまな種類の環境がより適切に反映されるように Experience Cloud という名前に変更されました。この
新しい名前を世界に発表することに興奮していますが、もう少しの間、製品の名前は Community Cloud のままに
なります。Experience Cloud では、Community Cloud で愛用してきたすべての強力な機能を利用できます。
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対象: この変更は Community Cloud を使用するすべての組織に適用されます。

Lightning コミュニティ: 項目ベースの利用者の条件、ページ管理の改
善、印刷用表示
レコード項目に基づいた利用者の条件を使用して、詳細ページでユーザに表示される内容を変更します。エク
スペリエンスビルダーでコミュニティページを整理して管理します。また、新しい印刷用表示を使用してコ
ミュニティレコードの詳細およびリストを印刷します。

このセクションの内容:

予定されている CSP の変更に備えたコミュニティの準備
Spring '21 (February 2021 年 2 月) で [インラインスクリプトと、任意のサードパーティホストへのスクリプトア
クセスを許可] CSP 設定は削除されます。コミュニティを Spring '19 より前に作成し、この設定を現在使用し
ている場合は、今のうちに準備をしてください。
[ページ] メニューを使用したページおよび URL の管理
エクスペリエンスビルダーでページとページ URL を整理して再構成するのが簡単になりました。[ページ] メ
ニューを使用してコンテンツのニーズに合わせてページを編集し、これらの更新をライブサイトの URL で
確認します。
レコードベース条件によるレコード詳細ページへの利用者の適用
レコード項目に基づいた利用者条件を使用して、レコード詳細ページに表示される内容を変えられるよう
になりました。たとえば、コーヒーメーカーや茶箱を見ている利用者、あるいは価値の高い商談と価値の
低い商談で異なるテーマレイアウトを表示できます。また、レコード条件が詳細セクションからエディタ
の本文に移動されたため、ユーザ条件と組み合わせることでカスタム数式を簡単に作成できるようになり
ました。
[印刷用に表示] による Lightning コミュニティレコードの詳細とリストの印刷
Lightning コミュニティのレコード詳細とレコードリストの [印刷用に表示] ボタンを使用して、最小限に縮約
された印刷用のビューを表示できます。
Bolt ソリューションのタイルメニューのパッケージ化
Bolt ソリューションを使用してタイルメニューをパッケージ化して配布できるようになりました。タイルメ
ニューのすべてのプロパティがパッケージに含まれますが、システム管理者は Bolt ソリューションをイン
ストールした後でナビゲーションメニューをタイルメニューに関連付ける必要があります。
外部ユーザが外部管理取引先を使用して他のユーザを管理できるようにする
外部ユーザがアカウント切り替えコンポーネントを使用して他の外部取引先に切り替えることを許可しま
す。また、他の取引先のユーザを管理するためのアクセスを承認します。
トピックコンポーネントのトピック ID 項目の復活
Spring ’20 では、[関連トピックリスト] コンポーネント、[トピックの説明] コンポーネント、[トピック総計
値] コンポーネントから [トピック ID] 項目が削除されました。Winter ’21 リリースでは、これらのコンポーネ
ントで動的に生成される項目を復活させます。
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予定されている CSP の変更に備えたコミュニティの準備
Spring '21 (February 2021 年 2 月) で [インラインスクリプトと、任意のサードパーティホストへのスクリプトアク
セスを許可] CSP 設定は削除されます。コミュニティを Spring '19 より前に作成し、この設定を現在使用してい
る場合は、今のうちに準備をしてください。
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: [インラインスクリプトと、任意のサードパーティホストへのスクリプトアクセスを許可] CSP オプション
を使用すると、すべてのサードパーティホストへのアクセスが許可され、セキュリティは強化されません。す
べてのコミュニティのセキュリティを改善するため、この設定は Spring '21 で削除されます。
この変更に備えるとともに十分なテスト時間を確保するには、コミュニティをよりセキュアなオプションに今
すぐ切り替えることをお勧めします。次のセキュリティレベルから選択できます。

説明セキュリティレベル

最大のセキュリティが提供されます。厳格な CSP: インラインスクリプトとすべてのホストへ
のアクセスをブロック • すべてのインラインスクリプトの実行と、リモー

ト JavaScript ファイルに対するすべての要求をブロッ
クします。

• 明示的に許可されているサードパーティホストか
らの非スクリプトリソース (画像など) の表示は許
可されます。

• Lightning Locker は有効になります。

中程度のセキュリティが提供されます。緩和された CSP: インラインスクリプトと許可されたホ
ストへのアクセスを許可 • サイトでのインラインスクリプトの実行を許可し

ます。
• 明示的に許可されているサードパーティホストか

らのリモート JavaScript ファイルの読み込みと非ス
クリプトリソース (画像など) の表示は許可されま
す。

• Lightning Locker を無効化できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning コミュニティの CSP および Lightning Locker (リリースプレビューの時点で内容が刷新
されたり、使用不能になる可能性があります)

[ページ] メニューを使用したページおよび URL の管理
エクスペリエンスビルダーでページとページ URL を整理して再構成するのが簡単になりました。[ページ] メ
ニューを使用してコンテンツのニーズに合わせてページを編集し、これらの更新をライブサイトの URL で確認
します。
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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。
方法: エクスペリエンスビルダーで、[ページ] メニューパネルに移動します。[ページアクション] メニュー (2)

を開いて [サブページを追加] をクリックしたときに独自のページ階層 (1) を秒単位で作成します。

標準ページ、オブジェクトページ、またはコンテンツページを既存のページの下にネストして、最大 6 つの
ページレベルでサイトの階層を作成します。
ページ階層を作成したら、各ページの URL を管理します。[ページアクション] メニューで [ページの設定] をク
リックして、ページ名や URL などのページのプロパティを編集します。ページ階層は [ページアクション] メ
ニューから [ページを移動]をクリックしていつでも変更できます。サブページ URL は変更を反映して自動的に
更新されるため、URL について心配する必要はありません。

各ページのサイト URL は、ライブサイトをユーザと共有したときにエクスペリエンスビルダーで設定した構造
を反映します。
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レコードベース条件によるレコード詳細ページへの利用者の適用
レコード項目に基づいた利用者条件を使用して、レコード詳細ページに表示される内容を変えられるようにな
りました。たとえば、コーヒーメーカーや茶箱を見ている利用者、あるいは価値の高い商談と価値の低い商談
で異なるテーマレイアウトを表示できます。また、レコード条件が詳細セクションからエディタの本文に移動
されたため、ユーザ条件と組み合わせることでカスタム数式を簡単に作成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。
理由: レコードベースの条件は長年使用されていますが、1 つの項目種別であるレコードタイプに限定されてい
ます。Winter ’21 では、使用できる項目の種別が拡張されてレコード詳細エクスペリエンスを変更できるように
なり、より強力なオプションを使用できます。そのため、レコード詳細エクスペリエンスを変更するための基
盤として商談などの一般的なオブジェクトの多くの項目を使用できます。
商談の例を作成してみましょう。まず、商談レコードの値項目を選択して、金額を割り当てます。「より大き
い」演算子を使用して、最小値を割り当て、利用者をページに適用します。割り当てた最小値よりも金額の大
きい商談と、それ以外の商談では、異なるバージョンのページが表示されます。
レコードベースの条件は、次のオブジェクトを使用して作成できます。
• Account

• Asset

• Campaign

• Case

• Contact

• Contract

• Lead

• Opportunity

• Product2

• ProductCategory

• Quote

• カスタムオブジェクト
• 最低 1 つのレコードタイプを持つ任意のオブジェクト (一部の項目のみが使用可能)

[印刷用に表示] による Lightning コミュニティレコードの詳細とリストの印刷
Lightning コミュニティのレコード詳細とレコードリストの [印刷用に表示] ボタンを使用して、最小限に縮約さ
れた印刷用のビューを表示できます。
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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。
対象ユーザ: [印刷用に表示] は、コミュニティおよびポータルの認証済みメンバーが使用できます。ゲストユー
ザは使用できません。
方法: リストまたはレコードの詳細から [印刷用に表示] を選択します。

印刷用表示の列と項目には、ページレイアウトまたは関連リストの設定が反映されます。
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[印刷用に表示] では、レコード詳細の次のブジェクトがサポートされます。
• 取引先
• キャンペーン
• ケース
• 取引先責任者
• 契約
• カスタムオブジェクト
• リード
• 商談
• 注文
[印刷用に表示] では、レコードリストの次のブジェクトがサポートされます。
• 取引先
• 活動
• キャンペーン
• ケース
• 取引先責任者
• 契約
• カスタムオブジェクト
• ドキュメント
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• リード
• 商談
• 権限セット
• 価格表
• プロファイル
• 商品
• ソリューション
[印刷用に表示] は [最近参照したデータ] リストまたは関連リストでは使用できません。印刷用表示の生成時に
検索結果または関連リストのクイック検索条件は使用されません。

Bolt ソリューションのタイルメニューのパッケージ化
Bolt ソリューションを使用してタイルメニューをパッケージ化して配布できるようになりました。タイルメ
ニューのすべてのプロパティがパッケージに含まれますが、システム管理者は Bolt ソリューションをインス
トールした後でナビゲーションメニューをタイルメニューに関連付ける必要があります。
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。

外部ユーザが外部管理取引先を使用して他のユーザを管理できるようにする
外部ユーザがアカウント切り替えコンポーネントを使用して他の外部取引先に切り替えることを許可します。
また、他の取引先のユーザを管理するためのアクセスを承認します。
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。
対象ユーザ: この変更は外部ユーザに適用されます。「外部ユーザの代理管理」権限を持っているユーザは他
のユーザを管理できます。
理由: 外部管理取引先を設定して別の取引先に切り替えられるユーザを指定します。取引先で accountId 属性が
含まれるビルダーコンポーネントが使用されている場合、アカウント切り替えが使用されたときにその属性に
{!CurrentUser.effectiveAccountId} 値を使用してコンポーネント情報を更新できます。
アカウント切り替えに基づいて新しい動作を促進するには、カスタムコンポーネントを使用して取引先 ID

{!CurrentUser.effectiveAccountId} を使用します。
[許可されたアクセス] を使用して、外部管理取引先の管理ユーザは他のユーザの権限セットを管理したり、パ
スワードをリセットしたり、メンバーを有効化/無効化したり、メンバーを対象の取引先に追加したりするこ
ともできます。
理由: 外部管理取引先を設定するときに、[許可されたアクセス] で[ユーザの管理]を選択することもできます。
アクセス権を選択して外部管理取引先を保存したら、管理ユーザは対象の取引先で [取引先管理] にアクセスで
きるようになります。そこから、対象の取引先のメンバーを管理できます。
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トピックコンポーネントのトピック ID 項目の復活
Spring ’20 では、[関連トピックリスト] コンポーネント、[トピックの説明] コンポーネント、[トピック総計値] コ
ンポーネントから [トピック ID] 項目が削除されました。Winter ’21 リリースでは、これらのコンポーネントで動
的に生成される項目を復活させます。
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。

開発者の生産性: より多くのことをより簡単に
パーソナライズ、Build Your Own (LWC) テンプレートの機能強化と lightning:hasPageReference および
lightning:navigation のサポートの改善により、コミュニティをより効率的に開発できます。

このセクションの内容:

LWC ベースのテンプレートを使用した迅速かつ効率的な環境の構築 (パイロット)

Build Your Own (LWC) テンプレートを使用して、読み込み時間が短く拡張性の高いコミュニティを開発できま
す。この軽量テンプレートは、Lightning Web コンポーネント (LWC) に基づいて優れたパフォーマンスを提供
するプログラミングモデルであり、カスタムソリューションを全面的にサポートします。このテンプレー
トは、前回のリリースからの変更点が含まれており、現在パイロットとして使用できます。
コミュニティによる lightning:hasPageReference、および lightning:navigation のデフォルト項目値のサポート
コミュニティでアクション上書きの lightning:hasPageReference、および lightning:navigation

のデフォルト項目値がサポートサポートされるようになりました。これまで、デフォルト項目値は
lightning:navigation でサポートされていませんでした。

LWC ベースのテンプレートを使用した迅速かつ効率的な環境の構築 (パイロッ
ト)
Build Your Own (LWC) テンプレートを使用して、読み込み時間が短く拡張性の高いコミュニティを開発できます。
この軽量テンプレートは、Lightning Web コンポーネント (LWC) に基づいて優れたパフォーマンスを提供するプ
ログラミングモデルであり、カスタムソリューションを全面的にサポートします。このテンプレートは、前回
のリリースからの変更点が含まれており、現在パイロットとして使用できます。
対象:この変更は、Lightning Experience や Salesforce Classic でアクセスするコミュニティに適用されます。このテン
プレートは、Developer Edition では開発者プレビューとして、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited

Edition ではパイロットプログラムとして使用できます。

メモ:  Build Your Own (LWC) テンプレートは、特定の契約条件への同意が必要なパイロットプログラムを通
じて一部のお客様に提供されています。このプログラムに参加する方法については、Salesforce にお問い合
わせください。パイロットプログラムは変更される可能性があり、参加は保証されません。
または、パイロットプログラムに登録せずに Developer Edition のテンプレートの開発者プレビューとしてア
クセスできます。開発者プレビューの参加者は最大 100 個のサイトを作成できるのに対して、パイロット
参加者は 2 つのサイトしか作成できません。
エディションにかかわらず、このテンプレートは、Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公
式声明で正式リリースを発表しない限り、正式リリースされません。特定期間内の正式リリースあるい
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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。このテンプレートに関するフィードバックや提案は、Trailblazer Community の「Lightning Web

Runtime Communities」グループに投稿してください。

理由: 前回のリリースから、次のサポートが追加されました。
• クロス名前空間通信をサポートする Lightning Locker のアップグレードバージョン。
• 未認証サイトのカスタム URL パス。つまり、サイトの URL が /s であふれることはありません。たとえば、

https://mycustomdomain.com/mypage のようになります。
• スクリーンリーダーのほか、キーボードを使用した Web ページのナビゲートをより簡単にする F6 ナビゲー

ションを含むアクセシビリティ機能。
• 検索エンジンが公開ページをクロールできるようにするサイトマップを含めることによる検索エンジン最

適化 (SEO)。
• カスタムマークアップを追加および編集できる新しい HTML エディタコンポーネント。
• 次の @salesforce モジュール。

– @salesforce/client

– @salesforce/customPermission

– @salesforce/userPermission

ヒント:  Build Your Own (LWC) は、いくつかのコンポーネントおよび最も重要なページのみを提供する最小
限のテンプレートです。このテンプレートは Lightning Web コンポーネントの開発と Salesforce DX、ユーザ
インターフェース API、Apex の操作に慣れている開発者に最適です。

方法: テンプレートの使用を開始するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「コミュニティ設定」と入
力し、[コミュニティ設定] を選択します。[Build Your Own (LWC) テンプレートを有効化] を選択して、変更を保
存します。
テンプレートを有効にするとコミュニティ作成ウィザードに表示されます。
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重要: 以前の開発者プレビュー参加者は、ホームページとエラーページが正しく表示されるように 2 つの
古いコンポーネントを削除する必要があります。
エクスペリエンスビルダーでホームページを開き、[ページ構造] ペインからcommunity_byo:homeコンポー
ネントを削除します。エラーページについては、community_byo:error コンポーネントを削除します。

コミュニティによる lightning:hasPageReference、および
lightning:navigation のデフォルト項目値のサポート
コミュニティでアクション上書きの lightning:hasPageReference、および lightning:navigation の
デフォルト項目値がサポートサポートされるようになりました。これまで、デフォルト項目値は
lightning:navigation でサポートされていませんでした。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Essentials 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。

ゲストユーザ: ゲストユーザセキュリティポリシーの適用
Winter ’21 では、Salesforce は過去数リリースで登場した [ゲストユーザのレコードアクセス権を保護] 設定などの
ゲストユーザセキュリティポリシーを適用します。ゲストユーザのオブジェクト権限も減らします。
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このセクションの内容:

[ゲストユーザのレコードアクセス権を保護] を無効化できない
[ゲストユーザのレコードアクセス権を保護] 設定は Summer ’20 で有効化されましたが、同リリースでは無効
化することもできました。Salesforce 組織のデータを保護するため、Winter ’21 ではコミュニティまたはサイ
トを持つすべての組織でこの設定が有効化され、無効化することはできません。[ゲストユーザのレコード
アクセス権を保護] 設定では、ゲストユーザ向けの非公開の組織の共有設定が適用されるため、ゲストユー
ザ共有ルールを使用してレコードアクセス権を付与する必要があります。ゲストユーザをグループやキュー
に追加したり、共有の直接設定または Apex による共有管理を通じてゲストユーザにレコードアクセス権を
付与したりすることもできません。
ゲストユーザによって作成されたレコードのデフォルトの所有者への自動的な割り当て (以前にリリース済
みの更新)

Salesforce データのセキュリティを強化するため、ゲストユーザが作成したレコードの所有者としてそのゲ
ストユーザが自動的に割り当てられなくなりました。[ゲストユーザによって作成された新規レコードをデ
フォルトの所有者に割り当て] 設定はコミュニティがあるすべての組織で自動的に有効になり、無効にはで
きません。ゲストユーザがレコードを作成すると、組織のデフォルトの有効ユーザに割り当てられ、その
ユーザが所有者になります。
ゲストユーザに対するオブジェクト権限を減らす
Winter '21 リリースでは、既存の組織のゲストユーザの「すべて表示」、「すべて変更」、「編集」、「削
除」オブジェクト権限が無効になります。これらの権限は、Winter ’21 以降で作成された組織からは削除さ
れます。既存の組織の場合、ゲストユーザが標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトに対する「す
べて表示」、「すべて変更」、「編集」、「削除」権限を持っていた場合、それらのオブジェクト権限が
削減されます。
ゲストユーザのオブジェクト権限の変更からのオプトアウト (以前にリリースされた更新)

Winter ’21 より前に作成された Salesforce 組織の場合、この更新により、データセキュリティを高めることを
目的としたゲストユーザのオブジェクト権限の変更から組織がオプトアウトできます。
ゲストユーザプロファイルでの「すべてのユーザの表示」などの権限の削除 (以前にリリース済みの更新、
適用済み)

ゲストユーザは通常、Salesforce 組織のすべてのユーザを参照するアクセス権が必要ないため、データのセ
キュリティを高めるために、Summer ’20 リリースではゲストユーザプロファイルで「すべてのユーザの表
示」権限が無効化されました。Winter '21 リリースでは、すべてのゲストユーザプロファイルからこの権限
が削除されます。セキュリティを高めるために、「UI 階層アーキテクチャの有効化」権限、「ダイレクト
メッセージから人を削除」権限、「トピックを表示」権限、「営業以外のメールを送信」権限もゲストユー
ザプロファイルから削除されました。
[ゲストユーザがこのコミュニティの他のメンバーを表示できるようにする] 設定の無効化
Winter '21 リリースでは、Winter '20 リリースより前に作成されたコミュニティを 1 つ以上含む有効なコミュ
ニティを持つすべての Salesforce 組織で [ゲストユーザがこのコミュニティの他のメンバーを表示できるよう
にする] 設定がデフォルトで無効になっています。
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管理トピックの画像のセキュリティの改善
Winter ’21 リリース前にアップロードされた管理トピックの画像はドキュメントとして保存されており、公
開されています。公開されていない非公開コミュニティであっても、ゲストユーザにはこれらの主要トピッ
クとナビゲーショントピックの画像が表示されます。セキュリティを高めるために、主要トピックやナビ
ゲーショントピックに関連付けられている新しい画像は、アセットファイルとして保存されており、非公
開です。コミュニティのゲストユーザにこれらの新しい画像が表示されることを確認します。
<apex:inputField> を使用する場合のエンティティ権限の上書き
<apex:inputField> の新しい ignoreEditPermissionForRendering 属性により、オブジェクトの基
盤となる権限で編集が許可されていない場合であっても、ユーザのエンティティ編集権限を上書きできま
す。この上書きによってすべてのユーザが影響を受けますが、本来はゲストユーザのみに使用することを
目的としています。この属性は、without sharing モードのカスタムコントローラでのみ機能します。

[ゲストユーザのレコードアクセス権を保護] を無効化できない
[ゲストユーザのレコードアクセス権を保護] 設定は Summer ’20 で有効化されましたが、同リリースでは無効化
することもできました。Salesforce 組織のデータを保護するため、Winter ’21 ではコミュニティまたはサイトを持
つすべての組織でこの設定が有効化され、無効化することはできません。[ゲストユーザのレコードアクセス
権を保護] 設定では、ゲストユーザ向けの非公開の組織の共有設定が適用されるため、ゲストユーザ共有ルー
ルを使用してレコードアクセス権を付与する必要があります。ゲストユーザをグループやキューに追加した
り、共有の直接設定または Apex による共有管理を通じてゲストユーザにレコードアクセス権を付与したりす
ることもできません。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、Developer Edition の有効
なコミュニティおよびサイトを持つ組織に適用されます。
時期: この設定のロールアウトと適用のタイムラインは、「ゲストユーザセキュリティポリシーとタイムライ
ン」で公開されています。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: コミュニティまたはポータルの保護 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)

Summer '20 リリースノート: ゲストユーザの組織の共有設定と共有モデルの保護 (以前にリリース済みのセキュ
リティアラート、適用済み)

ゲストユーザによって作成されたレコードのデフォルトの所有者への自動的な
割り当て (以前にリリース済みの更新)
Salesforce データのセキュリティを強化するため、ゲストユーザが作成したレコードの所有者としてそのゲスト
ユーザが自動的に割り当てられなくなりました。[ゲストユーザによって作成された新規レコードをデフォル
トの所有者に割り当て] 設定はコミュニティがあるすべての組織で自動的に有効になり、無効にはできません。
ゲストユーザがレコードを作成すると、組織のデフォルトの有効ユーザに割り当てられ、そのユーザが所有者
になります。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、Developer Edition の有効
なコミュニティを持つ組織に適用されます。
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方法: 新しく作成されたコミュニティでは、ゲストユーザが作成したすべてのレコードのデフォルトの所有者
として、コミュニティを作成したユーザが自動的に割り当てられます。コミュニティの [管理] ワークスペース
の [設定] で、デフォルトの所有者を変更できます。

メモ: ゲストユーザがすでに所有する組織内の既存のレコードは、この変更の影響を受けません。ただ
し、データセキュリティを向上するには、ゲストユーザが所有するレコードの所有権を組織の別のユー
ザに移行することを引き続きお勧めします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: コミュニティまたはポータルの保護 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)

ゲストユーザに対するオブジェクト権限を減らす
Winter '21 リリースでは、既存の組織のゲストユーザの「すべて表示」、「すべて変更」、「編集」、「削除」
オブジェクト権限が無効になります。これらの権限は、Winter ’21 以降で作成された組織からは削除されます。
既存の組織の場合、ゲストユーザが標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトに対する「すべて表示」、
「すべて変更」、「編集」、「削除」権限を持っていた場合、それらのオブジェクト権限が削減されます。
対象: この変更は、ゲストユーザに対して「すべて表示」、「すべて変更」、「編集」、または「削除」権限
が有効になっている 1 つ以上の標準またはカスタムオブジェクトがある Winter '21 より前に作成されたすべての
Salesforce 組織に適用されます。Winter ’21 以降で作成された組織では、これらの権限を許可しないでください。
方法: 「ゲストユーザに対するオブジェクト権限を減らす」セキュリティアラートが組織で表示された場合、
組織データを保護するために対策する必要があります。セキュリティアラートが表示されている場合、ゲスト
ユーザに対して「すべて表示」、「すべて変更」、「編集」、または「削除」権限が有効になっている 1 つ以
上の標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトがあるため、組織のデータがゲストユーザに公開される可
能性があります。組織でセキュリティアラートが表示されている場合、その推奨手順に従います。
組織のゲストユーザプロファイル、権限セット、権限セットグループをよく調べて、標準オブジェクトやカス
タマイズオブジェクトに対して設定が有効化されていないことを確認することを強くお勧めします。設定が有
効化されている場合は、Winter ’21 リリースの前に設定を無効化してから組織の設定をテストしてください。

重要: 権限セットまたは権限セットグループがゲストユーザに割り当てられていて、カスタムオブジェク
トや、注文、契約、アンケートへの回答、ProfileSkillUser、ProfileSkillEndorsement に対する「すべて変更」、
「すべて表示」、「編集」、「削除」権限が付与されている場合、ゲストユーザは権限セットまたは権
限セットグループから削除されます。同じ権限セットまたは権限セットグループで別の権限が付与され
ている場合、ゲストユーザはそれらにはアクセスできません。オブジェクトに対する「すべて変更」、
「すべて表示」、「編集」、「削除」権限のある権限セットまたは権限セットグループがある場合、そ
れらをコピーして、「すべて変更」、「すべて表示」、「編集」、「削除」権限を削除することをお勧
めします。その後、権限セットおよび権限セットグループをゲストユーザに再割り当てできます。Winter

’21 リリースでゲストユーザが削除された場合は、権限セットまたは権限セットグループにゲストユーザ
を再び割り当てることができます。ただし、Spring '21 リリース以降では、権限セットまたは権限セットグ
ループを使用しても、ゲストユーザに「すべて変更」、「すべて表示」、「編集」、「削除」権限を割
り当てることができなくなります。
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Winter ’21 以降で作成された組織では、これらの権限は完全に削除され、ゲストユーザに対して有効にできませ
ん。

関連トピック:

ゲストユーザのオブジェクト権限の変更からのオプトアウト (以前にリリースされた更新)

Salesforce ヘルプ: コミュニティまたはポータルの保護 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)

ゲストユーザのオブジェクト権限の変更からのオプトアウト (以前にリリース
された更新)
Winter ’21 より前に作成された Salesforce 組織の場合、この更新により、データセキュリティを高めることを目的
としたゲストユーザのオブジェクト権限の変更から組織がオプトアウトできます。
対象: この更新は、すべての Salesforce サイト (旧: Force.com サイト)、Site.com サイト、およびゲストユーザアクセ
スが有効化されているコミュニティに適用されます。
理由: 「ゲストユーザのオブジェクト権限の変更からのオプトアウト」更新を有効にしても、次の権限は変更
されません。有効化すると有効化されたままになり、無効化すると無効化されたままになります。
• カスタムオブジェクトの「編集」、「削除」、「すべてのデータの変更」、「すべてのデータの参照」。
• 次の標準オブジェクトの「編集」、「削除」、「すべてのデータの変更」、「すべてのデータの参照」: 注

文、契約、アンケートへの回答、ProfileSkillUser、ProfileSkillEndorsement。
カスタムオブジェクトと以前の標準オブジェクトに対するこれらの権限は、Winter ’21 リリースのロールア
ウトに伴って無効化される予定です。ただし、ビジネスニーズに合わせてそれぞれの権限を有効化するこ
ともできます。Winter ’21 リリースで組織を更新した後では、この更新を有効化することはできません。
オプトアウトした場合、オプトアウトは Winter ’21 リリースまで有効です。Spring ’21 リリースでは、ゲスト
ユーザからこれらの権限が完全に削除され、有効化することはできなくなります。
組織のゲストユーザプロファイル、権限セット、権限セットグループをよく調べて、標準オブジェクトや
カスタマイズオブジェクトに対して設定が有効化されていないことを確認することを強くお勧めします。
設定が有効化されている場合は、Winter ’21 リリースの前に設定を無効化してから組織の設定をテストして
ください。Salesforce では、一部のお客様がゲストユーザプロファイルから権限を削除するのに時間が必要
であることを理解しています。この更新では、十分な準備時間を設けています。

重要: 権限セットまたは権限セットグループがゲストユーザに割り当てられていて、カスタムオブジェ
クトや、標準オブジェクトの注文、契約、アンケートへの回答、ProfileSkillUser、ProfileSkillEndorsement に
対する「編集」、「削除」、「すべてのデータの変更」、「すべてのデータの参照」の権限が付与さ
れている場合、ゲストユーザは権限セットまたは権限セットグループから削除されます。同じ権限
セットまたは権限セットグループで別の権限が付与されている場合、ゲストユーザはそれらにはアク
セスできなくなります。このオプトアウトを使用すると、権限セットまたは権限セットグループから
のゲストユーザの削除を停止できます。Winter ’21 リリースでゲストユーザが削除された場合は、権限
セットまたは権限セットグループにゲストユーザを再び割り当てることができます。ただし、Spring
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’21 リリース以降では、ゲストユーザに「編集」、「削除」、「すべてのデータの変更」、「すべての
データの参照」の権限を割り当てることはできなくなります。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: コミュニティまたはポータルの保護 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)

ゲストユーザプロファイルでの「すべてのユーザの表示」などの権限の削除
(以前にリリース済みの更新、適用済み)
ゲストユーザは通常、Salesforce 組織のすべてのユーザを参照するアクセス権が必要ないため、データのセキュ
リティを高めるために、Summer ’20 リリースではゲストユーザプロファイルで「すべてのユーザの表示」権限
が無効化されました。Winter '21 リリースでは、すべてのゲストユーザプロファイルからこの権限が削除されま
す。セキュリティを高めるために、「UI 階層アーキテクチャの有効化」権限、「ダイレクトメッセージから人
を削除」権限、「トピックを表示」権限、「営業以外のメールを送信」権限もゲストユーザプロファイルから
削除されました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、Developer Edition の有効
なコミュニティを持つ組織に適用されます。
時期: この設定のロールアウトと適用のタイムラインは、「ゲストユーザセキュリティポリシーとタイムライ
ン」で公開されています。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: コミュニティまたはポータルの保護 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)

[ゲストユーザがこのコミュニティの他のメンバーを表示できるようにする] 設
定の無効化
Winter '21 リリースでは、Winter '20 リリースより前に作成されたコミュニティを 1 つ以上含む有効なコミュニ
ティを持つすべての Salesforce 組織で [ゲストユーザがこのコミュニティの他のメンバーを表示できるようにす
る] 設定がデフォルトで無効になっています。
対象: この更新は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、Developer Edition の有効
なコミュニティを持つ Salesforce 組織で表示されます。
理由:コミュニティ固有の設定である [ゲストユーザがこのコミュニティの他のメンバーを表示できるようにす
る] を使用すると、システム管理者は他のコミュニティユーザ表示設定とは別にゲストユーザ表示を制御でき
ます。
セキュリティ設定によっては、この設定により、ゲストユーザ (実質的にインターネット上のすべてのユーザ)

がコミュニティユーザの個人識別情報にアクセスできる場合があります。この情報には、姓と名、メール、カ
スタム項目などの項目が含まれる可能性があります。
顧客のデータとプライバシーを保護するため、Salesforce はすべてのコミュニティで [ゲストユーザがこのコミュ
ニティの他のメンバーを表示できるようにする] 設定を無効にします。
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ビジネスニーズによっては、サイトを適切に機能させるために、この設定を有効にして、ゲストユーザが互い
を参照できるようにすることが必要になる場合もあります。このため、ビジネスにこの設定が必要かどうかを
再評価および検証してください。この設定を無効にできるようにサイトのカスタマイズを変更することをお勧
めします。ゲストユーザ表示を他のコミュニティユーザに制限することは、Salesforce のセキュリティベストプ
ラクティスです。
すべてのコミュニティでこの設定をすでに無効にしていて、実装をテストした場合、Winter '21 リリースの影響
は受けません。
この設定を再び有効にするには、コミュニティのワークスペースにアクセスして、[管理] > [設定] でこの設定
を有効にします。

管理トピックの画像のセキュリティの改善
Winter ’21 リリース前にアップロードされた管理トピックの画像はドキュメントとして保存されており、公開さ
れています。公開されていない非公開コミュニティであっても、ゲストユーザにはこれらの主要トピックとナ
ビゲーショントピックの画像が表示されます。セキュリティを高めるために、主要トピックやナビゲーション
トピックに関連付けられている新しい画像は、アセットファイルとして保存されており、非公開です。コミュ
ニティのゲストユーザにこれらの新しい画像が表示されることを確認します。
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。
方法: コミュニティで、新しい主要トピックやナビゲーショントピックの画像がゲストユーザにも表示される
ようにするには、エクスペリエンスワークスペースの [管理]  > [設定] で [コミュニティで使用できるアセット
ファイルおよび CMS コンテンツをゲストユーザが表示できるようにする] を選択します。この選択により、ゲ
ストユーザはレコグニションバッジ、コミュニティブランド、取引先ブランドに関連付けられている画像も見
られるようになります。
Winter ’21 リリースより前にアップロードされた画像を公開したくない場合は、一度削除してから、エクスペリ
エンスワークスペースの [コンテンツ管理] > [トピック] にアップロードし直してください。

<apex:inputField> を使用する場合のエンティティ権限の上書き
<apex:inputField>の新しい ignoreEditPermissionForRendering属性により、オブジェクトの基盤と
なる権限で編集が許可されていない場合であっても、ユーザのエンティティ編集権限を上書きできます。この
上書きによってすべてのユーザが影響を受けますが、本来はゲストユーザのみに使用することを目的としてい
ます。この属性は、without sharing モードのカスタムコントローラでのみ機能します。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Salesforce 組織
に適用されます。
時期: この変更は、まず Winter '21 で利用できるようになり、Summer '20 にバックポートされました。
方法: この属性では、エンティティ編集権限および項目レベルセキュリティの編集チェックをバイパスするた
め、この属性が含まれる <apex:inputField> を使用するすべてのフォーム項目を編集できます。この属性
を使用している場合に項目を検証するか編集アクセスをブロックするには、ページのカスタム Apex コントロー
ラで追加のチェックを使用します。

警告: デフォルト設定からのこの変更により、認証されていないユーザにデータが漏洩した場合でも
Salesforce は責任を負わないものとします。
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セキュリティと共有: 多要素認証、カスタマイズ可能なセキュリティ
通知
外部ユーザの多要素認証方式として SMS を有効にします。コミュニティメンバーがメールアドレスを変更した
ときに受信するセキュリティ通知をカスタマイズします。

このセクションの内容:

ユーザに SMS での認証を許可
外部ユーザに SMS を多要素認証方式として使用することを許可できるようになりました。特にアプリケー
ションをダウンロードする必要はなく、はテキストメッセージの受信と同じくらい簡単に検証できます。
メールアドレスの変更通知のカスタマイズ
顧客がメールアドレスを変更したときに受信するセキュリティ通知のカスタマイズ可能なメールテンプレー
トを使用できます。

ユーザに SMS での認証を許可
外部ユーザに SMS を多要素認証方式として使用することを許可できるようになりました。特にアプリケーショ
ンをダウンロードする必要はなく、はテキストメッセージの受信と同じくらい簡単に検証できます。
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。

関連トピック:

コミュニティユーザ、顧客、パートナーが SMS で ID を確認

メールアドレスの変更通知のカスタマイズ
顧客がメールアドレスを変更したときに受信するセキュリティ通知のカスタマイズ可能なメールテンプレート
を使用できます。
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。

関連トピック:

コミュニティのメールアドレス変更の検証メールのカスタマイズ

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。
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このセクションの内容:

Internet Explorer 11 での Lightning コミュニティ機能のテスト終了
Internet Explorer 11 を使用した Lightning コミュニティへのアクセスのサポートは 2020 年 12 月 31 日に終了しま
す。ただし、ご安心ください。短期的にはこのブラウザを使用する訪問者にとって違いはありません。た
だし、Community Cloud では Internet Explorer 11 の新機能がテストされなくなるため、Lightning コミュニティが
徐々に想定どおりに動作しなくなる可能性があります。
Lightning コミュニティの信頼済みサイトパスで大文字と小文字を区別
Lightning コミュニティの信頼済みサイトの URL パスが誤ってすべて小文字の形式で使用されていた問題が修
正されました。入力されたとおりの URL パスが使用されるようになりました。この変更により、信頼済み
サイトが意図せずブロックされる問題が回避されます。
標準外部プロファイルを使用したセルフ登録やコミュニティおよびポータルへのログインをユーザに許可
(以前にリリース済みの更新)

この更新を有効化すると、組織の [セルフ登録およびユーザ作成で標準外部プロファイルの使用を許可] 設
定が有効になります。この設定により、システム管理者はセルフ登録、ユーザ作成、ログインで標準外部
プロファイルを使用できるようになります。
ユーザ設定コンポーネントおよびユーザプロファイルのサマリーと画像コンポーネントの置き換え
コンポーネントのバージョン更新のため、古いユーザ設定コンポーネントおよびユーザプロファイルのサ
マリーと画像コンポーネントは廃止されます。同じ機能を実現し、他の多くの機能を利用するには、代わ
りにカスタマイズ可能なユーザ設定コンポーネント、ユーザプロファイルのサマリーコンポーネント、ユー
ザプロファイル画像コンポーネントを使用してください。
大規模コミュニティユーザの記事の共有の有効化
大規模コミュニティユーザは、共有セットおよび共有グループを使用してナレッジ記事を共有できるよう
になりました。
組み込みチャットおよびチャネルメニューのコード設定を使用したコミュニティのパーソナライズ
Salesforce コミュニティのチャットに顧客を招待してよりパーソナライズされた体験を提供します。エクス
ペリエンスビルダーで [コード設定名] プロパティを組み込みチャットコンポーネントに追加して、訪問者
にポップアップの招待として表示されるカスタム JavaScript を読み込むことができます。
最終更新日が復活
しばらくの間、Classic ナレッジの検索結果は「最終変更」という単語と共に日付なしで表示されていました
が、検索結果に最終変更日時が表示されるようになりました。

Internet Explorer 11 での Lightning コミュニティ機能のテスト終了
Internet Explorer 11 を使用した Lightning コミュニティへのアクセスのサポートは 2020 年 12 月 31 日に終了します。
ただし、ご安心ください。短期的にはこのブラウザを使用する訪問者にとって違いはありません。ただし、
Community Cloud では Internet Explorer 11 の新機能がテストされなくなるため、Lightning コミュニティが徐々に想
定どおりに動作しなくなる可能性があります。
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。
理由: 次の 2 回のリリースの間に、ユーザはサポート対象ブラウザに切り替えることをお勧めします。この要
件をユーザに通知するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「コミュニティ設定」と入力して [コミュ
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ニティ設定] をクリックし、[コミュニティでサポートされていないブラウザの警告を表示] がオンになってい
ることを確認します。
この設定により、サポートされていないブラウザで Lightning コミュニティにアクセスするユーザに、バージョ
ンを更新するか、別のブラウザを使用するように求める通知が表示されます。

メモ:  Internet Explorer 11 は、Salesforce タブ + Visualforce コミュニティでは引き続きサポートされます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: コミュニティのブラウザのサポート (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)

Lightning コミュニティの信頼済みサイトパスで大文字と小文字を区別
Lightning コミュニティの信頼済みサイトの URL パスが誤ってすべて小文字の形式で使用されていた問題が修正
されました。入力されたとおりの URL パスが使用されるようになりました。この変更により、信頼済みサイト
が意図せずブロックされる問題が回避されます。
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: これまで、URL パスが example.com/folder/other/MyScript.js の信頼済みサイトを保存すると、
信頼済みサイトは example.com/folder/other/myscript.js  (すべて小文字) として使用されていました。
予期される信頼済みサイトの URL パスとして example.com/folder/other/MyScript.jsが使用されるよう
になりました。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Select a Security Level in Lightning Communities (Lightning コミュニティでのセキュリティレベルの
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)

標準外部プロファイルを使用したセルフ登録やコミュニティおよびポータルへ
のログインをユーザに許可 (以前にリリース済みの更新)
この更新を有効化すると、組織の [セルフ登録およびユーザ作成で標準外部プロファイルの使用を許可] 設定が
有効になります。この設定により、システム管理者はセルフ登録、ユーザ作成、ログインで標準外部プロファ
イルを使用できるようになります。
対象: この変更は、Performance Edition、Enterprise 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とポータルに適用されます。
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。
• Customer Community Plus

• Customer Community Plus Login

• Customer Portal Manager

• Customer Portal Manager Custom

• Customer Portal Manager Standard
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• Ideas Only Portal

• Limited Customer Portal Manager Custom

• Limited Customer Portal Manager Standard

• Overage Customer Portal Manager Custom

• Overage Customer Portal Manager Standard

• Bronze Partner

• External Apps Plus Login

• External Apps Plus Member

• Gold Partner

• Partner

• Partner Community

• Partner Community Login

• Silver Partner

• Authenticated Website

• CSP Lite Portal

• Customer Community

• Customer Community Login

• External Apps Login

• External Apps Member

• High Volume Customer Portal

• High Volume Portal

• Overage Authenticated Website

• Overage High Volume Customer Portal

• Platform Portal

方法:現在、コミュニティまたはポータルのログイン、セルフ登録、ユーザ作成でいずれかの標準外部プロファ
イルを使用している場合、この更新を有効化します。Spring '21 がリリースされると、外部標準プロファイルに
割り当てられている組織のユーザはコミュニティにログインできなくなります。
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「リリース更新」と入力して、[リリース更新]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やコミュニティおよびポータルへのログインをユーザに許可] で、[有効化]

をクリックします。

メモ:  [セルフ登録およびユーザ作成で標準外部プロファイルの使用を許可] 設定を有効にすることは、
Salesforce のセキュリティベストプラクティスではありません。標準外部プロファイルをコピーし、ビジネ
スニーズに合わせてオブジェクト権限を変更することを強くお勧めします。組織でこの設定がすでに有
効になっている場合、この更新は有効化済みとして表示されます。
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ユーザ設定コンポーネントおよびユーザプロファイルのサマリーと画像コン
ポーネントの置き換え
コンポーネントのバージョン更新のため、古いユーザ設定コンポーネントおよびユーザプロファイルのサマ
リーと画像コンポーネントは廃止されます。同じ機能を実現し、他の多くの機能を利用するには、代わりにカ
スタマイズ可能なユーザ設定コンポーネント、ユーザプロファイルのサマリーコンポーネント、ユーザプロ
ファイル画像コンポーネントを使用してください。
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。

大規模コミュニティユーザの記事の共有の有効化
大規模コミュニティユーザは、共有セットおよび共有グループを使用してナレッジ記事を共有できるようにな
りました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance Edition、Developer Edition、Unlimited Edition の Lightning

Knowledge を使用しているコミュニティに適用されます。Salesforce Classic では使用できません。
方法: 大規模コミュニティユーザと記事を共有するには、最初に Knowledge 用に Salesforce の標準共有を有効にし
ます。[設定] で [ナレッジの設定] ページを見つけ、[編集] をクリックします。[共有設定] で、[Salesforce の標準
共有を使用] を有効にして [保存] をクリックします。
標準共有を有効にしたら、共有セットおよび共有グループを使用して記事を共有できます。

関連トピック:

ゲストユーザおよび大規模コミュニティユーザとのナレッジ共有の使用

組み込みチャットおよびチャネルメニューのコード設定を使用したコミュニ
ティのパーソナライズ
Salesforce コミュニティのチャットに顧客を招待してよりパーソナライズされた体験を提供します。エクスペリ
エンスビルダーで [コード設定名] プロパティを組み込みチャットコンポーネントに追加して、訪問者にポップ
アップの招待として表示されるカスタム JavaScript を読み込むことができます。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional 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:

組み込みチャットおよびチャネルメニューのコード設定を使用したコミュニティのカスタマイズ

最終更新日が復活
しばらくの間、Classic ナレッジの検索結果は「最終変更」という単語と共に日付なしで表示されていましたが、
検索結果に最終変更日時が表示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。
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Salesforce CMS: コンテンツ配信ネットワーク、ローカルコンテン
ツのインポート、フォルダ

公開コンテンツをコンテンツ配信ネットワーク (CDN) で共有し、ローカルドライブから Salesforce CMS に画像と
ドキュメントをインポートし、フォルダで CMS コンテンツを整理します。

このセクションの内容:

コンテンツ配信ネットワーク (CDN) を使用した CMS コンテンツの提供
CDN を使用して、より高いパフォーマンスで Salesforce CMS コンテンツをユーザに配信します。CDN はサーバ
の分散グループであり、連携してコンテンツを迅速かつ効率的に配信します。Community Cloud を介してサ
イトにコンテンツを接続するか、公開チャネルを介してカスタムアプリケーションにコンテンツを接続で
きます。また、Salesforce CMS のメールマーケティングコンテンツとテンプレートを Lightning のマーケティン
グメールと簡単に共有できます。
ローカル画像とドキュメントの Salesforce CMS へのインポート
画像やドキュメントなどのコンテンツを Web ソースから参照することなく、.zip アーカイブから直接 Salesforce

CMS のワークスペースにインポートします。
フォルダを使用した Salesforce CMS コンテンツの整理
フォルダを作成および編集して、Salesforce CMS ワークスペースのコンテンツを簡単に整理し、フォルダへ
のリンクを組織の他のユーザと共有します。
Salesforce CMS での CMS コレクションコンポーネントのナレッジ記事のサポートを追加
公開リストビューからナレッジコレクションを作成し、Salesforce CMS コレクションコンポーネントを使用
してコレクションを表示します。
強化されたリッチテキストエディタでのより簡単なコンテンツの追加
より大きなテキスト編集ブロックを使用して、テーブルをコピーして貼り付け、全画面で動画を表示でき
ます。
Salesforce CMS アプリケーションとタブをデフォルトで有効化
Salesforce CMS アプリケーションとそのタブは、新しい組織とすべての標準ユーザプロファイルのアプリケー
ションランチャーでデフォルトで有効化されるようになりました。以前は、ユーザのために手動で有効に
する必要がありました。
Salesforce CMS でのコンテンツタイプによる絞り込み
コンテンツタイプ検索条件と条件設定済みリストの検索機能を使用して、Salesforce CMS アプリケーション、
単一項目、またはコレクションのコンテンツをすばやく検索できます。
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コンテンツ配信ネットワーク (CDN) を使用した CMS コンテンツの提
供
CDN を使用して、より高いパフォーマンスで Salesforce CMS コンテンツをユーザに配信します。CDN はサーバの
分散グループであり、連携してコンテンツを迅速かつ効率的に配信します。Community Cloud を介してサイトに
コンテンツを接続するか、公開チャネルを介してカスタムアプリケーションにコンテンツを接続できます。ま
た、Salesforce CMS のメールマーケティングコンテンツとテンプレートを Lightning のマーケティングメールと簡
単に共有できます。
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。
方法: CDN パートナーである Akamai などの CDN からコンテンツを提供するか、独自の CDN を使用します。公開
チャネルを作成するには、Salesforce CMS アプリケーションで [CMS チャネル] ページを開き、[チャネルを作成]

をクリックして、[公開チャネル] を選択します。

次に、[CMS チャネル] ページで、公開チャネルの横にある  > [編集] をクリックします。
[チャネル設定] ウィンドウで、公開チャネルのコンテンツを CDN にリンクし、コンテンツをシームレスにユー
ザに配信するドメインを設定できます。
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ヒント:  Community Cloud を介して Web サイトにコンテンツを提供するには、Salesforce CMS アプリケーショ
ンの代わりに [設定] でコミュニティの CDN を設定します。

Salesforce CMS のメールマーケティングコンテンツとテンプレートを Lightning Content Builder と共有します。CMS

でドメインを追加し、ワークスペースおよびチャネルを作成または選択します。次に、Lightning Content Builder

で使用するチャネルを指定します。

関連トピック:

メール用の Salesforce CMS からの画像の挿入

ローカル画像とドキュメントの Salesforce CMS へのインポート
画像やドキュメントなどのコンテンツを Web ソースから参照することなく、.zip アーカイブから直接 Salesforce

CMS のワークスペースにインポートします。
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。
対象ユーザ: コンテンツをインポートするには、その CMS ワークスペースでのコンテンツ管理者ロールを持っ
ているか、Salesforce システム管理者である必要があります。
方法: コンピュータで、「media」という名前のフォルダを作成し、インポートするローカルコンテンツをこ
のフォルダに保存します。コンテンツの詳細を JSON ファイルに入力するときに、ref 属性を使用して、ロー
カル画像またはドキュメントのファイル名と、media フォルダ内のその場所を参照します。たとえば、画像が
「salesforce21.png」という名前で、「Level 2」というフォルダにネストされている場合、Level1/Level2/salesforce21.png
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として参照を追加します。media フォルダを JSON ファイルの場所に追加し、.zip アーカイブを作成します。

メモ: 引き続きファイルへのパスで url 属性を使用して、Web ソースから画像をインポートできます。
少なくとも 1 つのソース (ref または url) が必要で、コンテンツオブジェクトあたり 1 つのみを使用でき
ます。

画像をインポートする JSON 構造の例を次に示します。
{
"content": [

{
"type":"cms_image",
"urlName":"lampplus",
"status":"Draft",
"body": {

"title" : "Hanging Pendant Lamp with Bluetooth Accessibility",
"altText" : "Hanging Pendant Lamp with Bluetooth Accessibility",
"source" : {

"ref": "SummerCampaign/Sale/hangingpendantlamp.png"
}

}
},
{
"type":"cms_image",
"urlName":"lampplus",
"status":"Published",
"body": {

"title" : "Modern Table Lamps Set of 2 with USB Gold Metal for Living Room Bedroom
Bedside",

"altText" : "Modern Table Lamps Set of 2 with USB Gold Metal for Living Room Bedroom
Bedside",

"thumbUrl":"https://myimageurl.com/images/g/wP8AAOSw3S1ct-iC/s-l640.jpg",
"source" : {

"url": "https://myimageurl.com/images/g/wP8AAOSw3S1ct-iC/s-l640.jpg"
}

}]
}
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フォルダを使用した Salesforce CMS コンテンツの整理
フォルダを作成および編集して、Salesforce CMS ワークスペースのコンテンツを簡単に整理し、フォルダへのリ
ンクを組織の他のユーザと共有します。
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。
対象ユーザ:フォルダを作成および編集するには、その CMS ワークスペースでのコンテンツ管理者ロールを持っ
ているか、Salesforce システム管理者である必要があります。
理由: すべてのコンテンツタイプをより簡単にフォルダに整理できるようになりました。ワークスペース (1)

で、ボタン (3) をクリックして最大 5 レベル (2) の階層を持つフォルダを作成します。フォルダを編集して名前
を変更し、CMS を微調整し、不要になった空のフォルダを削除します。コンテンツをフォルダに直接追加し、
フォルダ内のコンテンツを移動します (4)。各フォルダには、URL (5) に表示される一意のフォルダ ID がありま
す。つまり、URL をブックマークしてフォルダをすばやく見つけ、特定のフォルダへのリンクをワークスペー
スの他のメンバーと共有できます。

Salesforce CMS での CMS コレクションコンポーネントのナレッジ記
事のサポートを追加
公開リストビューからナレッジコレクションを作成し、Salesforce CMS コレクションコンポーネントを使用して
コレクションを表示します。
対象:この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

でアクセスする、Salesforce CMS を使用する Lightning コミュニティに適用されます。
対象ユーザ: Salesforce CMS の Salesforce CMS コレクションを作成するには、コミュニティでのコンテンツ管理者
ロールを持っているか、Salesforce システム管理者である必要があります。
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方法: まず、組織でナレッジが有効になっていることを確認します。Salesforce CMS で、ナレッジ用の CRM 接続
をナレッジ記事許可リストに追加します。次に、Salesforce CMS の CRM コレクションを作成し、ナレッジリスト
ビューを参照してナレッジ記事のコレクションを選定します。CMS コレクションコンポーネントでそのコレク
ションを使用します。

メモ: ナレッジリストビューは、ナレッジ記事の翻訳をサポートできます。コレクションを選定するとき
に、必ず言語項目に入力してください。異なる利用者向けにナレッジコレクションをパーソナライズし
て、パーソナライズされたコンポーネントを作成します。

強化されたリッチテキストエディタでのより簡単なコンテンツの追
加
より大きなテキスト編集ブロックを使用して、テーブルをコピーして貼り付け、全画面で動画を表示できま
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: コンテンツを作成および編集するには、その CMS ワークスペースでのコンテンツ管理者ロールを
持っているか、Salesforce システム管理者である必要があります。
理由: 以前は、動画をリッチテキストエディタに追加した後に、全画面で表示することはできませんでした。
未公開および公開コンテンツの動画を全画面で表示できるようになりました。また、コンテンツを公開する
と、ユーザが動画を全画面で表示することもできます。
Salesforce CMS では、公開コンテンツでプロバイダ Appinium からの動画がサポートされるようになりました。
リッチテキストエディタをもっと大きくして、テーブルをコピーして貼り付けたいと思っていた方に朗報で
す。最新の機能強化により、コンテンツを追加するとエディタのサイズが大きくなり、テーブルをコピーして
貼り付けることもできます。

Salesforce CMS アプリケーションとタブをデフォルトで有効化
Salesforce CMS アプリケーションとそのタブは、新しい組織とすべての標準ユーザプロファイルのアプリケー
ションランチャーでデフォルトで有効化されるようになりました。以前は、ユーザのために手動で有効にする
必要がありました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に
適用されます。
対象ユーザ: すべての標準ユーザプロファイル。
理由: 検索可能なリストを使用して、Salesforce CMS アプリケーションとタブ ([CMS チャネル] や [CMS ワークスペー
ス] など) を従来より簡単に検索できます。
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Salesforce CMS でのコンテンツタイプによる絞り込み
コンテンツタイプ検索条件と条件設定済みリストの検索機能を使用して、Salesforce CMS アプリケーション、単
一項目、またはコレクションのコンテンツをすばやく検索できます。
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: コンテンツを作成および編集するには、その CMS ワークスペースでのコンテンツ管理者ロールを
持っているか、Salesforce システム管理者である必要があります。
理由: コンテンツタイプで絞り込み、使用する特定のファイルにさらに絞り込んで、公開済みコンテンツをよ
り簡単に検索します。CMS コンテンツと Salesforce CRM データのコレクションの検索も合理化されます。

ファイル: Adobe Flash 変換のサポート終了

Connect REST API のファイル変換を Adobe Flash から SVG に切り替えます。
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Connect REST API でのファイル変換の切り替え
Winter '21 では、Connect REST API は Adobe Flash 変換を作成しなくなります。SVG 変換に切り替えてください。
対象: この変更は、Professional Edition を除くすべてのエディションの Lightning Experience および Salesforce Classic に
適用されます。
方法: Connect REST API File Preview リソースを使用して SVG 変換を取得します。

モバイル: 生産性機能、使いやすくなったナビゲーション

ランチパッド、活動タイムライン、他の生産性向上機能を使用して、Salesforce モバイルアプリケーションでよ
り多くの作業を実行できます。通知機能では、カスタム通知をより詳細に制御できます。コミュニティ向け
Mobile Publisher で Marketing Cloud プッシュ通知 (パイロット) がサポートされるようになりました。Salesforce Anywhere

のリアルタイムアラート、チャット、推奨アクション (ベータ) を使用して CRM の未来を体験します。

このセクションの内容:

Salesforce モバイルアプリケーション: ナビゲーションと生産性の機能強化
ランチパッドショートカット、改善されたスクロール、iOS クイックナビゲーションウィジェットによりナ
ビゲーションがスムーズになります。レポートの強調表示と活動タイムラインにより iOS ユーザは必要な情
報を一目で確認できます。
通知: より厳重なセキュリティ、より柔軟なナビゲーション
新たに発表されたリリース更新により、[カスタム通知を送信] アクションをトリガできるユーザをより詳
細に制御できるようになります。新しい [対象ページ参照] 項目を使用して、カスタム通知用の新しい種類
のナビゲーション対象を指定します。
コミュニティ向け Mobile Publisher: Marketing Cloud 通知 (パイロット)、バーコードスキャナプラグイン (ベー
タ)、その他
コミュニティ向け Mobile Publisher で Marketing Cloud プッシュ通知がサポートされるようになりました。モバ
イルデバイスのカメラを使用してバーコードをスキャンします。コミュニティユーザのナビゲーションメ
ニューを作成およびカスタマイズします。
Salesforce Anywhere: ビジネスをリアルタイムで計画してスピードアップ (ベータ)

Salesforce Anywhere は、リアルタイム Salesforce を実現する CRM の未来のエクスペリエンスです。注目する
Salesforce データへの変更に関するアラートを入手します。推奨アクションにより、数タップで Salesforce デー
タを更新します。チャットを使用してコンテキスト内でコラボレーションします。Salesforce データを検索
して表示します。そして、Lightning Flow Builder とプロセスビルダーで Salesforce Anywhere のチャットとアラー
トをビジネスプロセスに統合します。

Salesforce モバイルアプリケーション: ナビゲーションと生産性の機
能強化
ランチパッドショートカット、改善されたスクロール、iOS クイックナビゲーションウィジェットによりナビ
ゲーションがスムーズになります。レポートの強調表示と活動タイムラインにより iOS ユーザは必要な情報を
一目で確認できます。
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このセクションの内容:

Salesforce モバイルアプリケーションのすべての新機能
Salesforce モバイル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。
App Store および Google Play の更新
メジャーリリースで Salesforce モバイルアプリケーションに大幅な変更が加えられますが、Salesforce では常
日頃からモバイル環境の改善に取り組んでいます。小さいながらも重要な変更を行うことがあり、メジャー
リリースまで待てないものは、App Store®および Google Play™の更新でリリースしています。最新リリースに
ついての詳細は、Salesforce ヘルプを参照してください。

Salesforce モバイルアプリケーションのすべての新機能
Salesforce モバイル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。
新しい 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。
ほとんどの機能は、2020 年 10 月 19 日の週に Salesforce モバイルアプリケーションで使用できるようになりま
す。

フルサイ
トの設定

Salesforce for
iOS

Salesforce for
AndroidSalesforce アプリケーションの機能強化と変更

ブラウザとオペレーティングシステム

Salesforce モバイルアプリケーションの要件の変更 (ページ 476)

Einstein Analytics

モバイルユーザがレコードページからダッシュボードにアクセス
する方法の合理化 (ページ 481)

Android の新しいモバイルナビゲーション項目を使用した外出中
での Einstein Analytics へのアクセス (ページ 483)

ナビゲーションおよびアクション

ユーザの重要なページへのショートカットの作成 (ページ 477)

改善されたスクロールによるアプリケーションのナビゲーション
(ページ 478)

生産性機能

iOS での活動タイムラインを使用した活動の追跡 (ページ 479)

レポートの強調表示で要点を示す (ページ 479)

カレンダーの月表示による全体像の把握 (ページ 480)
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フルサイ
トの設定

Salesforce for
iOS

Salesforce for
AndroidSalesforce アプリケーションの機能強化と変更

Industries

Financial Services Cloud モバイル用 Lightning コンポーネントで生産性
を高める (ページ 484)

アクセスおよびセキュリティ

Android デバイスのセキュリティパッチの更新 (ページ 484)

このセクションの内容:

モバイルユーザがレコードページからダッシュボードにアクセスする方法の合理化
組み込みダッシュボードは、関連データが最も重要な場所 (レコード) に直接置かれるため、非常に便利で
す。ただし、組み込みダッシュボードは必ずしもモバイルデバイス用に最適化されているわけではありま
せん。限られた画面領域を占有してしまい、接続状態が理想的でない場合は読み込みに時間がかかります。
モバイルユーザがレコードからダッシュボードにすばやくアクセスできる、カスタムリンクを使用できる
ようになりました。
Android の新しいモバイルナビゲーション項目を使用した外出中での Einstein Analytics へのアクセス
Salesforce for Android ユーザは、Lightning アプリケーションの新しい Analytics ナビゲーション項目を含む、Einstein

Analytics アプリケーションとダッシュボードの拠点を使用できるようになりました。新しい項目を使用する
と、ユーザはアプリケーションを参照して、お気に入りにアクセスできます。Salesforce アプリケーション
の機能の追加により、Einstein Analytics ユーザは重要なビジネスタスクを完了するのにアプリケーションを切
り替える必要はなくなりました。

関連トピック:

外出先での売上予測の取得

Salesforce モバイルアプリケーションの要件の変更
Salesforce は、Android および iOS 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。

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 iOS および Android 用の Salesforce モバイル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。Winter '21 のデバイスリストを次に示します。

タブレットスマートフォンプラットフォーム

Android • Google Pixel 4 XL

• Google Pixel 3

• Samsung Galaxy S10 / S10+
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タブレットスマートフォンプラットフォーム

• Samsung Galaxy S9 / S9+

• Samsung Galaxy S8 / S8+

• Samsung Galaxy S7

• Samsung Galaxy Note 10+

• Samsung Galaxy Note 9

• Samsung Galaxy Note 8

iOS • iPad Pro 10.5”• iPhone 11 Pro / Pro Max

• iPhone 11 • iPad Air 2

•• iPhone XR iPad Mini 4

• iPhone XS / XS Max

• iPhone X

• iPhone 8/8 Plus

• iPhone 7/7 Plus

• iPhone SE

• iPhone 6S

• iPhone 6

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。

ユーザの重要なページへのショートカットの作成
モバイルランチパッドを設定して、ユーザが必要な情報にすばやくアクセスできるようにします。Launchpad

Lightning Web コンポーネントを使用して、モバイルおよびデスクトップの Lightning ページにリンクを追加しま
す。内部リンクは Salesforce モバイルアプリケーションで開き、外部リンクはモバイルブラウザウィンドウで開
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 Lightning Experience、iOS および Android 用の Salesforce

モバイルアプリケーションに適用されます。
理由: ユーザが重要な情報を確認するのにアプリケーションを開きますが、必要な情報を見るまでに多くのタッ
プ操作が必要です。モバイルランチパッドを使用すれば、数タップで必要な情報にアクセスできます。
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方法: Launchpad Lightning Web コンポーネントを Lightning ページに追加します。ランチパッドに最大 20 件の項目
を追加します。ページには最初の 6 件の項目と、その他の項目を表示するためのオプションが表示されます。
[保存] をクリックしたら、Salesforce モバイルアプリケーションまたはデスクトップに移動して、ランチパッド
が表示されていることを確認します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Salesforce モバイルアプリケーションのカスタムランチパッドの作成 (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)

改善されたスクロールによるアプリケーションのナビゲーション
ユーザからのフィードバックに応えて、Salesforce モバイルアプリケーションのナビゲーション方法をアップグ
レードしました。この更新により、ページのスクロール操作とアプリケーションの更新操作がスムーズになり
ます。また、コピーと貼り付けをアプリケーション内で直接行うこともできます。
対象:この変更は、Database.com を除くすべてのエディションの iOS および Android 用の Salesforce モバイルアプリ
ケーションに適用されます。
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時期: この変更は、2020 年 10 月 19 日の週に使用可能になります。
理由: 改善されたスクロールは、特にスクリーンリーダーなどの支援技術を有効化しているユーザーにとって
はさらにすばらしいものになります。以前に iOS デバイスで VoiceOver が実行されていた場合に有効になってい
た画面スクロールボタンは、この改善により削除されます。
方法:ネイティブスクロールの有効化についての詳細は、アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
ベータ版にサインアップしたら、[設定] でユーザに対してこの機能を有効にします。[ユーザ] > [権限セット] >

[新規] を選択します。[ライセンス] で [なし] を選択し、「Salesforce モバイルアプリケーション: Web ビューでの
ネイティブスクロール」システム権限を追加します。[割り当ての管理] で、ネイティブスクロールする必要が
あるユーザに割り当てを追加します。ネイティブスクロールの使用を開始するには、ユーザはアプリケーショ
ンを強制終了して再起動する必要があります。

iOS での活動タイムラインを使用した活動の追跡
ユーザからのフィードバックに応えました。リード、商談、取引先、取引先責任者の活動タイムラインを
Salesforce モバイルアプリケーションで使用できるようになりました。このレコードタイプでは、iOS ユーザは
1 つの便利なフィードで、レコードに関連付けられたすべての ToDo、行動、メールを参照できます。以前は、
モバイルアプリケーションで活動を追跡するには、システム管理者が活動履歴ビューを含む関連リストを作成
する必要がありました。
対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の iOS 用 Salesforce モバイルアプリケーションのバージョン 226.030 以上に適用されます。
理由: エンドユーザが活動タイムラインを気に入っている理由は容易にわかります。活動予定タイムラインを
使用すると、中断した場所から容易に再開することができ、次のステップに集中できます。レコードページの
下部にあるナビゲーションバーの上に表示されているため、活動履歴関連リストよりも容易にアクセスできま
す。また、すべての活動が時系列で表示されるため、活動をより容易にたどることもできます。

メモ: 絞り込みと検索はモバイル活動タイムラインではサポートされていません。

方法: サポート対象のレコードタイプでは、モバイル活動タイムラインはデフォルトで有効になっていますが、
接続アプリケーションのカスタム属性を追加することで、すべてのユーザに対して無効にするように選択でき
ます。[設定] で [クイック検索] ボックスに「接続アプリケーション」と入力し、[接続アプリケーションを管理
する] を選択してから、変更する接続アプリケーションの名前をクリックします。接続アプリケーションペー
ジの [カスタム属性] セクションで [新規]をクリックします。属性キーに「DISABLE_ACTIVITY_TIMELINE」と
入力し、属性値に「"true"」と入力します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 活動タイムラインのカスタマイズに関する考慮事項 (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)

レポートの強調表示で要点を示す
ユーザは Salesforce モバイルアプリケーションでレポートの概要を取得できします。[レポートハイライト] に
は、平均金額、総数、小計、レコード件数、および数式列の結果を含め、最大 8 個の主要な総計値のサマリー
が表示されます。サマリーレポートおよびマトリックスレポートでは、ユーザは第 1 レベルのグループ項目に
基づくグループの合計も表示できます。
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対象: この変更は、Database.com を除くすべてのエディションの iOS および Android 用 Salesforce モバイルアプリ
ケーションのバージョン 226 以上に適用されます。
理由: ユーザがモバイルデバイスでレポートを参照する場合、長い詳細なレポートテーブルを何度もスクロー
ルするのではなく、情報を一目で確認したいと考えます。集計された合計は、データの調査で 1 日を無駄なく
過ごすのに役立ちます。

ユーザは Lightning Experience デスクトップのレポート実行ページから [レポートハイライト] に表示される総計値
をカスタマイズできます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 実行ページのレポートビューのカスタマイズ

カレンダーの月表示による全体像の把握
Salesforce モバイルアプリケーションのカレンダーの新しい月表示では、今後の予定を簡単に確認できます。さ
らに、以前は 12 週間先までが表示可能でしたが、最大 12 か月まで表示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 iOS および Android 用の新しい Salesforce モバイル
アプリケーションに適用されます。
理由:事前に計画することはビジネスにとって理にかなっていますが、1 週間ずつタップして次の週へ進めるの
では、それほど遠くまで表示できません。月表示では、すでにスケジュールにアクションがぎっしり詰まって
いる時期と、余裕がある時期を確認しやすくなります。月表示の 1 日をタップしてドリルダウンすると、行動
を編集および作成できます。
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モバイルユーザがレコードページからダッシュボードにアクセスする方法の合理化
組み込みダッシュボードは、関連データが最も重要な場所 (レコード) に直接置かれるため、非常に便利です。
ただし、組み込みダッシュボードは必ずしもモバイルデバイス用に最適化されているわけではありません。限
られた画面領域を占有してしまい、接続状態が理想的でない場合は読み込みに時間がかかります。モバイル
ユーザがレコードからダッシュボードにすばやくアクセスできる、カスタムリンクを使用できるようになりま
した。
対象: この変更は、Lightning Experience および iOS 用の Salesforce モバイルアプリケーションのバージョン 226.030

以降に適用されます。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: ダッシュボードへのカスタム URL を作成するには、Einstein Analytics の [共有] (1) および [URL を取得] (2) オプ
ションを使用します。
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必要に応じてダッシュボードを特定の状態で開くには、dashboardState パラメータを URL に追加します。
この構文をカスタムリンク URL で使用します。
https://domain.my.salesforce.com/analytics/wave/dashboard?assetId={dashboardID}&orgId={orgID}&loginHost={loginHost}&urlType=sharing&dashboardState={URL-encoded
dashboard state}

[設定] で、カスタムリンク URL をオブジェクトマネージャのレコードページに追加します。たとえば、「Account

Insights」  (取引先インサイト) (3) リンクを作成して、取引先所有者がレコードから直接適用された関連検索
条件を使用してセールス総計値ダッシュボードを起動できるようにします。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: URL を使用した Einstein Analytics アセットの起動 (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)

Salesforce ヘルプ:ダッシュボード、ウィジェット、レンズの共有 (リリースプレビューの時点で内容が刷新さ
れたり、使用不能になる可能性があります)

Android の新しいモバイルナビゲーション項目を使用した外出中での Einstein Analytics への
アクセス
Salesforce for Android ユーザは、Lightning アプリケーションの新しい Analytics ナビゲーション項目を含む、Einstein

Analytics アプリケーションとダッシュボードの拠点を使用できるようになりました。新しい項目を使用すると、
ユーザはアプリケーションを参照して、お気に入りにアクセスできます。Salesforce アプリケーションの機能の
追加により、Einstein Analytics ユーザは重要なビジネスタスクを完了するのにアプリケーションを切り替える必
要はなくなりました。
対象: この変更は、Lightning Experience および Android 用の Salesforce モバイルアプリケーションのバージョン 226.030

以降に適用されます。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: システム管理者は Lightning アプリケーションビルダーで Analytics ナビゲーション項目を Lightning アプリ
ケーションに追加できます。Analytics はアプリケーションランチャーの [モバイルのみ] ナビゲーション項目リ
ストには表示されません。

メモ:  Salesforce モバイルアプリケーションでサポートされていないレンズとデータセットは、Einstein Analytics

for Android アプリケーションで開きます。
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Financial Services Cloud モバイル用 Lightning コンポーネントで生産性を高める
Salesforce モバイルアプリケーションに Financial Services Cloud モバイル用 Lightning コンポーネントを含めること
で、リモートユーザの生産性を高めます。
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: 外出中に生産性を維持するために必要な Financial Services Cloud 機能へのアクセス権を Salesforce モバイルユー
ザに付与します。

関連トピック:

Financial Services Cloud モバイル用 Lightning コンポーネントで生産性を高める

Android デバイスのセキュリティパッチの更新
デバイスのセキュリティを確保するために、Android OS 8 および 9 ユーザは、セキュリティパッチが 2018 年 10

月以降であることを確認してください。詳細は、「Android のセキュリティに関する公開情報 - 2018 年 10 月」
を参照してください。
対象: この変更はすべてのエディションの Android 用の Salesforce モバイルアプリケーションに適用されます。

App Store および Google Play の更新
メジャーリリースで Salesforce モバイルアプリケーションに大幅な変更が加えられますが、Salesforce では常日頃
からモバイル環境の改善に取り組んでいます。小さいながらも重要な変更を行うことがあり、メジャーリリー
スまで待てないものは、App Store® および Google Play™ の更新でリリースしています。最新リリースについての
詳細は、Salesforce ヘルプを参照してください。
228.010

このバージョンの Salesforce モバイルアプリケーションは、2020 年 11 月 16 日の週に利用可能になります。
228.020

このバージョンの Salesforce モバイルアプリケーションは、2020 年 11 月 30 日の週に利用可能になります。

通知: より厳重なセキュリティ、より柔軟なナビゲーション
新たに発表されたリリース更新により、[カスタム通知を送信] アクションをトリガできるユーザをより詳細に
制御できるようになります。新しい [対象ページ参照] 項目を使用して、カスタム通知用の新しい種類のナビ
ゲーション対象を指定します。

このセクションの内容:

[カスタム通知を送信] アクションにユーザ権限が必要 (更新)

この更新により、[カスタム通知を送信] アクションをトリガできるユーザをより詳細に制御できるように
なります。この更新を有効化した場合、ユーザコンテキストで実行されるフロー、REST API コール、または
Apex コールアウト内で [カスタム通知を送信] アクションをトリガするには、ユーザには「カスタム通知を
送信」ユーザ権限が必要になります。「カスタム通知を送信」ユーザ権限を使用して、Salesforce 組織のセ
キュリティを向上し、カスタム通知を目的のユーザおよび使用事例に制限します。
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ページ参照ナビゲーションを使用してカスタム通知の受信者を新しい場所に移動
[カスタム通知を送信] アクションの新しい [対象ページ参照] 項目を使用して、フローまたは REST API を介し
て送信するカスタム通知のナビゲーション対象を指定します。以前は、カスタム通知のナビゲーションで
は [対象 ID] 項目のみを使用でき、ナビゲーション対象としてレコード ID のみを指定できました。カスタム
プッシュ通知およびアプリケーション内通知では、PageReference クラスを介してアクセスできる任意のペー
ジ (Lightning アプリケーション、外部 URL など) に移動できるようになりました。

[カスタム通知を送信] アクションにユーザ権限が必要 (更新)
この更新により、[カスタム通知を送信] アクションをトリガできるユーザをより詳細に制御できるようになり
ます。この更新を有効化した場合、ユーザコンテキストで実行されるフロー、REST API コール、または Apex コー
ルアウト内で [カスタム通知を送信] アクションをトリガするには、ユーザには「カスタム通知を送信」ユーザ
権限が必要になります。「カスタム通知を送信」ユーザ権限を使用して、Salesforce 組織のセキュリティを向上
し、カスタム通知を目的のユーザおよび使用事例に制限します。
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。
時期: Salesforce は、この更新を Spring '21 で既存の組織に適用します。Winter '21 以降、Salesforce は Winter '21 以降
で作成された組織にこの更新を適用します。インスタンスのメジャーリリースアップグレード日を確認するに
は、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブをクリックします。
方法: この更新を有効化した場合、ユーザコンテキストで実行されるフロー、REST API コール、または Apex コー
ルアウト内で [カスタム通知を送信] アクションをトリガするには、ユーザには「カスタム通知を送信」ユーザ
権限が必要になります。REST API をトリガするほとんどのフロー、REST API コール、Apex コールアウトはデフォ
ルトでユーザコンテキストで実行されるため、実行ユーザの権限が適用されます。権限のないユーザが、ユー
ザコンテキストで実行されるフロー、REST API コール、または Apex コールアウトを起動し、それらに [カスタム
通知を送信] アクションが含まれる場合、そのフロー、REST API コール、または API コールアウトはエラーにな
り、カスタム通知は送信されません。
カスタム通知が引き続きトリガされ、期待どおりに送信されるようにするには、カスタム通知を送信する既存
のフロー、REST API コール、および Apex コールアウトを確認します。必要に応じて、[設定] の [リリース更新]

ノードにある「[カスタム通知を送信] アクションにユーザ権限が必要」リリース更新の推奨事項に従って変更
します。
カスタム通知を送信するプロセスまたはフローのうちシステムコンテキストで実行されるものを確認または変
更する必要はりません。プロセスおよび一部のフローはデフォルトでシステムコンテキストで実行されるた
め、実行ユーザの権限は適用されません。[カスタム通知を送信] アクションはトリガされ、通知は期待どおり
に送信されます。
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ただし、システムコンテキストで実行されるプロセスまたはフロー内でカスタム通知をトリガできるユーザを
制限できます。プロセスまたはフローをユーザコンテキストで実行するフローとして再作成します。次に、こ
のフローを起動できるようにするユーザに「カスタム通知を送信」ユーザ権限を割り当てます。

関連トピック:

リリース更新
Salesforce ヘルプ: フローが実行されるコンテキスト
Salesforce ヘルプ: カスタム通知の送信 (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)

ページ参照ナビゲーションを使用してカスタム通知の受信者を新しい場所に移
動
[カスタム通知を送信] アクションの新しい [対象ページ参照] 項目を使用して、フローまたは REST API を介して
送信するカスタム通知のナビゲーション対象を指定します。以前は、カスタム通知のナビゲーションでは [対
象 ID] 項目のみを使用でき、ナビゲーション対象としてレコード ID のみを指定できました。カスタムプッシュ
通知およびアプリケーション内通知では、PageReference クラスを介してアクセスできる任意のページ (Lightning

アプリケーション、外部 URL など) に移動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。カスタム通知は、Database.com を除くすべてのエディショ
ンの Lightning Experience およびすべてのバージョンの Salesforce モバイルアプリケーションで受信できます。
方法: フローまたは REST API コールで [カスタム通知を送信] アクションを追加または変更する場合、アクション
の [対象 ID] 項目でレコード ID を指定するか、[対象ページ参照] 項目で PageReference を指定する必要がありま
す。

関連トピック:

Lightning Aura コンポーネント開発者ガイド: pageReference の型
Salesforce ヘルプフローコアアクション: カスタム通知の送信 (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)

Actions Developer Guide (アクション開発者ガイド): Send Custom Notification Actions (カスタム通知の送信アクション)

(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)

Salesforce ヘルプ: カスタム通知の送信 (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)

コミュニティ向け Mobile Publisher: Marketing Cloud 通知 (パイロッ
ト)、バーコードスキャナプラグイン (ベータ)、その他
コミュニティ向け Mobile Publisher で Marketing Cloud プッシュ通知がサポートされるようになりました。モバイル
デバイスのカメラを使用してバーコードをスキャンします。コミュニティユーザのナビゲーションメニューを
作成およびカスタマイズします。
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このセクションの内容:

Marketing Cloud 通知の設定 (パイロット)

Marketing Cloud プッシュ通知をコミュニティ向け Mobile Publisher アプリケーションで使用できるようになり
ました。通知を作成および送信し、コミュニティアプリケーションユーザとのエンゲージメントを高める
ことができます。
モバイルデバイスのカメラを使用したバーコードのスキャン (ベータ)

コミュニティ向け Mobile Publisher ユーザはモバイルデバイスのカメラを使用してバーコード (UPC 記号、QR

コードなど) をスキャンできます。
コミュニティアプリケーションでのユーザのナビゲーション方法のカスタマイズ (パイロット)

コミュニティ向け Mobile Publisher ユーザがよく使用するメニュー項目を、容易にアクセスできる場所に配置
します。コミュニティのエクスペリエンスビルダーを使用して、メニュー項目の種別と順序をカスタマイ
ズできます。

Marketing Cloud 通知の設定 (パイロット)
Marketing Cloud プッシュ通知をコミュニティ向け Mobile Publisher アプリケーションで使用できるようになりまし
た。通知を作成および送信し、コミュニティアプリケーションユーザとのエンゲージメントを高めることがで
きます。
対象:この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

でアクセスする Lightning コミュニティに適用されます。

メモ:  Marketing Cloud 通知は、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。Marketing Cloud 通知は、
Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で発表しない限り、正式リリースされませ
ん。特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証できません。正式リリースされた製品お
よび機能に基づいてのみ購入をご決定ください。

時期: このパイロット機能は、Winter '21 リリースで使用できます。
対象ユーザ: このパイロット機能を有効化した組織と、Lightning コミュニティへのアクセス権を持つシステム
管理者が使用できます。
理由: Marketing Cloud 通知を使用すると、特定の利用者を通知の対象とすることができ、利用状況統計を分析で
きます。
方法: Marketing Cloud MobilePush をコミュニティ向け Mobile Publisher と統合すると、Marketing Cloud の通知とプラッ
トフォームの通知の両方を同じコミュニティアプリケーションに送信できます。
サポートされる Marketing Cloud 通知機能:

• リッチメディアプッシュ通知 (画像、音声、動画など)。
• ロケーションベースのプッシュ通知。
• 内部および外部リンクを含む OpenDirect プッシュ通知。
• 認証されたプッシュ通知と認証されていないプッシュ通知 (ユーザはログインする必要はありません)。
• さまざまなサイズのアプリケーション内通知。
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コミュニティアプリケーションの Marketing Cloud 通知を有効化するには、Marketing Cloud 情報とコミュニティの
詳細を Mobile Publisher に入力します。Marketing Cloud 通知を受信できるコミュニティアプリケーションが Mobile

Publisher により作成および公開されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: MobilePush

Salesforce ヘルプ: MobilePush OpenDirect

モバイルデバイスのカメラを使用したバーコードのスキャン (ベータ)
コミュニティ向け Mobile Publisher ユーザはモバイルデバイスのカメラを使用してバーコード (UPC 記号、QR コー
ドなど) をスキャンできます。
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。

メモ: バーコードスキャナはベータ機能としてのプレビュー版であり、Salesforce とのサブスクリプション
契約には含まれません。このドキュメント、プレスリリース、または公式声明で参照されているこのベー
タ機能は正式リリースされていません。特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証でき
ません。正式にリリースされている機能のみに基づいて購入をご決定ください。

時期: バーコードスキャナは、Winter '21 リリースで使用できます。
対象ユーザ: Lightning コミュニティにアクセスでき、モバイルデバイスの要件を満たすユーザが使用できます。
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理由: ユーザがモバイルデバイスでコミュニティアプリケーションを使用している間により多くのことを達成
できるようにします。
方法: バーコードスキャナには、モバイルデバイスのカメラを使用する必要があります。ユーザはコミュニティ
アプリケーションにカメラへのアクセスを許可する必要があります。

バーコードスキャン機能を含む Lightning コンポーネントを開発および実装するには、BarcodeScanner API を使用
します。

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): Scan Barcodes on a Mobile Device

(モバイルデバイスでのバーコードのスキャン)

Salesforce ヘルプ: コミュニティ向け Mobile Publisher の要件

コミュニティアプリケーションでのユーザのナビゲーション方法のカスタマイ
ズ (パイロット)
コミュニティ向け Mobile Publisher ユーザがよく使用するメニュー項目を、容易にアクセスできる場所に配置し
ます。コミュニティのエクスペリエンスビルダーを使用して、メニュー項目の種別と順序をカスタマイズでき
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。
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メモ: カスタムナビゲーションタブバーは、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。カスタムナ
ビゲーションタブバーは、Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で正式リリースを
発表しない限り、正式リリースされません。特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証
できません。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、Winter '21 リリースで使用できます。
対象ユーザ: このパイロット機能を有効化した組織と、Lightning コミュニティへのアクセス権を持つシステム
管理者が使用できます。
理由: コミュニティアプリケーションユーザのナビゲーション環境を調整できるようにします。
方法: コミュニティのエクスペリエンスビルダーを使用して、ユーザのナビゲーションタブバーをカスタマイ
ズします。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: エクスペリエンスビルダーの概要

Salesforce Anywhere: ビジネスをリアルタイムで計画してスピードアッ
プ (ベータ)
Salesforce Anywhere は、リアルタイム Salesforce を実現する CRM の未来のエクスペリエンスです。注目する Salesforce

データへの変更に関するアラートを入手します。推奨アクションにより、数タップで Salesforce データを更新し
ます。チャットを使用してコンテキスト内でコラボレーションします。Salesforce データを検索して表示しま
す。そして、Lightning Flow Builder とプロセスビルダーで Salesforce Anywhere のチャットとアラートをビジネスプ
ロセスに統合します。

メモ:  Salesforce Anywhere は非正式リリースのサービスであり、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。このような非正式リリースのサービスには、Universal Pilot

Research Agreement (「UPRA」) および UPRA のデータ処理に関する補遺の契約条件が適用されます。非正式
リリースのサービスはお客様各自の裁量で使用し、購入するときは、Salesforce から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 Anywhere が自動的に使用可能になるかど
うかは、Salesforce との MSA および購入したサービスの種別によります。[設定] に Salesforce Anywhere が表示
されない場合は、アカウントエグゼクティブに連絡して Salesforce Anywhere へのアクセス権を取得してく
ださい。

「Salesforce Anywhere リリースノート」で最新の機能について確認してください。

関連トピック:

Salesforce Anywhere の概要
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カスタマイズ: Lightning フローの機能強化、より動的な Lightning
ページ、Einstein ビルダーの更新

新しいレイアウトオプションやデバッグオプションでフローを作成してテストし、レコードが削除されたとき
にフローを起動します。Lightning アプリケーションビルダーで動的フォームと動的アクションを使用してレ
コードの詳細を分割し、より柔軟な Lightning ページを作成します。Einstein のおすすめビルダーを使用したおす
すめ (ベータ) を行います。

このセクションの内容:

Lightning フロー: 削除時トリガ、拡張デバッグ、複数列画面 (パイロット)、自動レイアウトキャンバス (ベー
タ)、およびフロー起動、判断、クエリ、検索条件の詳細制御
レコードが削除されたときに実行されるフローをトリガします。別のユーザとしてフローをデバッグし、
自動起動フローをキャンバス内でデバッグします (ベータ)。セクションと列を使用してフロー画面のレイ
アウトを最適化します (パイロット)。Flow Builder が要素に接続して位置揃えを行えるようにします (ベータ)。
レコードが条件を満たすように更新された場合にのみ、レコードトリガフローを起動するか、または決定
結果を実行します。フローでクエリと条件の要件を記録するためのカスタムロジックを適用します。
Lightning アプリケーションビルダー: 動的フォームの正式リリース、動的アクションの機能強化、レコード
ページのパフォーマンス分析
正式リリースされた動的フォームを使用してレコードの詳細を分割し、より動的な Lightning ページを作成
します。レコードページに動的アクションの柔軟性と制御を追加する他の方法を見つけます。アプリケー
ションビルダーのパフォーマンス分析を使用して、Lightning レコードページを設計しているときに Lightning

レコードページのランタイムパフォーマンスの分析を取得します。
Einstein ビルダー: パーソナライズされたおすすめの提供 (ベータ)、予測のパフォーマンスのテスト、数値予
測でのレコードの信頼性範囲と上位予測因子の表示
Einstein おすすめビルダーは、パーソナライズされた AI による、あらゆるデータのおすすめをすべての人に
提供します。Einstein 予測ビルダーは、数値予測でレコードレベルのインサイトをサポートします。
グローバリゼーション: 翻訳のインポートおよびエクスポートの改善、新しいロケール形式、新しいプラッ
トフォーム言語
翻訳のインポートにエラーがある場合、受信するメールで詳細が提供され、エラーログが添付ファイルと
して含まれます。データ翻訳のインポートおよびエクスポートの制限が増加します。また、特定の言語の
データ翻訳ファイルをエクスポートできます。更新で、改善された国際的な日時の新しい形式を有効化し
てください。また、プラットフォーム専用言語としてクメール語が追加されました。
プロファイルおよび権限: セキュリティのより詳細な制御、新しいライセンスオプション
権限のコピーを制限し、ユーザに表示するプロファイルを制限するための新しいオプションを使用して
Salesforce 組織のセキュリティを改善します。Salesforce 管理パッケージに登録してある場合は、パッケージ
のどのカスタム権限へのアクセスに Salesforce ライセンスが必要であるかを確認してください。
Salesforce Connect: アクセス制限、HIPAA 準拠、ID 対応付けの制限
外部データソースの特定の機密項目と指定ログイン情報への編集アクセスを制限します。Salesforce Connect

は、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 (HIPAA) に準拠したため、個人を特定できるあらゆるヘ
ルスケア情報がなりすまし詐欺や盗難から保護されます。また、365 日以内に表示されていないすべての外
部オブジェクトレコード ID を削除するプロセスを適用することで、ID の対応付けを最新の状態に保ちます。
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Einstein Next Best Action: HIPAA 準拠、通話状況の変更に基づいたイベント駆動型のおすすめ、Einstein おすすめ
ビルダーが生成する AI によるおすすめ
保護された健康情報を保存して処理します。通話レコード項目値に基づいておすすめを作成します。新し
い Einstein 読み込み要素を使用して、パーソナライズされたおすすめを提供します。
外部サービス: Summer ‘21 での従来の外部サービスの廃止に向けた外部サービスバージョンの確認と従来の
登録の再作成
従来の外部サービスのバージョンを確認し、従来の登録を最新の外部サービス登録で再作成してください。
従来の外部サービスは、Summer '21 で廃止される予定です。
共有: メタデータ API リリースの改善、ゲストユーザの共有設定の保護
組織の共有設定と、条件に基づく共有ルールまたはゲストユーザ共有ルールの変更をメタデータ API を介し
て同時にリリースできるようになりました。Salesforce 組織のデータを保護するために、コミュニティまた
はサイトを持つすべての組織で [ゲストユーザのレコードアクセス権を保護] 設定が有効化されました。こ
の設定を無効化することはできません。
項目: プレーンテキストとして表示される表示ラベルの HTML および Lightning Experience で使用できる削除済
み項目の管理
カスタム項目の表示ラベルの HTML タグはプレーンテキストとして表示されます。また、Lightning Experience

で削除済み項目を管理できるようになりました。
カスタムメタデータ型: 地理位置情報エンティティおよびメタデータリレーションデータ型ユーザインター
フェース表示のサポート
地理位置情報データ型のエンティティパーティクルリレーションを作成できるようになりました。また、
メタデータリレーションデータ型のドロップダウンメニューには、サポートされているエンティティが表
示されます。
一般的な設定: ユーティリティバーの配置のカスタマイズ、承認アクションの動的な送信、レコードタイプ
UI の変更
画面上で組織のユーティリティバーが表示される場所をカスタマイズできるようになりました。レコード
が承認可能である場合にのみ [見積申請] アクションが表示されるようになりました。新規レコードタイプ
の作成プロセスのステップ 1 の説明テキストを分かりやすく書き直し、プロファイル列の表示ラベルを更
新しました。
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Lightning フロー: 削除時トリガ、拡張デバッグ、複数列画面 (パイロッ
ト)、自動レイアウトキャンバス (ベータ)、およびフロー起動、判断、
クエリ、検索条件の詳細制御

エディション

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

レコードが削除されたときに実行されるフローをトリガします。別のユーザと
してフローをデバッグし、自動起動フローをキャンバス内でデバッグします
(ベータ)。セクションと列を使用してフロー画面のレイアウトを最適化します
(パイロット)。Flow Builder が要素に接続して位置揃えを行えるようにします (ベー
タ)。レコードが条件を満たすように更新された場合にのみ、レコードトリガフ
ローを起動するか、または決定結果を実行します。フローでクエリと条件の要
件を記録するためのカスタムロジックを適用します。

このセクションの内容:

Flow Builder: 削除時に実行されるレコードでトリガされるフロー、新しいデ
バッグオプション、複数列のフロー画面 (パイロット)、自動レイアウトキャンバス (ベータ)、追加の条件制
御
レコードをデータベースから削除する直前にアクションを実行するためのフローを作成します。フローを
実行するユーザとしてフローをテストし、自動起動フローをキャンバス内でデバッグします (ベータ)。セ
クションと列を使用してフロー画面を最適化します (パイロット)。自動レイアウトにより、歪んだ不揃い
のコネクタを整頓します (ベータ)。レコードが条件を満たすように更新された場合にのみ、フローまたは
決定結果を実行します。フローでクエリと条件の要件を微調整します。
Lightning フロー管理: API バージョン別の実行時動作の改善と、フロリストビューのトリガ
各フローで実行時動作の変更を採用するタイミングを制御します。[設定] の [フロー] ページで自動起動フ
ローに割り当てられているトリガをすばやく確認できます。
Lightning フロー拡張: 複数オブジェクト画面コンポーネント、画面コンポーネントおよび呼び出し可能なア
クションのカスタム UI、外部サービス経由でのアクションの簡易インポート (パイロット)

開発者は、選択した任意のオブジェクトで機能する画面コンポーネントを作成できます。フローに追加す
る画面コンポーネントや呼び出し可能アクション向けに作成された UI を活用します。外部サービスを使用
して、公開 API 仕様をすばやくインポートし、そのアクションをフローに追加します (パイロット)。
Lightning フローリリース更新: プロセスビルダー、呼び出し可能なアクション、フロー差し込み項目、Apex

アクション
一時停止中のインタビューを、一時停止前と同じコンテキストと同じユーザアクセス権で再開します。プ
ロセスでレコード項目の元の値を評価できるようになります。失敗した呼び出し可能なアクションの動作
と影響が改善されます。フロー差し込み項目の実行時に実行ユーザのデータアクセス権が適用されます。
従来の Apex アクションの公開アクセス修飾子が考慮されます。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」がキャンセルされます。
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API バージョン 50.0 でのフローおよびプロセス実行時の改善
この更新は、API バージョン 50.0 以降で実行されるように設定されているフローとプロセスにのみ影響しま
す。バージョン管理された更新では、都合に合わせてフローおよびプロセスごとに実行時の動作の変更を
テストおよび採用できます。フローの実行時 API バージョンを変更するには、Flow Builder でフローを開い
て、フローバージョンのプロパティを編集します。プロセスの実行時 API バージョンを変更するには、プロ
セスビルダーでプロセスを開いて、そのプロパティを編集します。

Flow Builder: 削除時に実行されるレコードでトリガされるフロー、新しいデバッ
グオプション、複数列のフロー画面 (パイロット)、自動レイアウトキャンバス
(ベータ)、追加の条件制御
レコードをデータベースから削除する直前にアクションを実行するためのフローを作成します。フローを実行
するユーザとしてフローをテストし、自動起動フローをキャンバス内でデバッグします (ベータ)。セクション
と列を使用してフロー画面を最適化します (パイロット)。自動レイアウトにより、歪んだ不揃いのコネクタを
整頓します (ベータ)。レコードが条件を満たすように更新された場合にのみ、フローまたは決定結果を実行し
ます。フローでクエリと条件の要件を微調整します。

このセクションの内容:

レコードの削除前に実行するフローのトリガ
Flow Builder では、新しいレコードトリガフローをレコードの削除前に実行するように設定できるようにな
りました。この設定を行うのに Apex コードを書く必要はありません。この自動起動フローはバックグラウ
ンドで実行され、レコードの削除時に関連レコードを更新します。
Sandbox 組織で別のユーザとしてフローエラーをデバッグする
フローを別のユーザとしてデバッグできるようになったため、Sandbox 組織でのフローのデバッグが簡単に
なりました。ユーザを「偽装」することで、そのユーザとしてログインすることなくフローをテストでき
ます。指定したユーザに表示されるフローのデバッグログとまったく同じ内容を確認してフローをトラブ
ルシューティングできます。想定されていない権限、共有、プロファイル設定などのフロー例外を、これ
らが本番組織で発生する前に捕捉できます。
キャンバス上での自動起動フローの直接デバッグ (ベータ)

トリガによらない自動起動フローをデバッグするときにフローが取るパスを確認できるようになりました。
Flow Builder の [キャンバスでデバッグ (ベータ)] では、デバッグの実行パスとデバッグログを横に並べて表示
できます。フローの要素が SOQL クエリの制限にどの程度接近しているのかを確認することもできます。
自動レイアウトでフロー要素を自動的に配置 (ベータ)

自動レイアウトにより、フローの作成や要素の位置揃えが簡単になりました。キャンバスの要素は、自動
的に間隔を空けて配置され、接続されます。もう要素が微妙にずれたりすることはありません。
特定の変更に対してのみ実行されるレコードトリガフローを使用してパフォーマンスを向上
レコードを更新するレコードトリガフローにエントリ条件を追加することでレコードの更新、自動化をよ
り詳細に制御できるようにしました。指定された条件を満たすレコードが更新されるたびに、またはレコー
ドが変更されて条件を満たすようになったときにのみ実行されるようにフローを設定できます。フローに
よっては、この最適化により、レコードトリガフローが Salesforce 組織のパフォーマンスに与える影響を大
幅に緩和できる可能性があります。
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特定のレコードが変更された場合にのみフローパスを使用
フローの使用事例に関連しないレコードの更新を除外して、すでにフローをトリガしたレコードを再処理
することを回避できるようになりました。フローをトリガしたレコードが特定の条件を満たすように編集
された場合には異なるパスを取るように、レコードの更新によってトリガされるフローを設定できます。
決定結果の設定では、トリガレコードが条件の要件を満たすように更新された場合にのみ実行されるよう
に、結果を設定できるようになりました。
すべての Flow Builder 要素で AND、OR、およびカスタム演算子を使用する
決定要素や一時停止要素で使い慣れている条件定義オプションが、Flow Builder 全体で使用できるようにな
りました。条件ロジックがどの条件でも、あるいはすべての条件を満たすように指定できます。たとえば、
名前が Joe である取引責任者や、市区郡が San Francisco である取引先責任者を指定できます。さらに、独自
のカスタムロジックを作成することもできます。これらのオプションは、レコードを取得要素、レコード
を更新要素、レコードを削除要素、そして画面要素に追加されています。また、スケジュールやレコード
でトリガされるフローを設定する場合の開始要素や、レコード選択肢セットにもこれらのオプションがあ
ります。
リンクをクリックするだけで Flow Builder エラーを特定する
Flow Builder でエラーが発生した場合は、フローを追うのではなく、直接エラーを特定できます。Flow Builder

のエラーメッセージにはリンクが含まれるようになったため、そのリンクをクリックすると、エラーのあ
る要素が開いてキャンバス上で強調表示されます。自動レイアウトキャンバスとリソースは強調表示をサ
ポートしません。
トリガを使用した自動起動フローで関連レコードデータに簡単にアクセスする
トリガを使用した自動起動フローでは、関連付けられているレコードを探してレコードからデータを取得
するために「レコードを取得」要素を作成する必要がなくなりました。その代わりに、フローの要素とリ
ソースを設定するときに、グローバル変数またはレコード変数に関連付けられているレコードの項目値に
簡単にドリルダウンできます。たとえば、決定要素では $Record から取引先 ID、そして顧客の優先度にドリ
ルダウンできます。
フローのあらゆる場所で Salesforce 組織のグローバル変数を使用する
グローバル変数を参照することで、フロー内から組織や実行ユーザに関する情報にアクセスできます。以
前は、ほとんどのグローバル変数はフロー数式でしか使用できず、Flow Builder はグローバル変数種別ごと
に最初の 100 件のオプションのみを表示していました。これからは、変数をサポートする Flow Builder 内のど
こからでも、すべてのグローバル変数オプションを取得できます。たとえば、実行ユーザの名前を簡単に
表示することで、フロー画面をパーソナライズできます。
Flow Builder での差し込み項目の表示ラベルの表示
グローバル定数やグローバル変数などの差し込み項目では、表示ラベルがピルの形式で読みやすくなりま
した。差し込み項目の構文の複雑さは隠されていますが、必要であれば構文を表示して編集できます。差
し込み項目を選択して別の項目に移動すると、差し込み項目の表示ラベルが表示されます。表示ラベルに
よって差し込み項目の値が変更されることはありません。ピルでは、[X]をクリックすると差し込み項目が
削除されます。表示ラベルは、ロジック要素、データ要素、画面コンポーネントの表示など、一部の領域
においてのみ使用できます。
テキストのテンプレート設定の保存
フローリソースを「リッチテキストとして表示」または「プレーンテキストとして表示」のどちらかとし
て保存すると、テキストテンプレートフローにテキスト表示設定が記憶されます。
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選択リストコンポーネントと複数選択リストコンポーネントのフロー画面プレビューでインタラクティブ
機能を廃止
Flow Builder で画面にコンポーネントを追加すると、コンポーネントが画面キャンバスに表示されます。た
だし、画面キャンバスでは、コンポーネントはインタラクティブではなくなります。以前は、選択リスト
コンポーネントと複数選択リストコンポーネントはインタラクティブでしたが、想定通りに動作せずに役
に立たないことがありました。

レコードの削除前に実行するフローのトリガ
Flow Builder では、新しいレコードトリガフローをレコードの削除前に実行するように設定できるようになりま
した。この設定を行うのに Apex コードを書く必要はありません。この自動起動フローはバックグラウンドで
実行され、レコードの削除時に関連レコードを更新します。
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。
対象ユーザ: レコードの削除前に実行されるレコードトリガフローを有効化するには、「フローの管理」およ
び「すべてのデータの参照」権限が必要です。
理由: たとえば、Salesforce 組織に、取引先に関連する合計項目数を追跡する取引先オブジェクトのカスタム項
目があるとします。自動化がないと、関連項目が削除されるたびにこの項目を手動で更新します。レコードの
削除前に実行されるレコードトリガフローを使用して、このタスクを自動化できるようになりました。
このフローは、項目が削除されるときに必ず実行されます。関連取引先を見つけ、項目の合計数を減らしま
す。フローが終了すると、フローを起動した項目が削除されます。

方法: フローの作成時に、[レコードトリガフロー] を選択します。
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レコードの削除前に実行されるようにフローを設定するには、[開始] 要素で [編集] をクリックします。

[レコードが削除された] を選択したら、フローを作成できるようになります。
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フローは、フローを起動したレコードがデータベースから削除される前に任意のレコードにアクセスしてアク
ションを実行できます。$Record グローバル変数にはフローを起動する Salesforce レコードが含まれます。
レコードトリガフローの考慮事項:

• 復元操作でレコードを復元した後にフローを起動することはできません。
• 呼び出し可能なアクションでは、addError() メソッドでカスタムエラーメッセージを表示することはで

きません。

関連トピック:

IdeaExchange: Workflow, Flow, Process Builder Triggered on Delete (削除時にトリガされるワークフロー、フロー、プロ
セスビルダー) (部分的に実現)

Sandbox 組織で別のユーザとしてフローエラーをデバッグする
フローを別のユーザとしてデバッグできるようになったため、Sandbox 組織でのフローのデバッグが簡単にな
りました。ユーザを「偽装」することで、そのユーザとしてログインすることなくフローをテストできます。
指定したユーザに表示されるフローのデバッグログとまったく同じ内容を確認してフローをトラブルシュー
ティングできます。想定されていない権限、共有、プロファイル設定などのフロー例外を、これらが本番組織
で発生する前に捕捉できます。
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。
対象ユーザ: この機能を有効にするには、「すべてのデータの編集」、「ユーザの管理」、「アプリケーショ
ンのカスタマイズ」権限を持っている必要があります。有効にした後にこの機能を使用するには、「フローの
管理」および「すべてのデータの参照」権限が必要です。
方法: [設定] で、[プロセスの自動化設定] に移動し、[システム管理者が他のユーザとしてフローをデバッグで
きるようにする] チェックボックスをオンにします。

次に、Flow Builder でフローを開いて [デバッグ] をクリックします。[別のユーザとしてフローを実行] チェック
ボックスをオンにし、偽装するユーザを選択します。
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これにより、フローのデバッグの実行を擬似ユーザとして開始できます。デバッグの詳細を確認します。

フローを別のユーザとしてデバッグできるのは、非本番組織の画面フローと自動起動フローのみです。この機
能では、フロー要素とアクションのみがサポートされています。画面コンポーネントで実行される操作は、擬
似ユーザではなくログインユーザとして実行されます。これらのコンポーネントには、カスタム Aura コンポー
ネント、カスタム Lightning Web コンポーネント、一部の標準フロー画面コンポーネント (ルックアップコンポー
ネントなど) が含まれます。

関連トピック:

IdeaExchange: Debug Screen Flows running as a specific user (特定のユーザとして実行される画面フローのデバッグ)
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キャンバス上での自動起動フローの直接デバッグ (ベータ)

トリガによらない自動起動フローをデバッグするときにフローが取るパスを確認できるようになりました。
Flow Builder の [キャンバスでデバッグ (ベータ)] では、デバッグの実行パスとデバッグログを横に並べて表示で
きます。フローの要素が SOQL クエリの制限にどの程度接近しているのかを確認することもできます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
[キャンバスでデバッグ] はベータ機能としてのプレビュー版であり、Salesforce とのマスターサブスクリプショ
ン契約における「サービス」には含まれません。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、そのままの状態で提供され、サポートされておらず、ここから
生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任も負いません。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。[キャンバスでデバッ
グ] 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。
方法: トリガによらない自動起動フローをキャンバスでデバッグするには、[キャンバスでデバッグ (ベータ)]を
クリックします。

必要に応じて、[デバッグの詳細にクエリ制限を表示]を有効にし、各データ要素の SOQL クエリアクティビティ
とその制限をデバッグログに表示します。データ要素には、[レコードを作成]、[レコードを更新]、[レコード
を取得]、[レコードを削除] が含まれます。
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キャンバスにデバッグの実行のパスを表示するには、[実行]をクリックします。デバッグログには、有効にし
た情報が表示されます。

自動レイアウトでフロー要素を自動的に配置 (ベータ)

自動レイアウトにより、フローの作成や要素の位置揃えが簡単になりました。キャンバスの要素は、自動的に
間隔を空けて配置され、接続されます。もう要素が微妙にずれたりすることはありません。
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。
自動レイアウ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、そのままの状態で提供され、サポートされておらず、ここから生じる、
またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任も負いません。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。自動レイアウトに関するフィード
バックと提案は、Trailblazer Community からお寄せください。
方法: フローを作成するときに自動レイアウトを選択します。

502

Lightning フロー: 削除時トリガ、拡張デバッグ、複数列
画面 (パイロット)、自動レイアウトキャンバス (ベータ)、
およびフロー起動、判断、クエリ、検索条件の詳細制御

Salesforce Winter '21 リリースノート

https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F9300000001rzc


フローの自動レイアウトと自由形式を切り替えるには、[自動レイアウト (ベータ)] をクリックします。

新しい自動レイアウトをご覧ください。

要素を挿入するには、実行する場所で をクリックします。これにより、Flow Builder にオプションと、この
場所で使用できる要素が表示されます。
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要素を編集するには、その要素をダブルクリックします。要素をコピーまたは削除したり、障害パスを追加し
たりするには、1 回クリックします。

要素をコピーしたら、貼り付ける場所で をクリックします。次に [コピーした要素を貼り付け]をクリック
します。

要素のセットをコピーして別の場所に貼り付けることもできます。
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[要素を選択] (1) をクリックし、目的の要素の  (2) をクリックします。要素をコピーするには、  (3) をク
リックします。貼り付けるには、目的の場所で をクリックし、[コピーした要素を貼り付け] を選択しま
す。

関連トピック:

IdeaExchange: Flow builder: align canvas elements (Snap-to-Grid) (Flow Builder: キャンバス要素の位置揃え (グリッドへの
スナップ機能)) (部分的に実現)

特定の変更に対してのみ実行されるレコードトリガフローを使用してパフォーマンスを向
上
レコードを更新するレコードトリガフローにエントリ条件を追加することでレコードの更新、自動化をより詳
細に制御できるようにしました。指定された条件を満たすレコードが更新されるたびに、またはレコードが変
更されて条件を満たすようになったときにのみ実行されるようにフローを設定できます。フローによっては、
この最適化により、レコードトリガフローが Salesforce 組織のパフォーマンスに与える影響を大幅に緩和できる
可能性があります。
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。
方法: レコードトリガフローを作成します。開始要素で [編集] をクリックします。[レコードが更新された] ま
たは [レコードが作成または更新された] を選択します。
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実行されるフローをトリガするレコードのオブジェクトを選択します。トリガレコードの条件の要件を定義し
ます。更新されたレコードのフローを起動するタイミング (要件を満たすレコードが更新されるたび、または
レコードが更新されて条件を満たすようになったときのみ) を選択します。後者のオプションでは、指定され
た要件を満たしていないトリガレコードが、要件を満たしているトリガレコードに変更されたときにのみフ
ローを起動できます。

関連トピック:

すべての Flow Builder 要素で AND、OR、およびカスタム演算子を使用する
特定のレコードが変更された場合にのみフローパスを使用

特定のレコードが変更された場合にのみフローパスを使用
フローの使用事例に関連しないレコードの更新を除外して、すでにフローをトリガしたレコードを再処理する
ことを回避できるようになりました。フローをトリガしたレコードが特定の条件を満たすように編集された場
合には異なるパスを取るように、レコードの更新によってトリガされるフローを設定できます。決定結果の設
定では、トリガレコードが条件の要件を満たすように更新された場合にのみ実行されるように、結果を設定で
きるようになりました。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
理由: このオプションにより、ワークフロールールおよびプロセスビルダーの ISCHANGED 関数や Apex の
oldMap/newMap 変数のような強力な絞り込み機能が提供されます。データの以前のバージョンをチェックする
ためにプロセスビルダーや Apex を使用することなく Flow Builder で直接作成できる自動化が増えました。
方法: レコードトリガフローで、レコードが更新されたとき、またはレコードが作成または更新されたときに
トリガされるように [開始] 要素を設定します。
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トリガレコードが更新されて特定の条件を満たすようになったときにのみ実行されるように [決定] 要素の結果
を設定するには、[フローの実行をトリガしたレコードが条件の要件を満たすように更新された場合のみ]を選
択します。

メモ: このオプションでは、トリガレコードが以前に条件を満たしていなかったかどうかと、$Record 変数
(トリガレコードではない) が条件を満たすようになったかどうかがチェックされます。設定された [決定]

要素が実行される前にフローによって $Record 変数の項目が変更されると、[決定] は $Record の新しい項目
値が条件を満たすようになったかどうかをチェックします。
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すべての Flow Builder 要素で AND、OR、およびカスタム演算子を使用する
決定要素や一時停止要素で使い慣れている条件定義オプションが、Flow Builder 全体で使用できるようになりま
した。条件ロジックがどの条件でも、あるいはすべての条件を満たすように指定できます。たとえば、名前が
Joe である取引責任者や、市区郡が San Francisco である取引先責任者を指定できます。さらに、独自のカスタム
ロジックを作成することもできます。これらのオプションは、レコードを取得要素、レコードを更新要素、レ
コードを削除要素、そして画面要素に追加されています。また、スケジュールやレコードでトリガされるフ
ローを設定する場合の開始要素や、レコード選択肢セットにもこれらのオプションがあります。
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。

関連トピック:

IdeaExchange: Allow OR and Condition Logic in Get/Update/Dleete Records in Flow (フローの [レコードを取得]、[レコード
を更新]、[レコードを削除] での OR ロジックおよび条件ロジックの許可)

IdeaExchange: Process Builder & Flows use commas as "Or" logic in filters (プロセスビルダーとフローの検索条件での
「OR」ロジックとしてのカンマの使用) (部分的に実現)

リンクをクリックするだけで Flow Builder エラーを特定する
Flow Builder でエラーが発生した場合は、フローを追うのではなく、直接エラーを特定できます。Flow Builder の
エラーメッセージにはリンクが含まれるようになったため、そのリンクをクリックすると、エラーのある要素
が開いてキャンバス上で強調表示されます。自動レイアウトキャンバスとリソースは強調表示をサポートしま
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。

トリガを使用した自動起動フローで関連レコードデータに簡単にアクセスする
トリガを使用した自動起動フローでは、関連付けられているレコードを探してレコードからデータを取得する
ために「レコードを取得」要素を作成する必要がなくなりました。その代わりに、フローの要素とリソースを
設定するときに、グローバル変数またはレコード変数に関連付けられているレコードの項目値に簡単にドリル
ダウンできます。たとえば、決定要素では $Record から取引先 ID、そして顧客の優先度にドリルダウンできま
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。

フローのあらゆる場所で Salesforce 組織のグローバル変数を使用する
グローバル変数を参照することで、フロー内から組織や実行ユーザに関する情報にアクセスできます。以前
は、ほとんどのグローバル変数はフロー数式でしか使用できず、Flow Builder はグローバル変数種別ごとに最初
の 100 件のオプションのみを表示していました。これからは、変数をサポートする Flow Builder 内のどこからで
も、すべてのグローバル変数オプションを取得できます。たとえば、実行ユーザの名前を簡単に表示すること
で、フロー画面をパーソナライズできます。
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対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 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)

Flow Builder での差し込み項目の表示ラベルの表示
グローバル定数やグローバル変数などの差し込み項目では、表示ラベルがピルの形式で読みやすくなりまし
た。差し込み項目の構文の複雑さは隠されていますが、必要であれば構文を表示して編集できます。差し込み
項目を選択して別の項目に移動すると、差し込み項目の表示ラベルが表示されます。表示ラベルによって差し
込み項目の値が変更されることはありません。ピルでは、[X]をクリックすると差し込み項目が削除されます。
表示ラベルは、ロジック要素、データ要素、画面コンポーネントの表示など、一部の領域においてのみ使用で
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。

テキストのテンプレート設定の保存
フローリソースを「リッチテキストとして表示」または「プレーンテキストとして表示」のどちらかとして保
存すると、テキストテンプレートフローにテキスト表示設定が記憶されます。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
理由: 以前は、リッチテキストまたはプレーンテキストの適用時に使用していたテキスト表示設定がフローリ
ソースで記憶されませんでした。フローを保存した後にフロー要素を再度編集すると、フローリソースで以前
のセッションで最後に使用していた設定が記憶されるようになりました。この更新により、リッチテキストま
たはプレーンテキストの書式設定を適用するたびに設定を変更する手間を省くことができます。また、誤って
リッチテキストの書式設定がプレーンテキストに適用されることを防ぐことができます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: フローのリソース: テキストテンプレート (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)

IdeaExchange: Keep current type in Text Template instead of defaulting to Rich Text (デフォルトのリッチテキストに戻らな
い、テキストテンプレートでの現在の種別の保持)

選択リストコンポーネントと複数選択リストコンポーネントのフロー画面プレビューでイ
ンタラクティブ機能を廃止
Flow Builder で画面にコンポーネントを追加すると、コンポーネントが画面キャンバスに表示されます。ただ
し、画面キャンバスでは、コンポーネントはインタラクティブではなくなります。以前は、選択リストコン
ポーネントと複数選択リストコンポーネントはインタラクティブでしたが、想定通りに動作せずに役に立たな
いことがありました。
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対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。

Lightning フロー管理: API バージョン別の実行時動作の改善と、フロリストビュー
のトリガ
各フローで実行時動作の変更を採用するタイミングを制御します。[設定] の [フロー] ページで自動起動フロー
に割り当てられているトリガをすばやく確認できます。

このセクションの内容:

個別のフローとプロセスの実行時動作の変更を都合に合わせて採用する
一部の実行時動作の改善はバージョン管理された更新として提供されるため、API バージョンを指定するこ
とで、フローやプロセスごとにこれらの更新を採用するタイミングを制御できます。各自のペースでフロー
やプロセスを 1 つずつテストしてアップグレードできるようになりました。
[設定] の [フロー] ページでフローのトリガをすばやく確認する
[設定] の [フロー] リストビューで、自動起動フローに割り当てられているトリガを確認できるようになりま
した。新しい [トリガ] 列では、フローのトリガがレコード、スケジュール、プラットフォームイベントの
どれであるかを確認できます。レコードトリガフローの場合は、更新が保存される前と後のどちらで起動
されるかも示されます。自動起動フローに割り当てられているトリガは、フローの詳細ページでも確認で
きます。
フローインタビューログのフロー表示ラベルと画面表示ラベル
フローインタビューログオブジェクトに [フロー表示ラベル] 項目が追加され、フローインタビューログエ
ントリオブジェクトに [要素表示ラベル] 項目が追加されました。画面フローのカスタムレポートにこれら
の項目を含めることで、ユーザがデータを読みやすくなります。
共有なしのシステムコンテキストでフローを実行することによる外部ユーザのおすすめオブジェクトへの
アクセス
おすすめオブジェクトレコードには内部ユーザしかアクセスできなくなりました。以前は、おすすめレコー
ドを取得するフローを呼び出すことで、コミュニティユーザ、ポータルユーザ、ゲストユーザも、おすす
めへの参照のみのアクセスが可能でした。フローを常に共有なしのシステムコンテキストで実行するよう
に設定することで、これらの外部ユーザはおすすめに引き続きアクセスできるようになります。ただし、
この設定ではユーザ権限がバイパスされ、実行ユーザが直接アクセスできないレコードをフローが作成、
更新、削除できるようになります。外部ユーザがアクセスしても構わないレコードのみにアクセスするよ
うにフローを設定してください。フローを常に共有なしのシステムコンテキストで実行するように設定す
るには、フローバージョンプロパティを編集します。
Salesforce Classic でレコード所有者が変更された時点でフローを実行する
Salesforce Classic でユーザがレコード所有者を変更すると、レコードトリガフローが起動するようになりまし
た。以前は、Lightning Experience でレコード所有者を変更した場合にのみレコードトリガフローが起動して
いました。
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個別のフローとプロセスの実行時動作の変更を都合に合わせて採用する
一部の実行時動作の改善はバージョン管理された更新として提供されるため、API バージョンを指定すること
で、フローやプロセスごとにこれらの更新を採用するタイミングを制御できます。各自のペースでフローやプ
ロセスを 1 つずつテストしてアップグレードできるようになりました。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
対象ユーザ:フローやプロセスを実行するための API バージョンを変更するには、「フローの管理」権限が必要
です。
理由: 以前は、既存のフローやプロセスが機能しなくなる可能性があるため、この種の改善はリリース更新ま
たは重要な更新として提供されていました。ただし、改善によってはすべてのフローやプロセスで重要ではな
い場合もあります。そのような改善は、特定の期限までにテストして採用する必要はありません。
都合に合わせて個々のフローやプロセスをテストしてアップグレードできるようになりました。1 つまたはす
べてのフローやプロセスでバージョン管理された更新を採用しないこともできます。
リリース更新がバージョン管理された更新として使用できる場合もあります。そのようなバージョン管理され
た更新では、リリース更新が適用される前に個々のフローやプロセスの変更を採用できます。リリース更新が
採用または適用されると、実行時 API バージョンに関係なく、組織のすべてのフローやプロセスの動作が更新
されます。
方法: デフォルトでは、フローやプロセスを作成すると、最新の API バージョンで実行されるように設定されま
す。その API バージョンは、今後 Salesforce リリースがロールアウトされても変更されません。各フローやプロ
セスを実行するための API バージョンを変更するタイミングは各自で決定します。
新しい API バージョンを選択する前に、現在選択されている API バージョンと新しい API バージョンの間に提供
されたすべての実行時の改善を確認してください。API バージョンのすべてのフローおよびプロセス実行時の
改善については、Salesforce リリースノートを参照してください。
フローを実行するための API バージョンを変更するには、Flow Builder で開きます。次に、 をクリックして
バージョンのプロパティを編集し、[詳細を表示] をクリックします。
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プロセスを実行するための API バージョンを変更するには、プロセスビルダーで開いて、[プロパティを編集]

をクリックします。

関連トピック:

API バージョン 50.0 でのフローおよびプロセス実行時の改善
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[設定] の [フロー] ページでフローのトリガをすばやく確認する
[設定] の [フロー] リストビューで、自動起動フローに割り当てられているトリガを確認できるようになりまし
た。新しい [トリガ] 列では、フローのトリガがレコード、スケジュール、プラットフォームイベントのどれで
あるかを確認できます。レコードトリガフローの場合は、更新が保存される前と後のどちらで起動されるかも
示されます。自動起動フローに割り当てられているトリガは、フローの詳細ページでも確認できます。
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。

フローインタビューログのフロー表示ラベルと画面表示ラベル
フローインタビューログオブジェクトに [フロー表示ラベル] 項目が追加され、フローインタビューログエント
リオブジェクトに [要素表示ラベル] 項目が追加されました。画面フローのカスタムレポートにこれらの項目を
含めることで、ユーザがデータを読みやすくなります。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。

共有なしのシステムコンテキストでフローを実行することによる外部ユーザのおすすめオ
ブジェクトへのアクセス
おすすめオブジェクトレコードには内部ユーザしかアクセスできなくなりました。以前は、おすすめレコード
を取得するフローを呼び出すことで、コミュニティユーザ、ポータルユーザ、ゲストユーザも、おすすめへの
参照のみのアクセスが可能でした。フローを常に共有なしのシステムコンテキストで実行するように設定する
ことで、これらの外部ユーザはおすすめに引き続きアクセスできるようになります。ただし、この設定では
ユーザ権限がバイパスされ、実行ユーザが直接アクセスできないレコードをフローが作成、更新、削除できる
ようになります。外部ユーザがアクセスしても構わないレコードのみにアクセスするようにフローを設定して
ください。フローを常に共有なしのシステムコンテキストで実行するように設定するには、フローバージョン
プロパティを編集します。
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: フローが実行されるコンテキスト(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 Classic でレコード所有者が変更された時点でフローを実行する
Salesforce Classic でユーザがレコード所有者を変更すると、レコードトリガフローが起動するようになりました。
以前は、Lightning Experience でレコード所有者を変更した場合にのみレコードトリガフローが起動していまし
た。
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対象: この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Salesforce Classic に適用されます。

関連トピック:

特定の変更に対してのみ実行されるレコードトリガフローを使用してパフォーマンスを向上

Lightning フロー拡張: 複数オブジェクト画面コンポーネント、画面コンポーネ
ントおよび呼び出し可能なアクションのカスタム UI、外部サービス経由でのア
クションの簡易インポート (パイロット)
開発者は、選択した任意のオブジェクトで機能する画面コンポーネントを作成できます。フローに追加する画
面コンポーネントや呼び出し可能アクション向けに作成された UI を活用します。外部サービスを使用して、
公開 API 仕様をすばやくインポートし、そのアクションをフローに追加します (パイロット)。

このセクションの内容:

複数のオブジェクトで機能するフロー画面コンポーネントの作成 (正式リリース)

開発者は汎用 sObjectおよび sObject[]データ型を使用する再利用可能な画面コンポーネントを作成で
きるようになりました。オブジェクトごとに 1 つのコンポーネントを作成するのではなく、複数のオブジェ
クトで機能する 1 つのコンポーネントを作成できます。たとえば、取引先や取引先責任者からカスタムオ
ブジェクトまで、レコードのコレクションで機能するデータテーブルコンポーネントを作成できます。
カスタムフロー画面コンポーネントのより簡単な設定 (正式リリース)

開発者は、Flow Builder でフロー画面コンポーネントを簡単に設定できるようにするカスタムプロパティエ
ディタを作成できます。カスタムプロパティエディタは、Lightning Web コンポーネントです。
複数のオブジェクトで機能するカスタムフロー画面コンポーネントおよびアクションのより簡単な設定
開発者は、汎用 sObject および sObject[] データ型を使用するカスタムアクションと画面コンポーネン
ト用のカスタムプロパティエディタを作成できるようになりました。
公開 Web サービスからフローへのアクションの簡単な追加 (パイロット)

外部サービスは、限定された数の公開 Web サービスの仕様をインポートできるようになりました。サポー
ト対象のサービスは、Jira、Dropbox、Instagram、Twitter、Mailchimp、eBay、Walmart、GoToMeeting、Trello、Medium

です。各 API に対して最大 25 件のアクションを有効化できます。Flow Builder のアクション要素からフローに
アクションを追加します。外部サービスは、OpenAPI 3.0 仕様と、特定の API 操作を有効化および無効化する
ための新しいセレクタもサポートしています。

複数のオブジェクトで機能するフロー画面コンポーネントの作成 (正式リリース)

開発者は汎用 sObject および sObject[] データ型を使用する再利用可能な画面コンポーネントを作成でき
るようになりました。オブジェクトごとに 1 つのコンポーネントを作成するのではなく、複数のオブジェクト
で機能する 1 つのコンポーネントを作成できます。たとえば、取引先や取引先責任者からカスタムオブジェク
トまで、レコードのコレクションで機能するデータテーブルコンポーネントを作成できます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience の
Lightning Web コンポーネントに適用されます。
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方法:カスタムフロー画面の Lightning Web コンポーネントを作成するか、既存のコンポーネントを編集します。
その設定ファイルでは、フロー画面コンポーネントの対象として lightning__FlowScreen が設定されてい
ます。
1. <propertyType> を定義して、汎用 sObject データ型を拡張する型を定義します。
2. 同じオブジェクトに対応付けられているプロパティごとに、プロパティの type 属性を

{propertyTypeName} に設定します。属性でそのオブジェクトのコレクションが想定されている場合、
type 属性を {propertyTypeName[]} に設定します。たとえば、propertyTypeName が T の場合、{T}

または {T[]} を使用します。
単一プロパティとコレクションプロパティで同じプロパティ種別を参照できます。単一またはコレクショ
ン変数プロパティで type 属性を設定する方法については、コード例のコメントを参照してください。

<!-- myComponent.js-meta.xml -->
<targetConfigs>

<targetConfig targets="lightning__FlowScreen">

<!-- Declare a property type that extends SObject for single and collection variable
properties.-->

<propertyType name="T" extends="SObject" label="Object" description="Select an
object." />

<!--To use a collection of the SObject data type, use the braces in this syntax,
type="{T[]}".-->

<property name="tableData" label="Records to Display" type="{T[]}" role="inputOnly"
required="true"

description="REQUIRED: Record Collection variable containing the records
to display in the data table. Make sure to select a variable that matches the selected
object."/>

<property name="preSelectedRows" label="Preselected Rows" type="{T[]}"
role="inputOnly"

description="Which records should be selected by default when the table
renders? Select a Record Collection variable that contains those records."/>

<property name="outputSelectedRows" label="User-Selected Rows" type="{T[]}"
role="outputOnly"

description="Which records were selected by the user at runtime? This
value should be stored in a record collection variable."/>

</targetConfig>
</targetConfigs>

以前は、サンプルコンポーネントは 1 つのオブジェクト (Account、Contact、myCustomObject__c など) に関連付け
られていました。今回のリリースでは、開発者が 1 つのコンポーネントを作成し、Flow Builder 管理者はそのコ
ンポーネントを使用するたびにオブジェクトを選択します。
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この機能では、フロー画面コンポーネントで汎用 sObject データ型を定義するときに、フローで参照されるカ
スタムオブジェクトは自動的にはパッケージに含まれません。パッケージを正常にリリースするには、参照さ
れるこれらのカスタムオブジェクトをパッケージに手動で追加します。
ベータからの変更: パッケージと変更セットが、複数オブジェクトフロー画面コンポーネントを含むフローで
サポートされるようになりました。

カスタムフロー画面コンポーネントのより簡単な設定 (正式リリース)

開発者は、Flow Builder でフロー画面コンポーネントを簡単に設定できるようにするカスタムプロパティエディ
タを作成できます。カスタムプロパティエディタは、Lightning Web コンポーネントです。
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。
理由: 以前は、カスタムフロー画面コンポーネントを設定するときの UI がコンボボックスで構成されていまし
た。コンポーネントを作成する開発者は、プロパティエディタの UI を制御できませんでした。

今回のリリースでは、開発者はフロー画面コンポーネント設定するときに簡潔でシンプルな環境を提供するカ
スタム Lightning Web コンポーネントを作成できるようになりました。
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関連トピック:

Lightning Web コンポーネントのカスタムプロパティエディタの作成 (正式リリース)

複数のオブジェクトで機能するカスタムフロー画面コンポーネントおよびアクションのよ
り簡単な設定
開発者は、汎用 sObject および sObject[] データ型を使用するカスタムアクションと画面コンポーネント用
のカスタムプロパティエディタを作成できるようになりました。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
理由: たとえば、開発者は、取引先や取引先責任者からカスタムオブジェクトまで、レコードのコレクション
を選択するための選択リストコンポーネントを表示するカスタムプロパティエディタを作成できます。以前
は、開発者は 1 つのオブジェクトでのみ機能するカスタムプロパティエディタを作成していました。
カスタムアクションと画面コンポーネントのカスタムプロパティエディタには、オブジェクトを選択するため
の選択リストが表示されます。

方法: カスタムアクションまたは画面コンポーネントの汎用 sObjectまたは sObject[] 入力ごとに、特定のオ
ブジェクトを選択します。

関連トピック:

フローの汎用 sObject および sObject[] 入力を使用するカスタムプロパティエディタの作成
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公開 Web サービスからフローへのアクションの簡単な追加 (パイロット)

外部サービスは、限定された数の公開 Web サービスの仕様をインポートできるようになりました。サポート
対象のサービスは、Jira、Dropbox、Instagram、Twitter、Mailchimp、eBay、Walmart、GoToMeeting、Trello、Medium で
す。各 API に対して最大 25 件のアクションを有効化できます。Flow Builder のアクション要素からフローにアク
ションを追加します。外部サービスは、OpenAPI 3.0 仕様と、特定の API 操作を有効化および無効化するための
新しいセレクタもサポートしています。
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。

メモ: 外部サービス API スキーマ拡張機能は、特定の契約条件への同意が必要なパイロットプログラムを
通じて一部のお客様に提供されます。このプログラムに参加する方法については、Salesforce にお問い合わ
せください。パイロットプログラムは変更される可能性があり、参加は保証されません。外部サービス
API スキーマ拡張機能は、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。外部サービス
API スキーマ拡張機能に関するフィードバックや提案は、Trailblazer コミュニティの「外部サービス」グルー
プに投稿してください。
Developer Edition 組織で外部サービス API スキーマ拡張機能を使用またはアクセスする場合、外部サービス
API スキーマ拡張機能に関するフィードバックを提供する見返りとして、SFDC から外部サービス API スキー
マ拡張機能を使用するための非排他的ライセンスが無料で付与されます。これには、「Agreements and

Terms」で入手できる Developer Services Master Subscription Agreement の規約が適用されます。外部サービス API

スキーマ拡張機能は、評価のみを目的として無保証で提供され、サポートの対象に含まれず、本番環境
で使用するものではありません。SFDC にはこの API 機能をいつでも中断し、本番環境で使用できないよう
にする権利があることを承認するものとします。
Sandbox で外部サービス API スキーマ拡張機能 (非正式リリースのサービス) を使用またはアクセスする場
合、SFDC から非正式リリースのサービスを使用するための非排他的ライセンスが無料で付与されます。
これには、「Agreements and Terms」で入手できる Unified Pilot Research Agreement の規約が適用されます。非
正式リリースのサービスは、評価のみを目的として無保証で提供され、サポートの対象に含まれず、本
番環境で使用するものではありません。SFDC にはこの非正式リリースのサービスをいつでも中断し、本
番環境で使用できないようにする権利があることを承認するものとします。

Lightning フローリリース更新: プロセスビルダー、呼び出し可能なアクション、
フロー差し込み項目、Apex アクション
一時停止中のインタビューを、一時停止前と同じコンテキストと同じユーザアクセス権で再開します。プロセ
スでレコード項目の元の値を評価できるようになります。失敗した呼び出し可能なアクションの動作と影響が
改善されます。フロー差し込み項目の実行時に実行ユーザのデータアクセス権が適用されます。従来の Apex

アクションの公開アクセス修飾子が考慮されます。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」がキャンセルされます。
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このセクションの内容:

同じコンテキストと同じユーザアクセス権で一時停止中のフローインタビューを再開する (更新)

この更新を有効化すると、一時停止中の自動起動フローが常に一時停止前と同じコンテキストと同じユー
ザアクセス権で再開されます。
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 (更新、延期)

この重要な更新は、Summer '19 でリリースされ、Summer '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でしたが、
Winter '21 に延期され、さらに Winter '22 に再び延期されました。このリリースの更新により、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。
呼び出し可能アクションの部分的保存の有効化 (更新、延期)

この更新は、Winter '20 でリリースされ、Summer '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でしたが、Winter '21

に延期され、さらに Spring '21 に再び延期されました。このリリースの更新により、失敗した呼び出し可能
アクションの動作と影響が改善されます。影響を受けるのは、一括で実行された呼び出し可能アクション
への外部 REST API コールのみになります。この更新を適用すると、1 つの要求で一連のアクションを呼び出
した場合に、1 つの失敗した呼び出し可能アクションによってトランザクション全体が失敗することがなく
なります。この更新を適用しない場合、1 つの呼び出し可能アクションが失敗すると、トランザクション内
の他の呼び出し可能アクションがロールバックされ、トランザクション全体が失敗します。
フロー差し込み項目でのデータアクセス権の適用 (更新、延期)

この更新は、Spring '20 でリリースされ、Summer '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でしたが、Spring '21

に延期されました。この更新により、Flow Builder が差し込み項目を使用して関連レコードの項目にアクセ
スするときに実行ユーザのデータアクセス権が適用されます。
フローでの従来の Apex アクションのアクセス修飾子の考慮 (更新、延期)

この更新は、Spring '20 でリリースされ、Summer '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でしたが、Spring '21

に延期されました。このリリースの更新を有効にすると、開発者は従来の Apex アクションが適切に保護さ
れて、管理パッケージの他のコンポーネントでのみ使用できることを確信できます。この更新により、従
来の Apex 公開アクションが含まれているフローが失敗するようになります。
Apex クラスへの明示的なアクセス権を適用するルールの無効化 (更新、延期)

「Apex クラスへの明示的なアクセス権を適用するルールの無効化」の更新は、Summer '20 でリリースされ、
Spring '21 で自動的に有効化 (適用) される予定でしたが、Summer '21 に延期されました。このリリース更新
は、「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」の更新を置き換えるものです。更
新「Apex クラスへの明示的なアクセス権を適用するルールの無効化」により、組織は元の状態に戻り、Apex

アクションが含まれるフローを実行できるようにする場合にのみユーザにフローへのアクセス権が必要に
なります。
プロセスおよびフロー数式での null のレコード変数または参照関係項目の null 値の確認 (更新、延期)

この重要な更新は、Spring '19 でリリースされ、Spring '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でしたが、Spring

'21 に延期されました。注意: この更新は、2020 年 7 月 10 日より前に Summer '20 を受け取った Salesforce 組織
ではすでに有効になっています。この場合、必要に応じて Spring '21 まで更新を無効にすることができます。
この更新により、計算に null のレコード変数または null の参照関係項目が含まれているときに、プロセスお
よびフロー数式で null 値を返すことができるようになります。

519

Lightning フロー: 削除時トリガ、拡張デバッグ、複数列
画面 (パイロット)、自動レイアウトキャンバス (ベータ)、
およびフロー起動、判断、クエリ、検索条件の詳細制御

Salesforce Winter '21 リリースノート



自動項目更新によるメール通知の抑制の防止 (以前にリリース済みの更新)

この更新は、Summer '17 でリリースされ、Spring '20 で適用される予定でしたが、Salesforce カスタマーサポー
トに問い合わせる形式でのみ利用できるようになりました。ユーザへの ToDo の割り当てなどのさまざまな
操作で、影響されるユーザにメールで通知することを選択できます。この更新では、プロセス、ワークフ
ロールール、Apex トリガによってメール通知が抑制されることが防止されます。

同じコンテキストと同じユーザアクセス権で一時停止中のフローインタビューを再開する
(更新)

この更新を有効化すると、一時停止中の自動起動フローが常に一時停止前と同じコンテキストと同じユーザア
クセス権で再開されます。
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。
時期: Salesforce は、この更新を Winter ’22 で適用します。インスタンスのメジャーリリースアップグレード日を
確認するには、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブをクリックします。
理由: 自動起動フローが時間ベースの再開イベント後に再開すると、フローは共有なしのシステムコンテキス
トで実行されます。フローは、一時停止前のコンテキストやユーザアクセス権には関係なく、常にこの方法で
再開されます。この更新を有効化すると、常に一時停止前と同じコンテキストと同じ権限でフローが再開され
ます。
たとえば、レコード A を編集する権限を持っていないユーザがカスタムボタンをクリックして自動起動フロー
を実行したとします。まず、自動起動フローはユーザコンテキストで実行されます。フローを一時停止して再
開すると、フローはシステムコンテキストで実行され、レコード A を編集できるようになります。この更新を
有効化することで、実行ユーザが編集権を持たないレコードをフローが編集してしまうことを防止できます。
この更新は、特定の時間に再開するように設定された一時停止要素のある自動起動フローにのみ影響します。
この更新により、ユーザがアクセス権を持たないレコードを意図せずに作成または編集してしまうことを防止
できるため、Salesforce 組織のセキュリティが強化されます。
方法: 自動起動フローインタビューを一時停止して、時間ベースの再開イベント後に再開すると、エラーとな
ることがあります。フローインタビューのエラーを回避するには、各一時停止要素後のすべてのフロー要素を
実行するのに必要な権限が実行ユーザに割り当てられていることを確認してください。または、常にシステム
コンテキストで実行されるように自動起動フローを設定することもできます。
この更新を適用するには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「リリースの更新」と入力して、[リリースの
更新] を選択します。「同じコンテキストと同じユーザアクセス権で一時停止中のフローインタビューを再開
する」のテストと有効化の手順に従ってください。

関連トピック:

リリース更新
Lightning フローリリース更新: プロセスビルダー、呼び出し可能なアクション、フロー差し込み項目、Apex

アクション
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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 (更新、延期)

この重要な更新は、Summer '19 でリリースされ、Summer '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でしたが、Winter

'21 に延期され、さらに Winter '22 に再び延期されました。このリリースの更新により、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。
時期: この更新は、Winter '22 リリースで適用されます。インスタンスのメジャーリリースアップグレード日を
確認するには、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブをクリックします。
方法:この更新を適用するには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「リリースの更新」と入力して、[リリー
スの更新] 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、テストと有効化の手
順を実行します。
[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。

関連トピック:

リリース更新
Lightning フローリリース更新: プロセスビルダー、呼び出し可能なアクション、フロー差し込み項目、Apex

アクション
Summer ’20 リリースノート: 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 (更新、延期)

呼び出し可能アクションの部分的保存の有効化 (更新、延期)

この更新は、Winter '20 でリリースされ、Summer '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でしたが、Winter '21 に
延期され、さらに Spring '21 に再び延期されました。このリリースの更新により、失敗した呼び出し可能アク
ションの動作と影響が改善されます。影響を受けるのは、一括で実行された呼び出し可能アクションへの外部
REST API コールのみになります。この更新を適用すると、1 つの要求で一連のアクションを呼び出した場合に、
1 つの失敗した呼び出し可能アクションによってトランザクション全体が失敗することがなくなります。この
更新を適用しない場合、1 つの呼び出し可能アクションが失敗すると、トランザクション内の他の呼び出し可
能アクションがロールバックされ、トランザクション全体が失敗します。
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:このリリースの更新を適用しない場合、1 つの呼び出し可能なアクションがエラーになると、同じトラン
ザクションの他の呼び出し可能なアクションがロールバックされます。このリリースの更新を適用すると、
Salesforce は正常に実行された呼び出し可能なアクションの実行を 3 回試行し、実行に失敗した呼び出し可能な
アクションのみをロールバックします。この機能は「部分的保存」と呼ばれます。
REST API で呼び出されるほとんどの呼び出し可能なアクション種別は、この部分的保存機能に対応しています。
ただし、このリリースの更新を適用しても、以下のアクション種別は部分的保存機能をサポートしません。
• 履行注文をキャンセル
• 解約注文
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• 資金を捕捉
• コンテンツワークスペース
• 履行注文を作成
• 履行注文から請求書を作成
• サービスレポートを作成
• 外部サービス
• 作業指示を生成
• 呼び出し可能な Apex

• スキルベースのルーティング
• デジタルフォームの回答を登録

部分的保存により、外部コールアウトが複数回発生して、それらの外部コールアウトがロールバックできなく
なる場合があります。外部コールアウトが繰り返されるのは、フローがプロセスから開始されるか、または
REST API から呼び出され、そのフローが外部コールアウトを伴うアクションを複数回実行しようとしている場
合のみです。
部分的保存により、アクションの実行が複数回試行されるため、トランザクションに予想より時間がかかるこ
とがあります。これにより、組織が予想より早く制限に達してしまう場合があります。
時期: この更新は、Spring '21 リリースで適用されます。インスタンスのメジャーリリースアップグレード日を
確認するには、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブをクリックします。適用前
に、または本番組織でこのリリースの更新を有効化する前に、Sandbox 組織または Developer Edition 組織でテス
トを実行し、お使いの呼び出し可能なアクションが正しく機能することを確認しておくことをお勧めします。
本番組織で作業する必要がある場合は、ピーク時を避けて行います。
方法:この更新を適用するには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「リリースの更新」と入力して、[リリー
スの更新] を選択します。[呼び出し可能なアクションの部分的な保存の有効化] で、テストと有効化の手順を
実行します。
呼び出し可能なアクションを使用する API インテグレーションが部分的な保存の動作に適切に対応しているこ
とを確認します。

関連トピック:

リリース更新
Lightning フローリリース更新: プロセスビルダー、呼び出し可能なアクション、フロー差し込み項目、Apex

アクション
Summer ’20 リリースノート: 呼び出し可能アクションの部分的保存の有効化 (更新、延期)
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フロー差し込み項目でのデータアクセス権の適用 (更新、延期)

この更新は、Spring '20 でリリースされ、Summer '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でしたが、Spring '21 に
延期されました。この更新により、Flow Builder が差し込み項目を使用して関連レコードの項目にアクセスする
ときに実行ユーザのデータアクセス権が適用されます。
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。
時期: この更新は、Spring '21 リリースで適用されます。インスタンスのメジャーリリースアップグレード日を
確認するには、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブをクリックします。
理由: この更新を有効にすると、関連レコードにアクセスするフロー差し込み項目は、実行ユーザのオブジェ
クト権限、項目レベルのアクセス権、およびレコードレベルのアクセス権 (共有ルールなど) に従います。
たとえば、取引先責任者の所有者が他のユーザと取引先責任者を明示的に共有しない限り取引先責任者が非公
開になる組織について考えてみます。
この更新が有効になっていない場合、取引先責任者の所有者ではないユーザが、差し込み項目を使用して取引
先責任者レコードの項目にケースの Contact ID 項目経由でアクセスするフローを実行すると、フローインタ
ビューはレコードレベルのセキュリティを無視して項目にアクセスします。
{!caseRecord.Contact.LastName}

この更新を有効にすると、実行ユーザのレコードレベルのアクセス権が適用されるため、フローインタビュー
は項目にアクセスできません。
方法:この更新は、事前に Sandbox 組織でテストしてから本番組織で有効化することをお勧めします。差し込み
項目を使用してオブジェクトレベルのセキュリティ、項目レベルのセキュリティ、またはレコードレベルのセ
キュリティを持つ関連レコードの項目にアクセスするすべてのフローパスをテストします。たとえば、フロー
を実行するユーザとは共有されていない関連レコードの項目に差し込み項目を使用してアクセスするフローを
テストします。
この更新を適用するには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「リリースの更新」と入力して、[リリースの
更新] を選択します。[フローの差し込み項目でデータアクセス権を適用] で、テストと有効化の手順を実行し
ます。
問題が発生した場合は、Salesforce カスタマーサポートまでご連絡ください。

関連トピック:

リリース更新
Lightning フローリリース更新: プロセスビルダー、呼び出し可能なアクション、フロー差し込み項目、Apex

アクション
Summer ’20 リリースノート: フロー数式でのデータアクセス権の適用 (更新、延期)

フローでの従来の Apex アクションのアクセス修飾子の考慮 (更新、延期)

この更新は、Spring '20 でリリースされ、Summer '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でしたが、Spring '21 に
延期されました。このリリースの更新を有効にすると、開発者は従来の Apex アクションが適切に保護されて、
管理パッケージの他のコンポーネントでのみ使用できることを確信できます。この更新により、従来の Apex

公開アクションが含まれているフローが失敗するようになります。
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対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
理由:この更新では、従来の Apex アクションの公開アクセス修飾子がフローで考慮されないという問題が解決
されます。この問題は、管理パッケージからインストールされた Apex クラスを参照する従来の Apex アクショ
ンにのみ影響します。
従来の Apex アクションは Apex プラグインと呼ばれていました。組織に Process.Plugin インターフェース
を実装する Apex クラスを定義すると、Flow Builder で従来の Apex アクションとして使用できます。

メモ: 新しい Apex インテグレーションでは、Process.Plugin インターフェースではなく
InvocableMethod アノテーションを使用することをお勧めします。この更新は呼び出し可能な Apex メ
ソッドには影響しません。

この更新を有効にした場合、次のようになります。
• フローは従来の Apex 公開アクションを実行したときに失敗します。
• 従来の Apex 公開アクションは Flow Builder では使用できません。
• describe または invoke 公開メソッドを使用する従来の Apex グローバルアクションをフローは別の名前

空間で使用できません。
この更新が有効になっていない場合、従来の Apex 公開アクションは、サポートされていなくてもフローに追
加できます。また、describe または invoke 公開メソッドを使用する従来の Apex グローバルアクションを
フローは別の名前空間で使用できます。
時期: この更新は、Spring '21 リリースで適用されます。インスタンスのメジャーリリースアップグレード日を
確認するには、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブをクリックします。
方法: この更新を Sandbox または開発者組織でテストしてから、本番で有効にすることをお勧めします。本番組
織で作業する必要がある場合は、ピーク時を避けて行います。従来の Apex アクション要素を含むすべてのパ
スをテストして、フローが適切に機能することを確認します。ビジネスプロセスにとって重要な従来の Apex

アクションがこの更新でサポートされない場合は、パッケージ開発者にお問い合わせください。開春者は、従
来の Apex アクションをグローバルにするか、新しい Apex クラスで機能を再作成することを考慮することがで
きます。
この更新を適用するには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「リリースの更新」と入力して、[リリースの
更新] を選択します。[フローでの従来の Apex アクションのアクセス修飾子の考慮] で、テストと有効化の手順
を実行します。

関連トピック:

リリース更新
Lightning フローリリース更新: プロセスビルダー、呼び出し可能なアクション、フロー差し込み項目、Apex

アクション
Summer ’20 リリースノート: フローでの従来の Apex アクションのアクセス修飾子の考慮 (更新、延期)
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Apex クラスへの明示的なアクセス権を適用するルールの無効化 (更新、延期)

「Apex クラスへの明示的なアクセス権を適用するルールの無効化」の更新は、Summer '20 でリリースされ、
Spring '21 で自動的に有効化 (適用) される予定でしたが、Summer '21 に延期されました。このリリース更新は、
「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」の更新を置き換えるものです。更新「Apex

クラスへの明示的なアクセス権を適用するルールの無効化」により、組織は元の状態に戻り、Apex アクション
が含まれるフローを実行できるようにする場合にのみユーザにフローへのアクセス権が必要になります。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。
時期:この更新は、Summer '21 リリースで適用されます。インスタンスのメジャーリリースアップグレード日を
確認するには、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブをクリックします。
対象ユーザ:この新しい更新は、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」が有
効になっている組織でのみ使用できます。更新「Apex クラスへの明示的なアクセス権を適用するルールの無効
化」が表示されていない場合は、関係ありません。
方法:この更新を適用するには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「リリースの更新」と入力して、[リリー
スの更新] を選択します。[Apex クラスへの明示的なアクセス権を適用するルールの無効化] で、[有効化] をク
リックします。この更新は要件の削除であるため、この更新を有効にしても既存のカスタマイズには影響しま
せん。他の理由で Apex クラスにアクセスする必要があるユーザが引き続き Apex クラスにアクセスできるよう
にシステム管理者が権限を確認することをお勧めします。

関連トピック:

リリース更新
Lightning フローリリース更新: プロセスビルダー、呼び出し可能なアクション、フロー差し込み項目、Apex

アクション
Summer ’20 リリースノート: Apex クラスへの明示的なアクセス権を適用するルールの無効化 (更新、延期)

プロセスおよびフロー数式での null のレコード変数または参照関係項目の null 値の確認 (更
新、延期)

この重要な更新は、Spring '19 でリリースされ、Spring '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でしたが、Spring

'21 に延期されました。注意: この更新は、2020 年 7 月 10 日より前に Summer '20 を受け取った Salesforce 組織では
すでに有効になっています。この場合、必要に応じて Spring '21 まで更新を無効にすることができます。この更
新により、計算に null のレコード変数または null の参照関係項目が含まれているときに、プロセスおよびフロー
数式で null 値を返すことができるようになります。
対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
理由:プロセスおよびフローで、数式はレコード変数や参照関係項目を介してレコードの項目を参照できます。
実行時に、レコード変数や参照関係項目が null の場合、数式で null が返されることがあります。それ以外の場
合は、未対応の例外が返されます。この更新により、レコード変数や参照関係項目が null の場合、数式で常に
null 値が返されるようになります。この更新は差し込み項目には影響しません。
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たとえば、取引先を更新すると、プロセスが開始され、アクションを実行する前に条件がチェックされます。
条件には、取引先の [親取引先] 項目を介して親取引先の名前を参照する数式が含まれています。[親取引先] 項
目は参照関係項目です ([Account].Parent.Name)。
参照関係項目の値が null の場合、数式で null が返されます。この更新を行わないと、数式で null ではなく未対
応の例外が返されることがあります。
時期: この更新は、Spring '21 リリースで適用されます。インスタンスのメジャーリリースアップグレード日を
確認するには、「Trust 状況」に移動し、インスタンスを検索してメンテナンスタブをクリックします。
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。参照関係項目やレコード変数項目を参照
するすべてのプロセスおよびフローの数式をテストします。プロセスの場合、条件やアクションに数式があり
ます。フローの場合、リソースや入力コンポーネントの入力規則に数式があります。この更新を適用するに
は、[設定] から [クイック検索] ボックスに「リリースの更新」と入力して、[リリースの更新] を選択します。
「プロセスおよびフロー数式での null のレコード変数または参照関係項目の null 値の確認」の場合、テストお
よび有効化ステップを実行します。

関連トピック:

リリース更新
Lightning フローリリース更新: プロセスビルダー、呼び出し可能なアクション、フロー差し込み項目、Apex

アクション
Summer '20 リリースノート: プロセスおよびフロー数式で Null 値を返す (重要な更新)

API バージョン 50.0 でのフローおよびプロセス実行時の改善

自動項目更新によるメール通知の抑制の防止 (以前にリリース済みの更新)

この更新は、Summer '17 でリリースされ、Spring '20 で適用される予定でしたが、Salesforce カスタマーサポート
に問い合わせる形式でのみ利用できるようになりました。ユーザへの ToDo の割り当てなどのさまざまな操作
で、影響されるユーザにメールで通知することを選択できます。この更新では、プロセス、ワークフロールー
ル、Apex トリガによってメール通知が抑制されることが防止されます。
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。
時期: この更新を利用するには、Salesforce カスタマーサポートに問い合わせる必要があります。
理由: 次の例を考えてみます。
• ケースの所有者を変更し、新しい所有者にメールで通知するように選択します。
• ユーザを作成し、そのユーザにお知らせメッセージをメールで送信するように選択します。
• ToDo を作成し、ToDo 所有者にメールで通知するように選択します。
• 割り当てルールを作成し、ユーザにケースが割り当てられたときにユーザに通知するように選択します。
Summer ’17 より前では、これらのメールが常に送信されるとは限りませんでした。変更によって、同じレコー
ドを更新したプロセス、ワークフロールール、または Apex トリガが起動した場合、Salesforce はこのメールを
抑制しました。この更新を有効化した場合、Salesforce はこの通知メールを抑制しなくなります。
回避策は、独自のメール通知を追加することでした。たとえば、プロセスまたはワークフロールールでメール
アラートを使用していました。この回避策を使用して、失われたメールを補っていた場合、この更新を有効化
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すると、ユーザは重複メールを受信します。回避策を削除して、ユーザが 1 つの通知のみを受信するようにし
てください。
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。本番組織で作業する必要がある場合は、
ピーク時を避けて行います。
1. メール通知を送信しているカスタマイズを特定します。
2. 補足的なメール通知をカスタマイズコンポーネントから削除します。
3. カスタマイズをテストして、Salesforce が重複メールを送信しないことを確認します。

関連トピック:

リリース更新

API バージョン 50.0 でのフローおよびプロセス実行時の改善
この更新は、API バージョン 50.0 以降で実行されるように設定されているフローとプロセスにのみ影響します。
バージョン管理された更新では、都合に合わせてフローおよびプロセスごとに実行時の動作の変更をテストお
よび採用できます。フローの実行時 API バージョンを変更するには、Flow Builder でフローを開いて、フローバー
ジョンのプロパティを編集します。プロセスの実行時 API バージョンを変更するには、プロセスビルダーでプ
ロセスを開いて、そのプロパティを編集します。
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、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。
各フロー画面の [[次へ] または [完了]] ナビゲーション制御設定を適用する

フロー画面の [ナビゲーションを制御] 設定で [[次へ] または [完了]] が選択解除されている場合、画面の [次
へ] ナビゲーションオプションがユーザに表示されなくなります。API 50.0 よりも前のバージョンで実行され
るフローの場合、[[次へ] または [完了]]設定が常に適用されるとは限りません。具体的には、フロー内の画
面の後に要素がある場合、画面には常に [次へ] オプションが表示されます。

差し込み項目で null レコード変数をサポート
実行時にレコード変数が null の場合に、そのレコード変数を参照する差し込み項目によりエラーが発生す
ることがなくなります。API 50.0 よりも前のバージョンで実行されるフローの場合、実行時に取引先レコー
ド変数が null になっていると、{!Account.Name} などの差し込み項目によりエラーが発生します。

ISBLANK 関数で空文字列を正しく評価する
フロー数式およびプロセス数式内の ISBLANK 関数は、空文字列または null 値に対して true を返します。API

50.0 よりも前のバージョンで実行されるフローおよびプロセスでは、ISBLANK 関数は、値が null の場合のみ
true を返します。

フローで差し込み項目を使用する場合に実行ユーザのデータアクセス権を適用する
このバージョン管理された更新では、API バージョン 50.0 で実行されるフローに対して「フローの差し込み
項目でデータアクセス権を適用」リリース更新が有効化されます。リリース更新の自動有効化後、更新は、
フローの実行時 API バージョンにかかわらずすべてのフローに適用されます。詳細は、「フローの差し込み
項目でデータアクセス権を適用 (更新、延期)」 (ページ 523)を参照してください。
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グローバル変数への無効な参照を文字列値ではなくエラーとして処理する
実行時にグローバル変数への無効な参照でエラーが発生するようになりました。API 50.0 よりも前のバージョ
ンで実行されるフローでは、グローバル変数への無効な参照は文字列値として処理されます。たとえば、
Hello {!$User.FirstNaame}! の入力ミスを含む表示テキストコンポーネントがフロー画面に含まれて
いるとします。API バージョン 50.0 以降で実行されるフローでは、画面要素が実行されるとエラーが発生し
ます。API 50.0 よりも前のバージョンで実行されるフローでは、画面に「Hello {!$User.FirstNaame}!」が表示され
ます。

関連トピック:

個別のフローとプロセスの実行時動作の変更を都合に合わせて採用する

Lightning アプリケーションビルダー: 動的フォームの正式リリース、
動的アクションの機能強化、レコードページのパフォーマンス分析
正式リリースされた動的フォームを使用してレコードの詳細を分割し、より動的な Lightning ページを作成しま
す。レコードページに動的アクションの柔軟性と制御を追加する他の方法を見つけます。アプリケーションビ
ルダーのパフォーマンス分析を使用して、Lightning レコードページを設計しているときに Lightning レコード
ページのランタイムパフォーマンスの分析を取得します。

このセクションの内容:

動的フォームでレコードの詳細を分割 (正式リリース)

動的フォームは Lightning レコードページをさらに進化させます。動的フォームにより、Lightning アプリケー
ションビルダー内でレコードの詳細項目とセクションを設定できるようになります。正式リリースとなっ
て全員に対して有効化されたこの機能には、ベータリリース以降のいくつかの変更が含まれます。
動的アクションの新しい柔軟性をデスクトップ (正式リリースおよびベータ) とモバイル (ベータ) でフルに
活用
動的アクションの柔軟性と制御をレコードページに追加する方法が増えました。カスタムオブジェクトの
動的アクションは、デスクトップでは正式リリースで、モバイルではベータです。標準オブジェクトの動
的アクションは、デスクトップではベータです。ページレイアウトではなく、Lightning アプリケーション
ビルダーでアクションを割り当て、ユーザに対してアクションを表示するタイミングと場所を制御するた
めのフィルターを適用します。
Lightning ページのパフォーマンスの分析
Lightning アプリケーションビルダー内での分析に基づいてレコードページのパフォーマンスを向上する方
法を見つけます。アプリケーションビルダーのパフォーマンス分析では、項目、関連リストコンポーネン
トのインスタンス、およびレコードページのメタデータが評価されます。ボタンをクリックすると、ペー
ジのパフォーマンスとエンドユーザ環境を改善するベストプラクティスと提案が得られます。
Lightning アプリケーションビルダーのヘッダーとツールバーの変更
Lightning アプリケーションビルダーのヘッダーとツールバーを更新し、いくつかの項目を移動しました。
Lightning ページをパッケージ化するときのレコードタイプの取得
Lightning ページをパッケージに追加すると、そのページに関連するレコードタイプが自動的に含まれるよ
うになりました。
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Lightning アプリケーション設定のアプリケーションのパフォーマンス (ベータ) の廃止
Lightning レコードページのみを対象とする Optimizer レポートの必要最小限のバージョンである、アプリケー
ションのパフォーマンス (ベータ) ツールが廃止されました。以前は、これは、Lightning アプリケーションの
編集時に [アプリケーション設定] メニューから使用できました。
Lightning アプリケーションビルダーのアクセシビリティの改善
このアクセシビリティの改善により、Lightning アプリケーションビルダーキャンパス上の項目を使用した
ナビゲーションと操作がより容易になります。

動的フォームでレコードの詳細を分割 (正式リリース)
動的フォームは Lightning レコードページをさらに進化させます。動的フォームにより、Lightning アプリケー
ションビルダー内でレコードの詳細項目とセクションを設定できるようになります。正式リリースとなって全
員に対して有効化されたこの機能には、ベータリリース以降のいくつかの変更が含まれます。
対象:この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition の Lightning Experience に適用されます。
理由: ページレイアウトの項目が増えると、レコード詳細コンポーネントはますます扱いづらい項目のブロッ
クとなり、カスタマイズができなくなります。動的フォームを使用することで、ページレイアウトから項目や
セクションを個別のコンポーネントとして Lightning アプリケーションビルダーに移行させることができます。
そして、ページ上の他のコンポーネントと同じようにこれらを設定して、ユーザが必要とする項目やセクショ
ンだけを表示できます。

方法: すべてのユーザが動的フォームを使用できるようになりました。その結果、Lightning アプリケーション
ビルダーに新しい機能が追加されました。コンポーネントパレットの新しい [項目] タブには、動的フォームの
ビルディングブロックである項目コンポーネントと項目セクションコンポーネントがあります。項目やセク
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ションを設定するときには、動的フォームを活用したページ専用に作成されたアプリケーション内ヒントから
ヘルプを得ることができます。
使用を開始するには、Lightning アプリケーションビルダーで既存のレコードページを開いてから、[レコード詳
細] プロパティペインで[今すぐアップグレード]をクリックして、動的フォーム移行ウィザードを起動します。
このウィザードは、わずか数クリックの操作で項目と項目セクションをページに追加してくれます。

移行が唯一の選択肢ではありません。ページをゼロから作成することもできます。新しい Lightning レコード
ページを作成して、項目とセクションをページ上にドラッグします。

メモ: 動的フォームは、カスタムオブジェクトのレコードページでのみサポートされます。

ベータ以降の変更:

• 動的フォームは、サポート対象のエディションですべてのユーザが使用できるようになりました。[セット
アップ] の [レコードページの設定] で有効化と無効化を切り替える機能は削除されました。

• 必須項目はパレットのそれぞれのセクションに移動し、独自のアイコンを使用するようになりました。
• 動的フォームコンポーネント (項目と項目セクション) を含むページでもパッケージがサポートされるよう

になりました。
• 編集、作成、複製中の動的フォームの拡張サポートが追加されました。
• いくつかの制限と既知の問題が解決されました。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 動的フォームでレコードの詳細を分割
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動的アクションの新しい柔軟性をデスクトップ (正式リリースおよびベータ) と
モバイル (ベータ) でフルに活用
動的アクションの柔軟性と制御をレコードページに追加する方法が増えました。カスタムオブジェクトの動的
アクションは、デスクトップでは正式リリースで、モバイルではベータです。標準オブジェクトの動的アク
ションは、デスクトップではベータです。ページレイアウトではなく、Lightning アプリケーションビルダーで
アクションを割り当て、ユーザに対してアクションを表示するタイミングと場所を制御するためのフィルター
を適用します。
対象:この変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience デスクトップおよび Salesforce モバイルアプリケーションに適用さ
れます。

メモ: デスクトップの標準オブジェクトの動的アクションと Salesforce モバイルアプリケーションのカスタ
ムオブジェクトの動的アクション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。これらの機能のいずれかをお客様各自の
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 はこれらの機能のいずれかが特定期間内に正式リリースされること、またはリリースそ
のものを保証するものではなく、いつでも中止できます。これら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。これらの機能は、そのままの状態で提供され、サポートされておらず、ここ
から生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任も負いません。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。動的ア
クションに関するフィードバックや提案は、Trailblazer Community の「Dynamic Forms & Actions」グループに投
稿してください。

方法: デスクトップのカスタムオブジェクトの動的アクションを有効化するには、カスタムオブジェクトのレ
コードページで強調表示パネルコンポーネントを追加または選択します。強調表示パネルのプロパティペイン
で[今すぐアップグレード]をクリックし、移行アシスタントの手順に従ってアクションを移行するか、または
新しいアクションを作成します。

モバイルで、デスクトップと同じカスタムオブジェクトに同じアクションを割り当てるには、プロパティペイ
ンで [Salesforce モバイルアプリケーションの強調表示パネルから動的アクションを有効化 (ベータ)]を選択しま
す。
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モバイルで異なる動的アクションセットを使用する場合、またはモバイル専用の Lightning ページがある場合、
レコードページの [ページのプロパティ] でモバイル用の動的アクションを有効化することができます。Lightning

アプリケーションビルダーで、カスタムオブジェクトのレコードページを作成するか、開きます。[ページの
プロパティ] ペインで、[Salesforce モバイルアプリケーションでページレベル動的アクションを有効化 (ベータ)]

を選択します。

デスクトップの標準オブジェクトの動的アクションを有効化するには、オブジェクトのレコードページで強調
表示パネルコンポーネントを追加または選択します。[強調表示パネルのプロパティ] ペインで [動的アクショ
ンを有効化 (ベータ、デスクトップのみ)] を選択します。

上記の各動的アクションシナリオでアクションを追加するには、プロパティペインで [アクションを追加] (1)

をクリックします。[アクション] モーダルでアクションを選択し、[フィルターの追加] (2) をクリックして、レ
コード綱目、デバイス種別、およびその他のフィルターに基づいて表示ルールを割り当てます。アクション名
の横にある眼のアイコン  (3) は、表示ルールが適用されていることを示します。ページレイアウトからア
クションを移行した場合は、[アクション] モーダルで編集できます。
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Lightning ページのパフォーマンスの分析
Lightning アプリケーションビルダー内での分析に基づいてレコードページのパフォーマンスを向上する方法を
見つけます。アプリケーションビルダーのパフォーマンス分析では、項目、関連リストコンポーネントのイン
スタンス、およびレコードページのメタデータが評価されます。ボタンをクリックすると、ページのパフォー
マンスとエンドユーザ環境を改善するベストプラクティスと提案が得られます。
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: ページのパフォーマンスの評価を表示するには、Lightning アプリケーションビルダーツールバーから [分
析] をクリックします。

アプリケーションビルダーのパフォーマンス分析はデスクトップレコードページでのみ使用できます。
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このおすすめについてのご意見をお聞かせください。分析を実行し、プロンプトのフッターに含まれるフィー
ドバック機能を使用してフィードバックをお寄せください。

Lightning アプリケーションビルダーのヘッダーとツールバーの変更
Lightning アプリケーションビルダーのヘッダーとツールバーを更新し、いくつかの項目を移動しました。
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 Salesforce Classic と Lightning Experience に適用されます。
方法: ヘッダーの [戻る] ボタンを左端に移動しました (1)。
ツールバーの [更新] ボタンが簡単な矢印アイコンになりました (2)。また、アプリケーションビルダーの新しい
パフォーマンス分析用の [分析] ボタンをレコードページに追加しました (3)。最後に、[保存] および [有効化] ボ
タンの場所と色を切り替えました (4)。[保存] ボタンが右端のボタンになって青になり、[有効化] ボタンが白に
なりました。

関連トピック:

Lightning ページのパフォーマンスの分析

Lightning ページをパッケージ化するときのレコードタイプの取得
Lightning ページをパッケージに追加すると、そのページに関連するレコードタイプが自動的に含まれるように
なりました。
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 Salesforce Classic と Lightning Experience に適用されます。

Lightning アプリケーション設定のアプリケーションのパフォーマンス (ベータ)
の廃止
Lightning レコードページのみを対象とする Optimizer レポートの必要最小限のバージョンである、アプリケー
ションのパフォーマンス (ベータ) ツールが廃止されました。以前は、これは、Lightning アプリケーションの編
集時に [アプリケーション設定] メニューから使用できました。
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。
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理由: 廃止されたツールに含まれる Lightning ページのパフォーマンス評価機能が拡張され、新機能 (アプリケー
ションビルダーのパフォーマンス分析) に抽出されました。

関連トピック:

Lightning ページのパフォーマンスの分析

Lightning アプリケーションビルダーのアクセシビリティの改善
このアクセシビリティの改善により、Lightning アプリケーションビルダーキャンパス上の項目を使用したナビ
ゲーションと操作がより容易になります。
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 Salesforce Classic と Lightning Experience に適用されます。
方法: 領域またはコンポーネント間のタブ移動でフォーカスが非表示項目に移動しなくなりました。
領域またはコンポーネントが選択された場合、コンポーネントを挿入するためのアイコン ( ) とアクション
アイコン ( ) を、選択された項目内の Tab キーの対象として使用できるようになりました。
動的フォームを使用するレコードページで、項目セクションコンポーネント内のテキストを Tab キーの対象と
して使用できるようになりました。Tab キーを使用して [ここに項目を追加]を選択し、Enterキーを押して、項
目を追加できます。
また、コンポーネントパレットでキーボードまたはマウスを使用して [AppExchange で追加コンポーネントを
取得] をフォーカスの対象として選択すると、色が変わるようになり、可視性が改善されました。

Einstein ビルダー: パーソナライズされたおすすめの提供 (ベータ)、予
測のパフォーマンスのテスト、数値予測でのレコードの信頼性範囲
と上位予測因子の表示
Einstein おすすめビルダーは、パーソナライズされた AI による、あらゆるデータのおすすめをすべての人に提
供します。Einstein 予測ビルダーは、数値予測でレコードレベルのインサイトをサポートします。

このセクションの内容:

Einstein のおすすめビルダーを使用したおすすめ (ベータ)

Salesforce オブジェクトのレコードを別のレコードと一致させることで、AI によってパーソナライズされた
おすすめを顧客に提供します。たとえば、取引先に最適な商品をおすすめします。学習元の Salesforce オブ
ジェクトを Einstein に通知して設定をカスタマイズし、Einstein のおすすめを Next Best Action 戦略で使用でき
るようにします。
Einstein 予測ビルダー: アクション満載のスコアカードで予測結果のエキスパートになる
Einstein 予測ビルダーのインタラクティブなスコアカードにより、豊富な情報に基づいてビジネス上の判断
を行うことができます。いつ予測を有効にするのか、品質を改善するために何ができるのかに関する実用
的なアドバイスを得られます。ライブデータで予測を実行する前に、そのパフォーマンスを確認できます。
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Einstein 予測ビルダー: 予測のパフォーマンスを対話形式でテスト
予測を構築して結果を得ましたが、Einstein は正しかったですか? スコアカードの [結果の分布] グラフでは、
正確なスコアと不正確なスコアの割合がわかります。対話型スライダを使用して、さまざまなスコアしき
い値で予測のパフォーマンスをテストし、結果を最大限に活用できるようにします。
数値予測でのレコードの上位予測因子と信頼性範囲の表示
はい/いいえ予測でレコードの上位予測因子を表示するのと同じ Einstein 予測コンポーネントが、数値予測で
も使用できるようになりました。Einstein は、予測スコアの信頼性範囲も表示します。個別のスコアに最も
大きく影響する予測因子を探してください。

関連トピック:

Salesforce Einstein: テンプレートを使用したより迅速なボットの作成、検索条件を使用した商談スコアリング
の関連性の向上、検索のパーソナライズの正式リリース

Einstein のおすすめビルダーを使用したおすすめ (ベータ)
Salesforce オブジェクトのレコードを別のレコードと一致させることで、AI によってパーソナライズされたおす
すめを顧客に提供します。たとえば、取引先に最適な商品をおすすめします。学習元の Salesforce オブジェクト
を Einstein に通知して設定をカスタマイズし、Einstein のおすすめを Next Best Action 戦略で使用できるようにしま
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。

メモ:  Einstein のおすすめビルダーはベータ機能としてのプレビュー版であり、Salesforce とのマスターサブ
スクリプション契約における「サービス」には含まれません。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、そのままの状態で提供さ
れ、サポートされておらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce

はいかなる責任も負いません。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。ベータ期間中は、Einstein のおすすめを制限なく使用できます。使用制限は、
Einstein のおすすめビルダーが正式リリースされたときに変更される場合があります。Einstein のおすすめ
ビルダー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。ベータプログラムへの
参加と組織でのこの機能の有効化についての詳細は、Salesforce にお問い合わせください。

対象ユーザ: この機能は、Service Cloud Einstein および Lightning Platform Plus ライセンスを持つシステム管理者が使
用できます。
方法: [設定] から、Einstein のおすすめビルダーを検索して選択します。[新規のおすすめ] をクリックします。
Einstein のおすすめは、相互に関係する次の 3 つの Salesforce オブジェクトに基づいています。
• おすすめ項目オブジェクト (1) には、推奨するレコードが含まれます。たとえば、商品オブジェクトに保存

されている金融商品を推奨できます。
• 受信者オブジェクト (2) には、おすすめを受信するレコードが含まれます。たとえば、取引先オブジェクト

に保存されている中小企業に金融商品を推奨できます。
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• インタラクションオブジェクト (3) は、Einstein がおすすめ項目オブジェクトと受信者オブジェクト間の保存
済みインタラクションを検索できる場所です。取引先が商品を購入したときに、そのインタラクションを
注文履歴オブジェクトに保存できます。

おすすめビルダーでは、すべてのカスタムオブジェクトと大部分の標準オブジェクトがサポートされていま
す。

[サマリー] ページでは、各オブジェクトを掘り下げて、区分を作成したり、項目を除外したり、プラスのイン
タラクションとマイナスのインタラクションのサンプルとなるレコードを指定したりできます。
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おすすめを作成したら、そのスコアカードでパフォーマンスを確認します。

結果に問題がなければ、Einstein のおすすめを Next Best Action 戦略にリリースします。Strategy Builder を使用して、
シームレスにビジネスポリシーを Einstein のおすすめに結合します。たとえば、ルールを追加して特定のおす
すめが表示されるタイミングを決定したり、特定の Einstein のおすすめを除外したりします。

関連トピック:

Salesforce Einstein: テンプレートを使用したより迅速なボットの作成、検索条件を使用した商談スコアリング
の関連性の向上、検索のパーソナライズの正式リリース

Einstein 予測ビルダー: アクション満載のスコアカードで予測結果のエキスパー
トになる
Einstein 予測ビルダーのインタラクティブなスコアカードにより、豊富な情報に基づいてビジネス上の判断を行
うことができます。いつ予測を有効にするのか、品質を改善するために何ができるのかに関する実用的なアド
バイスを得られます。ライブデータで予測を実行する前に、そのパフォーマンスを確認できます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience に
適用されます。
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時期: [結果の分布] グラフと、予測のパフォーマンスをテストする機能は、Winter '21 リリースの直後に入手でき
ます。更新については、改めてご連絡させていただきます。
対象ユーザ: この機能は、Einstein Analytics Plus、Einstein Predictions、EinsteinBuilderFree、または Platform Plus ライセン
スを持つシステム管理者が使用できます。
方法: [Einstein 予測ビルダー] の [設定] の [予測] リストビューから予測のスコアカードにアクセスします。

[概要] タブの上部 (1) では、要点を確認できます。この予測を有効にするか、まず品質を改善できるかどうかを
確認します。品質ゲージ (2) の下を見ると、「品質」の意味と改善方法がわかります。
各グラフの上位 (3) により、どのような質問の回答を得られるのかがわかります。任意の場所のフロート表示
のヒント (4) により、表示されている内容と使用方法がわかります。
[結果の分布] (5) グラフには、各結果種別の正確な予測結果と不正確な予測結果の割合が表示されます。予測結
果の使用を開始すると、このインサイトを取得できるだけでなく、サンプルデータに基づいた推定結果を取得
することもできます。対話型スライダを使用して、さまざまなスコアしきい値で予測のパフォーマンスをテス
トします。
[予測因子] タブでは、各予測因子の影響と相関関係を簡単に確認できるため、どこに集中すべきかがわかりま
す。
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関連トピック:

Salesforce Einstein: テンプレートを使用したより迅速なボットの作成、検索条件を使用した商談スコアリング
の関連性の向上、検索のパーソナライズの正式リリース

Einstein 予測ビルダー: 予測のパフォーマンスを対話形式でテスト
予測を構築して結果を得ましたが、Einstein は正しかったですか? スコアカードの [結果の分布] グラフでは、正
確なスコアと不正確なスコアの割合がわかります。対話型スライダを使用して、さまざまなスコアしきい値で
予測のパフォーマンスをテストし、結果を最大限に活用できるようにします。
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。
時期: [結果の分布] グラフと、予測のパフォーマンスをテストする機能は、Winter '21 リリースの直後に入手でき
ます。更新については、改めてご連絡させていただきます。
対象ユーザ: この機能は、Einstein Analytics Plus、Einstein Predictions、EinsteinBuilderFree、または Platform Plus ライセン
スを持つシステム管理者が使用できます。
方法: 予測のスコアカードで、[結果の分布] グラフを確認します。[はい]/[いいえ] の予測の場合、このグラフで
は、[はい] および [いいえ] の正確な予測と不正確な予測の割合がわかります。タイトルに「(推定)」が含まれ
ている場合、予測がまだライブデータで実行されていないか、Einstein が他の結果を待機しています。
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これはまだ序の口です。さらに優れている点は、さまざまなスコアしきい値で予測のパフォーマンスをテスト
できるということです。スコアしきい値が 50 の場合、50 以上のスコアが [はい] で、50 未満が [いいえ] である
と考えることを意味します。スライダをドラッグして増減させて、他のしきい値で正確な結果と不正確な結果
をテストし、[はい] と [いいえ] の結果をどのように考えるのかを決定します。
数値予測の場合、同様のグラフを使用して、正確な予測、低すぎる予測、高すぎる予測の割合を確認します。
許容誤差を別のレベルに設定して、結果にどのような影響があるのかを確認します。許容誤差は、特定の使用
事例によって異なります。この情報を使用して、予測結果に基づいて実行するアクションを決定します。
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関連トピック:

Salesforce Einstein: テンプレートを使用したより迅速なボットの作成、検索条件を使用した商談スコアリング
の関連性の向上、検索のパーソナライズの正式リリース

数値予測でのレコードの上位予測因子と信頼性範囲の表示
はい/いいえ予測でレコードの上位予測因子を表示するのと同じ Einstein 予測コンポーネントが、数値予測でも
使用できるようになりました。Einstein は、予測スコアの信頼性範囲も表示します。個別のスコアに最も大きく
影響する予測因子を探してください。
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: この機能は、Einstein Analytics Plus、Einstein Predictions、または Platform Plus ライセンスを持つシステム
管理者が使用できます。
方法: 数値予測を作成する場合に、予測結果を保存するカスタム項目に名前を付けるページで、[レコードの上
位の予測因子を表示] を [オン] に設定します。

Einstein 予測コンポーネントを、上位予測因子を表示するすべてのレコードページレイアウトに追加します。該
当の予測でコンポーネントを設定します。予測スコアがあるレコードを表示すると、レコードページにはスコ
アに影響を与える上位予測因子と共に、Einstein 予測コンポーネントが表示されます。信頼性範囲 (1) は、実際
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のスコアがどれくらい上下する可能性があるかを示します。上位予測因子 (2) は、スコアに最も大きく影響す
る項目値を示します。

メモ:  Einstein 予測コンポーネントは、Einstein 予測ビルダーの有料バージョンでのみ使用できます。

関連トピック:

Salesforce Einstein: テンプレートを使用したより迅速なボットの作成、検索条件を使用した商談スコアリング
の関連性の向上、検索のパーソナライズの正式リリース

グローバリゼーション: 翻訳のインポートおよびエクスポートの改
善、新しいロケール形式、新しいプラットフォーム言語
翻訳のインポートにエラーがある場合、受信するメールで詳細が提供され、エラーログが添付ファイルとして
含まれます。データ翻訳のインポートおよびエクスポートの制限が増加します。また、特定の言語のデータ翻
訳ファイルをエクスポートできます。更新で、改善された国際的な日時の新しい形式を有効化してください。
また、プラットフォーム専用言語としてクメール語が追加されました。

このセクションの内容:

改善されたメール通知による翻訳のインポートエラーの理解
翻訳ファイルのインポート時にエラーが発生した場合は、よりすばやく原因を特定してエラーを解決でき
るようになりました。エラー通知メールは詳細情報を提供し、エラーログファイルが添付されています。
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ICU ロケール形式の有効化 (以前にリリース済みの更新)

どこにいても業務を行えるように、日時に International Components for Unicode (ICU) 形式が採用されます。ICU

では、すべてのロケールでこれらの形式の国際標準が設定されます。この新しい形式によって、Salesforce

Platform 全体で一貫したエクスペリエンスが提供され、世界中の ICU 準拠のアプリケーションとのインテグ
レーションが向上します。ICU 形式は Oracle の Java 8 Development Kit (JDK8) 形式を置き換えます。このリリース
更新は Winter '20 で最初に使用可能になりました。
クメール語を使用するユーザとつながる
プラットフォーム専用言語としてクメール語を使用できるようになりました。さらに、クメール (カンボジ
ア) ロケールの日付形式が変更されました。
より大きいデータ翻訳ファイルのインポートおよびエクスポート
インポートおよびエクスポートの制限の増加により、B2B Commerce の商品および商品カテゴリオブジェク
トの項目に保存された、より大量のデータを翻訳できます。データ翻訳ファイルをエクスポートする場合、
言語で絞り込んでファイルサイズを縮小できます。また、データ翻訳のエクスポートが完了したことを通
知するメールに詳細情報とエクスポートされたファイルへのリンクが含まれます。
翻訳インポートまたはエクスポート要求は一度に 1 つだけ送信できる
パフォーマンスの低下を回避するため、各ユーザは同時に 1 つの翻訳インポート要求しか送信できません。
また各ユーザは、メタデータとデータ翻訳のエクスポート要求を同時に 1 つだけしか実行できません。

改善されたメール通知による翻訳のインポートエラーの理解
翻訳ファイルのインポート時にエラーが発生した場合は、よりすばやく原因を特定してエラーを解決できるよ
うになりました。エラー通知メールは詳細情報を提供し、エラーログファイルが添付されています。
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。データ翻訳は Lightning Experience の B2B Commerce に適
用されます。
理由: インポートした .zip ファイルが翻訳のインポート制限を超えた場合、制限を超える前にインポートされた
ファイルのリストがメールに記載されます。
インポートした翻訳ファイル内のレコードが処理されなかった場合、そのファイルのリストと Salesforce ヘルプ
へのリンクがメールに記載されます。また、簡単にアクセスできるようにエラーログがメールに添付されま
す。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 翻訳の管理 (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)

ICU ロケール形式の有効化 (以前にリリース済みの更新)
どこにいても業務を行えるように、日時に International Components for Unicode (ICU) 形式が採用されます。ICU で
は、すべてのロケールでこれらの形式の国際標準が設定されます。この新しい形式によって、Salesforce Platform

全体で一貫したエクスペリエンスが提供され、世界中の ICU 準拠のアプリケーションとのインテグレーション
が向上します。ICU 形式は Oracle の Java 8 Development Kit (JDK8) 形式を置き換えます。このリリース更新は Winter

'20 で最初に使用可能になりました。
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。
時期: Salesforce は、この更新を Spring '22 で適用します。Winter '20 以降に作成された組織では、ICU ロケール形式
がデフォルトで有効になっています。インスタンスのメジャーリリースアップグレード日を確認するには、
Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブをクリックします。
方法: 本番環境でこの更新を有効化する前に、すべてのインストール済みパッケージに ICU 形式との互換性が
あることをパッケージプロバイダに確認します。次に、Salesforce 組織に対する新しいロケールの影響を評価し
ます。次の SOQL クエリを使用して、組織で使用されているロケールと各ロケールのユーザ数を検索します。
SELECT toLabel(LocaleSidKey) LocaleName, LocaleSidKey, Count(id) UserCount FROM User where
IsActive=true GROUP BY LocaleSidKey

テストの推奨領域や、各ロケールの変更についての詳細は、ドキュメントを参照してください。
この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「リリースの更新」と入力して、[リリース
の更新] を選択します。[ICU ロケール形式を有効化] で、テストと有効化の手順を実行します。
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英語 (カナダ) ロケール (en_CA) では、個別の有効化が必要です。[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。[en_CA ロケールの ICU 形式を有効化]を選択し
て [保存] をクリックします。

メモ: この更新を適用すると、UI に新しいロケール形式が表示されます。ICU 形式は API バージョン 45.0 以
降で使用できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ:グローバルに対応する新しい国際ロケール形式 (リリースプレビューの時点で内容が刷新さ
れたり、使用不能になる可能性があります)

Winter '20 リリースノート: ICU ロケール形式の有効化 (リリース更新)

リリース更新

クメール語を使用するユーザとつながる
プラットフォーム専用言語としてクメール語を使用できるようになりました。さらに、クメール (カンボジア)

ロケールの日付形式が変更されました。
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。
理由: 下記のクメール (カンボジア) ロケールの日付形式が変更されました。

メモ: この情報は、[リリースノート] ポータル (https://releasenotes.docs.salesforce.com/) でご
覧になることをお勧めします。PDF では、文字が正しく表示されない場合があります。

クメール (カンボジア) Summer ’20 形式クメール (カンボジア) Winter ’21 形式形式種別

28 Jan 2008, 4:30:05 PM28      2008, 4:30:05 PMDate Time: Medium

28 Jan 200828      2008Date: Medium

28 January 200828      2008Date: Long

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)

Salesforce ヘルプ: Salesforce サポート対象ロケールと ICU 形式 (リリースプレビューの時点で内容が刷新された
り、使用不能になる可能性があります)

Salesforce ヘルプ: Salesforce サポート対象ロケールと JDK 形式 (リリースプレビューの時点で内容が刷新された
り、使用不能になる可能性があります)
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より大きいデータ翻訳ファイルのインポートおよびエクスポート
インポートおよびエクスポートの制限の増加により、B2B Commerce の商品および商品カテゴリオブジェクトの
項目に保存された、より大量のデータを翻訳できます。データ翻訳ファイルをエクスポートする場合、言語で
絞り込んでファイルサイズを縮小できます。また、データ翻訳のエクスポートが完了したことを通知するメー
ルに詳細情報とエクスポートされたファイルへのリンクが含まれます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience の
B2B Commerce に適用されます。
理由: データ翻訳で必要とされるより大きなデータセットを許可するため、データ翻訳ファイルのインポート
およびエクスポートに関する制限を増加しました。
• データ翻訳の各エクスポート要求は 1 GB のデータおよび 100,000 件のレコードに制限されます。要求したエ

クスポートがこのいずれかの制限を越えた場合、部分的なファイルのみがエクスポートされます。
• データ翻訳ファイルをエクスポートする場合、個々の非圧縮ファイルはファイルごとに 25 MB に制限され

ます。オブジェクトと言語の組み合わせごとのデータがこの制限を超えた場合、各ファイル名に日付スタ
ンプが付けられ、1 つずつ増分されます。例: Bilingual_de_Product2_2020-10-20 0836_1.xlf、
Bilingual_de_Product2_2020-10-20 0836_2.xlf。

• データ翻訳ファイルをインポートする場合、個々の非圧縮ファイルはそれぞれ 50 MB に制限されます。
• インポート用にデータ翻訳ファイルを zip 圧縮する場合、各 .zip ファイルには最大 2 GB の非圧縮ファイル内

で最大 100,000 件の翻訳レコードを含めることができます。内容の圧縮後の各 .zip ファイルは 1 GB に制限さ
れます。必要に応じて、複数の zip ファイルを作成します。

zip 圧縮した翻訳ファイルのエクスポートのサイズを縮小できるように、エクスポートするデータ翻訳ファイ
ルに含める言語を選択できるようになりました。
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データ翻訳エクスポートで [バイリンガル] または [期限切れ] と未翻訳エクスポートタイプ (1) を選択すると、
言語条件 (2) が表示されます。
エクスポートが完了すると、要求の日時を含むエクスポートの詳細が記載されたメールを受け取ります。この
メールには、エクスポートされたファイルへのリンクが含まれます。要求がエクスポートの制限を超えた場
合、翻訳のインポートの通知メールには、超過した制限と、部分的なファイルへのリンクが含まれます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 翻訳の管理 (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)

翻訳インポートまたはエクスポート要求は一度に 1 つだけ送信できる
パフォーマンスの低下を回避するため、各ユーザは同時に 1 つの翻訳インポート要求しか送信できません。ま
た各ユーザは、メタデータとデータ翻訳のエクスポート要求を同時に 1 つだけしか実行できません。
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。データ翻訳の適用先: B2B Commerce。
Why: インポート用の翻訳ファイルを送信した場合は、そのインポートプロセスが完了するまで待つ必要があ
ります。最初の要求が完了する前に次の翻訳インポート要求を送信すると、2 番目の要求を再送信するように
指示するメールが送られて来ます。
翻訳エクスポート要求の場合は、各ユーザは翻訳種別ごとに 1 つのプロセスのみを同時に実行できます。たと
えば、メタデータの翻訳エクスポート要求した場合は、そのプロセスが完了するまで待つ必要があります。最
初の要求が完了する前に次のメタデータ翻訳エクスポート要求を送信すると、[エクスポート設定] 画面にエ
ラーメッセージが表示されます。
以前と同じように、要求した翻訳インポートまたはエクスポートプロセスが完了すると、メールが送られて来
ます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: トランスレーションワークベンチ (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用
不能になる可能性があります)

548

グローバリゼーション: 翻訳のインポートおよびエクス
ポートの改善、新しいロケール形式、新しいプラット

フォーム言語

Salesforce Winter '21 リリースノート

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


プロファイルおよび権限: セキュリティのより詳細な制御、新しいラ
イセンスオプション
権限のコピーを制限し、ユーザに表示するプロファイルを制限するための新しいオプションを使用して Salesforce

組織のセキュリティを改善します。Salesforce 管理パッケージに登録してある場合は、パッケージのどのカスタ
ム権限へのアクセスに Salesforce ライセンスが必要であるかを確認してください。

このセクションの内容:

プロファイル検索条件オプションによる組織のセキュリティの強化
Salesforce 組織を可能な限り保護します。ユーザが自分のプロファイル以外のプロファイルを表示すること
を制限します。
「すべてのプロファイル参照」権限の確認
[ユーザ管理設定] で [プロファイルの絞り込み] オプションを有効にする場合、「すべてのプロファイルの参
照」権限を使用します。Salesforce 組織のすべてのプロファイルを参照する機能が必要なユーザに対しての
み、「すべてのプロファイルの参照」権限を有効にします。
プロファイル内の権限のコピーの制限
[制限されたプロファイルコピー] オプションを使用すると、プロファイルのコピー時に、組織がアクセス
できる権限のみが有効になります。この設定を有効にしないと、コピー元のプロファイル内の一部の権限
に組織が現在アクセスできなくても、コピー元のプロファイル内で現在有効なすべての権限がコピー先の
プロファイルでも有効になります。
Professional Edition での権限セットグループの使用
Professional Edition を使用している場合は、自分の Salesforce 組織で 10 件までの権限セットグループを作成でき
るようになりました。権限セットグループを使用できるということは、Professional Edition の Salesforce 組織が
権限セットグループを使用するパッケージを採用できるということを意味します。AppExchange パッケージ
からインストールできる権限セット数の上限は 1,000 です。この上限は、権限セットグループを使用できる
すべてのエディションで同じです。以前は、Professional Edition では権限セットグループは使用できませんで
した。
カスタム権限の [ライセンスが必要です] オプションを確認する
Salesforce 管理パッケージを使用している場合は、カスタム権限で Salesforce ライセンスが必要であるかどう
かを確認できます。

プロファイル検索条件オプションによる組織のセキュリティの強化
Salesforce 組織を可能な限り保護します。ユーザが自分のプロファイル以外のプロファイルを表示することを制
限します。
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。
理由: プロファイルの絞り込みが無効になっている場合、ユーザは持っている権限にかかわらず組織のすべて
のプロファイル名を表示できます。プロファイルの絞り込みを有効化した場合、プロファイル情報を表示する
ユーザを、その職務のアクセス権を必要とするユーザに制限できます。選択したユーザが組織のすべてのプロ

549

プロファイルおよび権限: セキュリティのより詳細な制
御、新しいライセンスオプション

Salesforce Winter '21 リリースノート



ファイルを表示できるようにするには、そのユーザに対して「すべてのプロファイルの参照」権限を有効にで
きます。

重要: 以下の作業を行う権限を持つユーザがこれらのアクションを実行した場合にもプロファイル名が表
示されます。
• プロファイルへのタブやレコードタイプの割り当てを含むウィザードステップでのタブまたはレコー

ドタイプの作成作業。
• フローの関連付けを行うためにプロファイルリストの表示が必要となる、ログインフローの設定作

業。
• 割り当て可能なプロファイルを特定するためにプロファイルの参照が必要となる、代理管理者の設定

作業。
• 外部の代理ユーザ管理者としての組織の管理作業。
• 代理グループのプロファイルを表示して割り当てるための、代理管理者としての組織の管理作業。

方法: [設定] の [クイック検索] ボックスに「ユーザ」と入力し、[ユーザ管理設定]を選択します。[プロファイル
の絞り込み] を有効化します。

「すべてのプロファイル参照」権限の確認
[ユーザ管理設定] で [プロファイルの絞り込み] オプションを有効にする場合、「すべてのプロファイルの参
照」権限を使用します。Salesforce 組織のすべてのプロファイルを参照する機能が必要なユーザに対してのみ、
「すべてのプロファイルの参照」権限を有効にします。
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。
方法: プロファイルまたは権限セットを作成するときに [すべてのプロファイルの参照] を選択します。

プロファイル内の権限のコピーの制限
[制限されたプロファイルコピー] オプションを使用すると、プロファイルのコピー時に、組織がアクセスでき
る権限のみが有効になります。この設定を有効にしないと、コピー元のプロファイル内の一部の権限に組織が
現在アクセスできなくても、コピー元のプロファイル内で現在有効なすべての権限がコピー先のプロファイル
でも有効になります。
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。
理由: 以前に組織で見積を有効にしているため、標準ユーザプロファイルにその機能へのアクセス権があると
します。見積を無効にすると、この機能に関連したオブジェクト権限 (見積、商品、価格表など) は、標準ユー
ザプロファイルからはアクセスできなくなります。標準ユーザプロファイルをコピーして見積を再度有効にし
た場合、標準ユーザプロファイルとコピー先のプロファイルの両方で関連するオブジェクト権限が有効になり
ます。
標準ユーザプロファイルとコピー先のプロファイルの両方で見積を有効にすることが意図される場合もありま
す。ただし、通常、コピー先のプロファイルには、コピー元のプロファイルとは異なる目的があります。目的
のプロファイルのみが特定の機能の権限を受け取るようにするには、[制限されたプロファイルコピー]を有効
にします。
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方法: [設定] の [クイック検索] ボックスに「ユーザ」と入力し、[ユーザ管理設定] を選択します。[制限された
プロファイルコピー] を選択します。

Professional Edition での権限セットグループの使用
Professional Edition を使用している場合は、自分の Salesforce 組織で 10 件までの権限セットグループを作成できる
ようになりました。権限セットグループを使用できるということは、Professional Edition の Salesforce 組織が権限
セットグループを使用するパッケージを採用できるということを意味します。AppExchange パッケージからイ
ンストールできる権限セット数の上限は 1,000 です。この上限は、権限セットグループを使用できるすべての
エディションで同じです。以前は、Professional Edition では権限セットグループは使用できませんでした。
対象: この変更は、Professional Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。

カスタム権限の [ライセンスが必要です] オプションを確認する
Salesforce 管理パッケージを使用している場合は、カスタム権限で Salesforce ライセンスが必要であるかどうかを
確認できます。
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。
方法: カスタム権限を表示する時に、[ライセンスが必要です] オプションが選択されているかどうかを確認し
ます。このオプションが選択されている場合は、適切な Salesforce ライセンスを取得しなければ権限にはアクセ
スできません。

Salesforce Connect: アクセス制限、HIPAA 準拠、ID 対応付けの制限
外部データソースの特定の機密項目と指定ログイン情報への編集アクセスを制限します。Salesforce Connect は、
医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 (HIPAA) に準拠したため、個人を特定できるあらゆるヘルスケ
ア情報がなりすまし詐欺や盗難から保護されます。また、365 日以内に表示されていないすべての外部オブジェ
クトレコード ID を削除するプロセスを適用することで、ID の対応付けを最新の状態に保ちます。

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:

指定ログイン情報と外部データソースの認証へのアクセス制限
ユーザごとの認証を使用する指定ログイン情報や外部データソースの URL エンドポイントを編集した場合、
ユーザはそのエンドポイントで再認証が必要になります。
Salesforce Connect が HIPAA に準拠
Salesforce Connect は、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 (Health Insurance Portability and Accountability

Act: HIPAA) に準拠するようになりました。HIPAA は、ヘルスケア業界が保有している、個人を特定できるあ
らゆる情報をなりすまし詐欺や盗難から保護します。
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外部オブジェクト ID の対応付けの有効期限
顧客データが添付されている ID の対応付けを除いて、365 日以内に表示されなかったすべての ID を削除す
るプロセスを有効化しました。レコードを Lightning Experience で表示するため、Salesforce Connect は各レコー
ドの外部 ID を Salesforce ID に対応付けます。組織では、1 時間あたり 100,000 件の新しい外部オブジェクトレ
コード ID を対応付けることができます。これは、現在の Limits API の制限です。

指定ログイン情報と外部データソースの認証へのアクセス制限
ユーザごとの認証を使用する指定ログイン情報や外部データソースの URL エンドポイントを編集した場合、
ユーザはそのエンドポイントで再認証が必要になります。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition、Performance Edition の Lightning Experience に
適用されます。
方法: [設定] で権限セットとプロファイルを使用してユーザにアクセス権を付与します。このようにすると、
外部システムにアクセスするためのユーザの認証設定を自分で設定および管理できるようになります。

関連トピック:

Salesforce オブジェクトリファレンスガイド:外部データソース (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce オブジェクトリファレンスガイド:指定ログイン情報 (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

Salesforce Connect が HIPAA に準拠
Salesforce Connect は、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 (Health Insurance Portability and Accountability Act:

HIPAA) に準拠するようになりました。HIPAA は、ヘルスケア業界が保有している、個人を特定できるあらゆる
情報をなりすまし詐欺や盗難から保護します。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition、Performance Edition の Lightning Experience に
適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Salesforce Connect

外部オブジェクト ID の対応付けの有効期限
顧客データが添付されている ID の対応付けを除いて、365 日以内に表示されなかったすべての ID を削除するプ
ロセスを有効化しました。レコードを Lightning Experience で表示するため、Salesforce Connect は各レコードの外
部 ID を Salesforce ID に対応付けます。組織では、1 時間あたり 100,000 件の新しい外部オブジェクトレコード ID

を対応付けることができます。これは、現在の Limits API の制限です。
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対象:この変更は、Developer 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 Help: Salesforce Connect-OData 2.0 および 4.0 アダプタの一般的な制限 (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)

Einstein Next Best Action: HIPAA 準拠、通話状況の変更に基づいたイベ
ント駆動型のおすすめ、Einstein おすすめビルダーが生成する AI によ
るおすすめ

エディション

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

保護された健康情報を保存して処理します。通話レコード項目値に基づいてお
すすめを作成します。新しい Einstein 読み込み要素を使用して、パーソナライズ
されたおすすめを提供します。

このセクションの内容:

HIPAA 準拠 Einstein Next Best Action によるヘルスケアデータの保存と暗号化
Winter ‘21 の時点で、Next Best Action は、医療保険の相互運用性と説明責任に関
する法律 (Health Insurance Portability and Accountability Act: HIPAA) に準拠することが
認定されます。この認定は、顧客の保護対象保険情報 (PHI) の保存と処理に関
する厳格な HIPAA 標準に Next Best Action が適合していることを意味します。
HIPAA 準拠により、Next Best Action は、非常に規制の厳しいヘルスケアやライフサイエンスのセクタでも将
来に向けた機能を提供できるようになります。
音声通話レコードを使用したイベント駆動型のおすすめの作成
音声通話レコードと通話トランスクリプトの情報に基づいた、コンテキストに応じたイベント駆動型のお
すすめによってサービスエージェントを支援します。通話の開始、ミュート、保留など、通話状況の変更
のイベントを使用して、イベント駆動型ソリューションを構築します。Service Cloud 音声ツールキットの API

を使用して、コールレコードの項目値と通話トランスクリプトのキーワードに基づいて状況に応じて表示
されるおすすめをプッシュします。
Einstein おすすめビルダーを使用して、AI によるおすすめを戦略に追加 (ベータ)

新しい読み込み要素が追加され、よりスマートな戦略を実現できます。新しい Einstein 読み込み要素を使用
して、Einstein おすすめビルダーが生成した AI によるお勧めを Next Best Action 戦略に追加します。Einstein は過
去のデータやユーザの応答から学習し、パーソナライズされたおすすめをユーザに提供できるようにしま
す。

HIPAA 準拠 Einstein Next Best Action によるヘルスケアデータの保存と暗号化
Winter ‘21 の時点で、Next Best Action は、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 (Health Insurance Portability

and Accountability Act: HIPAA) に準拠することが認定されます。この認定は、顧客の保護対象保険情報 (PHI) の保存
と処理に関する厳格な HIPAA 標準に Next Best Action が適合していることを意味します。HIPAA 準拠により、Next

Best Action は、非常に規制の厳しいヘルスケアやライフサイエンスのセクタでも将来に向けた機能を提供でき
るようになります。
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対象:この変更は、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およ
び Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。

関連トピック:

Next Best Action のおすすめの説明項目の暗号化
Trailhead: Shield Platform Encryption

音声通話レコードを使用したイベント駆動型のおすすめの作成
音声通話レコードと通話トランスクリプトの情報に基づいた、コンテキストに応じたイベント駆動型のおすす
めによってサービスエージェントを支援します。通話の開始、ミュート、保留など、通話状況の変更のイベン
トを使用して、イベント駆動型ソリューションを構築します。Service Cloud 音声ツールキットの API を使用し
て、コールレコードの項目値と通話トランスクリプトのキーワードに基づいて状況に応じて表示されるおすす
めをプッシュします。
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。Service Cloud 音声は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。

関連トピック:

Service Cloud Voice ツールキット API を使用したエージェントのための Next Best Action の提案 (正式リリース)

Einstein おすすめビルダーを使用して、AI によるおすすめを戦略に追加 (ベータ)
新しい読み込み要素が追加され、よりスマートな戦略を実現できます。新しい Einstein 読み込み要素を使用し
て、Einstein おすすめビルダーが生成した AI によるお勧めを Next Best Action 戦略に追加します。Einstein は過去の
データやユーザの応答から学習し、パーソナライズされたおすすめをユーザに提供できるようにします。
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。

メモ:  Einstein のおすすめビルダーはベータ機能としてのプレビュー版であり、Salesforce とのマスターサブ
スクリプション契約における「サービス」には含まれません。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、そのままの状態で提供さ
れ、サポートされておらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce

はいかなる責任も負いません。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。Einstein のおすすめビルダーについてのフィードバックと提案は、IdeaExchange か
らお寄せください。

対象ユーザ: この機能は、Service Cloud Einstein、Lightning Platform Plus および Field Service Plus ライセンスを持つシス
テム管理者が使用できます。

関連トピック:

Einstein のおすすめビルダーを使用したおすすめ (ベータ)
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外部サービス: Summer ‘21 での従来の外部サービスの廃止に向けた外
部サービスバージョンの確認と従来の登録の再作成
従来の外部サービスのバージョンを確認し、従来の登録を最新の外部サービス登録で再作成してください。従
来の外部サービスは、Summer '21 で廃止される予定です。

このセクションの内容:

従来の外部サービス登録の管理と再作成
従来の外部サービス登録を簡単に特定して、最新の外部サービスバージョンで再作成できるようになりま
した。従来の外部サービスより大幅に改善された点としては、従来の登録からのアップグレードの簡素化、
既存の登録の複製、エラーメッセージとエラー回復の改善などがあります。
従来の外部サービスバージョンの廃止
従来の外部サービスと従来の登録は、Summer '21 で廃止される予定です。単一バージョンサポートモデルへ
の移行の一貫として、ほかにも、従来の登録は編集できなくなり、従来のバージョンから最新のバージョ
ンに登録を再作成するためのシンプル名ワークフローが提供されます。従来の登録を廃止することで、現
在そして今後の製品強化や新機能をすべて登録で利用できるようになります。

従来の外部サービス登録の管理と再作成
従来の外部サービス登録を簡単に特定して、最新の外部サービスバージョンで再作成できるようになりまし
た。従来の外部サービスより大幅に改善された点としては、従来の登録からのアップグレードの簡素化、既存
の登録の複製、エラーメッセージとエラー回復の改善などがあります。

メモ: 従来の登録は、OpenAPI 形式または Interagent ハイパースキーマ形式です。OpenAPI 2.0 形式の従来の
登録を最新の外部サービスとして再作成できます。Interagent ハイパースキーマ形式の登録は、まず OpenAPI

形式に変換してから、新しいサービスとして追加する必要があります。
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。
方法: 登録済みのサービスを探すには、[設定] に移動して、[クイック検索] ボックスに「外部サービス」と入力
し、[外部サービス] を選択します。従来の外部サービスを使用している外部サービス登録を特定するには、[従
来] 列 (1) でチェックマークを探します。[アクション] 列 (2) から外部サービス登録に対するアクションを選択し
ます。次の例では、[別名で保存]を使用して、用意されているCopyOfプレフィックスを名前の前に付けて (3)、
登録済みのサービスを再作成しています。この名前は、サービスの内容をより正確に表す名前に変更してくだ
さい。
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メモ: 従来の登録に対して使用できるアクションは、[別名で保存]、[削除]、[アクションを表示]です。[別
名で保存] アクションは、OpenAPI 2.0 に準拠した従来の登録のみをサポートします。[別名で保存] を使用
して、従来の登録を最新バージョンで再作成します。

従来の登録を最新の外部サービスバージョンで再作成する方法は、関連ドキュメントを参照してください。

従来の外部サービスバージョンの廃止
従来の外部サービスと従来の登録は、Summer '21 で廃止される予定です。単一バージョンサポートモデルへの
移行の一貫として、ほかにも、従来の登録は編集できなくなり、従来のバージョンから最新のバージョンに登
録を再作成するためのシンプル名ワークフローが提供されます。従来の登録を廃止することで、現在そして今
後の製品強化や新機能をすべて登録で利用できるようになります。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience で
従来の外部サービスバージョンを使用している組織に適用されます。Spring ’21 では、Salesforce は従来の外部
サービス登録をサポートしなくなります。
方法: Winter ’21 以降、従来の外部サービス登録は新規作成できなくなり、OpenAPI 形式の従来の外部登録も編集
できなくなります。
OpenAPI 2.0 形式の従来の登録: 外部サービスのメインページから、[別名で保存]を使用して、最新の外部サービ
スバージョンで従来の登録を再作成してください。
Interagent ハイパースキーマ形式の従来の登録: Salesforce では、組織にとって現実的なタイミングで、Interagent

ハイパースキーマ形式の従来の登録を OpenAPI 形式に変換して新しい外部サービスとして追加することをお勧
めします。
従来の外部サービス登録の特定と再作成の手順は、Salesforce のドキュメントを参照してください。
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共有: メタデータ API リリースの改善、ゲストユーザの共有設定の保
護
組織の共有設定と、条件に基づく共有ルールまたはゲストユーザ共有ルールの変更をメタデータ API を介して
同時にリリースできるようになりました。Salesforce 組織のデータを保護するために、コミュニティまたはサイ
トを持つすべての組織で [ゲストユーザのレコードアクセス権を保護] 設定が有効化されました。この設定を無
効化することはできません。

このセクションの内容:

組織の共有設定と条件に基づく共有ルールの同時リリース
オブジェクトの sharingModel項目の更新と、条件に基づく新しい共有ルールまたは新しいゲストユーザ
共有ルールの作成をメタデータ API を介して同時に行うことができるようになりました。以前は、これらの
変更を別々のパッケージでリリースしていました。所有者に基づく共有ルールは、引き続き組織の共有設
定の変更とは別にリリースします。
[ゲストユーザの組織の共有設定と共有モデルの保護] の無効化不可
Summer '20 で、コミュニティまたはサイトを持つすべての Salesforce 組織で [ゲストユーザのレコードアクセ
ス権を保護] 設定が有効化されましたが、そのリリース中に無効化することもできました。Winter '21 では、
この設定はすべての組織で有効化され、無効化できなくなります。[ゲストユーザのレコードアクセス権を
保護] 設定では、ゲストユーザ向けの非公開の組織の共有設定が適用され、ゲストユーザにレコードアクセ
ス権を付与するために使用できる共有メカニズムが制限されます。

組織の共有設定と条件に基づく共有ルールの同時リリース
オブジェクトの sharingModel 項目の更新と、条件に基づく新しい共有ルールまたは新しいゲストユーザ共
有ルールの作成をメタデータ API を介して同時に行うことができるようになりました。以前は、これらの変更
を別々のパッケージでリリースしていました。所有者に基づく共有ルールは、引き続き組織の共有設定の変更
とは別にリリースします。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の
Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。

関連トピック:

メタデータ API 開発者ガイド: SharingRules

メタデータ API 開発者ガイド: メタデータのリリースと取得

[ゲストユーザの組織の共有設定と共有モデルの保護] の無効化不可
Summer '20 で、コミュニティまたはサイトを持つすべての Salesforce 組織で [ゲストユーザのレコードアクセス権
を保護] 設定が有効化されましたが、そのリリース中に無効化することもできました。Winter '21 では、この設
定はすべての組織で有効化され、無効化できなくなります。[ゲストユーザのレコードアクセス権を保護] 設定
では、ゲストユーザ向けの非公開の組織の共有設定が適用され、ゲストユーザにレコードアクセス権を付与す
るために使用できる共有メカニズムが制限されます。
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対象: この変更は、Essentials Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の有効
なコミュニティおよびサイトを持つ組織に適用されます。
時期: この設定のロールアウトと適用のタイムラインは、「ゲストユーザセキュリティポリシーとタイムライ
ン」で公開されています。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: コミュニティまたはポータルの保護 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使
用不能になる可能性があります)

Summer '20 リリースノート: ゲストユーザの組織の共有設定と共有モデルの保護 (以前にリリース済みのセキュ
リティアラート、適用済み)

ゲストユーザ: ゲストユーザセキュリティポリシーの適用

項目: プレーンテキストとして表示される表示ラベルの HTML および
Lightning Experience で使用できる削除済み項目の管理
カスタム項目の表示ラベルの HTML タグはプレーンテキストとして表示されます。また、Lightning Experience で
削除済み項目を管理できるようになりました。

このセクションの内容:

カスタム項目の表示ラベルの HTML の表示の無効化 (更新)

Salesforce 組織の保護を強化するために、この更新では、カスタム項目の表示ラベルの HTML 書式を許可する
従来の動作が削除されます。有効化した場合、カスタム項目の表示ラベルの HTML タグはプレーンテキスト
として表示されます。
Lightning Experience での削除済み項目の管理
Lightning Experience で削除済み項目を管理できるようになりました。以前のリリースでは、削除済み項目と
そのデータを管理するには、Salesforce Classic に切り替える必要がありました。

カスタム項目の表示ラベルの HTML の表示の無効化 (更新)
Salesforce 組織の保護を強化するために、この更新では、カスタム項目の表示ラベルの HTML 書式を許可する従
来の動作が削除されます。有効化した場合、カスタム項目の表示ラベルの HTML タグはプレーンテキストとし
て表示されます。
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。
時期: Salesforce は、この更新を Spring '21 で適用します。
対象ユーザ: この更新はすべての組織に適用されるものではありません。これは、カスタム項目の表示ラベル
で HTML 書式を使用しているユーザのうち、以前の自動有効化に含まれていなかったユーザのリリース更新リ
ストにのみ表示されます。
方法:この更新の影響を受ける組織は、この更新を Sandbox 組織で有効化してから本番組織で有効化することを
お勧めします。カスタム項目の表示ラベルが正しく表示されることをテストして、HTML 書式に依存するすべ
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ての表示ラベルを更新します。カスタム項目の名前を変更した場合は、追加の項目の手動更新が必要になりま
す。手動更新が必要かどうかを確認するには、以下を行う必要があります。
• リストビューの名称の確認。リストビューの名称には、手動で変更するまで元のオブジェクト名が表示さ

れます。
• 名称を変更したオブジェクトの標準レポート名と説明の確認。
• 元の項目名を含むメールテンプレートのタイトルと説明の更新。
• 新しいオブジェクト名または項目名でカスタマイズした項目の変更。たとえば、元の項目名が含まれてい

るカスタム項目を確認します。

Lightning Experience での削除済み項目の管理
Lightning Experience で削除済み項目を管理できるようになりました。以前のリリースでは、削除済み項目とその
データを管理するには、Salesforce Classic に切り替える必要がありました。
対象:この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition の Lightning Experience に
適用されます。
方法: 削除したカスタム項目は最初に論理削除され、そのデータは、削除したカスタム項目が完全削除される
か、15 日経過するまで保存されます。
項目名に対して [削除] をクリックし、[カスタム項目 & リレーション] ページの上部にある [削除済み項目] をク
リックすると、論理削除された項目のリストが表示されます。これらの項目を選択して復元するか、または完
全に削除できます。完全削除を選択すると、確認が促されます。
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カスタムメタデータ型: 地理位置情報エンティティおよびメタデータ
リレーションデータ型ユーザインターフェース表示のサポート
地理位置情報データ型のエンティティパーティクルリレーションを作成できるようになりました。また、メタ
データリレーションデータ型のドロップダウンメニューには、サポートされているエンティティが表示されま
す。

このセクションの内容:

カスタムメタデータ型での地理位置情報データ型リレーションのサポート
Summer '20 では、地理位置情報データ型を除くエンティティパーティクルリレーションがサポートされるよ
うになりましたが、Winter '21 では、地理位置情報データ型リレーションを作成できるようになりました。
カスタムメタデータ型の作成時にサポート対象のリレーションエンティティを表示
メタデータ型を作成するときにメタデータリレーションデータ型メニューに、サポートされているエンティ
ティが表示されるようになりました。以前のリリースでは、Salesforce Classic の [カスタム項目] 設定ページが
ある場合にのみリレーションのエンティティが表示されていました。この制限が削除されました。

カスタムメタデータ型での地理位置情報データ型リレーションのサポート
Summer '20 では、地理位置情報データ型を除くエンティティパーティクルリレーションがサポートされるよう
になりましたが、Winter '21 では、地理位置情報データ型リレーションを作成できるようになりました。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の
Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
方法:次の例では、地理位置情報データ型のカスタムメタデータリレーションを作成する方法を示しています。
1. 地理位置情報項目でカスタムオブジェクトを作成します。
2. カスタム項目 (エンティティ定義、項目定義、エンティティパーティクル) でカスタムメタデータ型を作成

します。
3. カスタムメタデータ型のレコードを作成します。

a. エンティティ定義の場合は、カスタムオブジェクトを選択します。
b. 項目定義の場合は、カスタムオブジェクトの地理位置情報項目を選択します。
c. エンティティパーティクル定義の場合、地理位置情報項目の緯度または経度を選択します。
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関連トピック:

カスタムメタデータリレーション
Salesforce Summer '20 リリースノート

カスタムメタデータ型の作成時にサポート対象のリレーションエンティティを
表示
メタデータ型を作成するときにメタデータリレーションデータ型メニューに、サポートされているエンティ
ティが表示されるようになりました。以前のリリースでは、Salesforce Classic の [カスタム項目] 設定ページがあ
る場合にのみリレーションのエンティティが表示されていました。この制限が削除されました。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の
Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
方法: ユーザインターフェースとメタデータ API の両方で次のルールがメタデータリレーションデータ型に適用
されます。
エンティティは:

• 公開されている必要がある
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• API を使用して照会できる
• Apex トリガをサポートする
• カスタマイズ可能である
• レイアウトをサポートする
• ToDo、活動、行動、休日などの結合に含まれない
• 権限セットやユーザなどの設定エンティティではない

関連トピック:

カスタムメタデータリレーション

一般的な設定: ユーティリティバーの配置のカスタマイズ、承認アク
ションの動的な送信、レコードタイプ UI の変更
画面上で組織のユーティリティバーが表示される場所をカスタマイズできるようになりました。レコードが承
認可能である場合にのみ [見積申請] アクションが表示されるようになりました。新規レコードタイプの作成プ
ロセスのステップ 1 の説明テキストを分かりやすく書き直し、プロファイル列の表示ラベルを更新しました。

このセクションの内容:

ユーティリティバーの配置の選択
Salesforce 組織のユーティリティバーを画面のどの場所に表示するかをカスタマイズします。ユーティリティ
バーを画面の右下または左下に配置するように選択できます。デフォルトの配置は、ユーザの言語の記述
方向に一致します。
[見積申請] アクションの表示条件の選択 (正式リリースとベータ)

レコードが承認可能である場合にのみ [見積申請] アクションが表示されるようになれば便利だと思ったこ
とはありませんか? やっとその日が訪れたのです。動的アクションにより、[見積申請] アクションなど、各
アクションが表示される条件を設定できるようになりました。
[設定] でのレコードタイプ作成の変更
レコードタイプへのアクセス権を持っているユーザが行える操作と行えない操作を明確にするため、新規
レコードタイプの作成プロセスのステップ 1 の説明テキストとプロファイル列の表示ラベルの 1 つを更新
しました。
参照項目でレコード名を表示する権限の必須化 (以前にリリース済みの更新)

Salesforce 組織のデータの保護を強化するために、参照項目でレコード名を表示できるユーザが制限されま
す。このデータを表示するには、ユーザはこれらのレコードへの参照アクセス権または「すべての参照レ
コード名の表示」権限が必要になります。この更新は、[作成者] や [最終更新者] などのシステム項目にも適
用されます。このリリース更新は Spring '20 で最初に使用可能になりました。
標準プロファイルでの標準オブジェクト編集の無効化 (更新)

標準オブジェクト権限を標準プロファイルに保存することで、変更できないようにします。この更新で適
用される検証により、標準プロファイルオブジェクト権限に対する変更がブロックされ、組織の整合性が
保証されます。
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ユーティリティバーの配置の選択
Salesforce 組織のユーティリティバーを画面のどの場所に表示するかをカスタマイズします。ユーティリティ
バーを画面の右下または左下に配置するように選択できます。デフォルトの配置は、ユーザの言語の記述方向
に一致します。
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。
対象ユーザ: 「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」を持つシステム管理者は
ユーティリティバーの配置を変更できます。
方法: ユーティリティバーの配置を変更する手順は、次のとおりです。
1. [設定] の [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。
2. 配置を変更するアプリケーションの横にあるドロップダウンメニューで [編集] をクリックします。
3. [アプリケーション設定] で、[ユーティリティ項目 (デスクトップのみ)] を選択します。
4. [ユーティリティバーの配置] で、必要な配置を選択します。

メモ: デフォルトの配置はユーザの言語設定の配置に一致します。たとえば、英語は左から右に記述
されます。[デフォルト] を選択し、ユーザの言語が英語に設定されている場合、ユーティリティバー
は画面の左側の下に表示されます。[ミラー化] を選択した場合、ユーティリティバーは画面の右側の
下に表示されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Lightning アプリケーションへのユーティリティバーの追加 (リリースプレビューの時点で内
容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)
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[見積申請] アクションの表示条件の選択 (正式リリースとベータ)
レコードが承認可能である場合にのみ [見積申請] アクションが表示されるようになれば便利だと思ったことは
ありませんか? やっとその日が訪れたのです。動的アクションにより、[見積申請] アクションなど、各アクショ
ンが表示される条件を設定できるようになりました。
対象:この変更は、Group Edition、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce モバイルアプリケーションに適用されます。カス
タムオブジェクトに対するレコードレベルの動的アクションは、Lightning Experience では正式リリースされ、
Salesforce モバイルアプリケーションではベータ機能として使用できます。サポート対象の標準オブジェクト
(取引先、ケース、取引先責任者、リード、商談) のレコードレベル動的アクションは、Lightning Experience では
ベータ機能として使用できます。カスタムオブジェクトに対するページレベルの動的アクションは、Salesforce

モバイルアプリケーションでベータ機能として使用できます。

メモ: デスクトップの標準オブジェクトの動的アクションと Salesforce モバイルアプリケーションのカスタ
ムオブジェクトの動的アクション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。これらの機能のいずれかをお客様各自の
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 はこれらの機能のいずれかが特定期間内に正式リリースされること、またはリリースそ
のものを保証するものではなく、いつでも中止できます。これら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。これらの機能は、そのままの状態で提供され、サポートされておらず、ここ
から生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任も負いません。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。動的ア
クションに関するフィードバックや提案は、Trailblazer Community の「Dynamic Forms & Actions (動的フォーム
と動的アクション)」グループに投稿してください。

.

関連トピック:

動的アクションの新しい柔軟性をデスクトップ (正式リリースおよびベータ) とモバイル (ベータ) でフルに
活用

[設定] でのレコードタイプ作成の変更
レコードタイプへのアクセス権を持っているユーザが行える操作と行えない操作を明確にするため、新規レ
コードタイプの作成プロセスのステップ 1 の説明テキストとプロファイル列の表示ラベルの 1 つを更新しまし
た。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の
Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
理由: [プロファイルの有効] 列ヘッダーは [利用可能にする] に変更され、このレコードタイプへのアクセス権を
持つユーザが行える操作について、より明確な説明に変更されました。
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参照項目でレコード名を表示する権限の必須化 (以前にリリース済みの更新)
Salesforce 組織のデータの保護を強化するために、参照項目でレコード名を表示できるユーザが制限されます。
このデータを表示するには、ユーザはこれらのレコードへの参照アクセス権または「すべての参照レコード名
の表示」権限が必要になります。この更新は、[作成者] や [最終更新者] などのシステム項目にも適用されま
す。このリリース更新は Spring '20 で最初に使用可能になりました。
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。
時期: Salesforce は、この更新を Spring '21 で適用します。インスタンスのメジャーリリースアップグレード日を
確認するには、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブをクリックします。
理由: システム管理者は、レコードでユーザが表示できる情報をより詳細に制御できるようになります。現時
点では、ユーザは参照項目のレコード名を表示できますが、これらのレコードを参照することはできません。

この更新を適用すると、Lightning Experience では、参照アクセス権または「すべての参照レコード名の表示」権
限を持たないユーザには、参照項目のデータではなく、参照項目の表示ラベルが表示されます。
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Salesforce Classic では、ユーザが参照アクセス権または「すべての参照レコード名の表示」権限を持たない場合、
システムユーザの参照項目にはアンダースコアが表示されます。また、カスタムユーザの参照項目と非ユーザ
の参照項目にはレコード ID が表示されます。

方法: システム管理者はカスタムプロファイルまたは権限セットで「すべての参照レコード名の表示」権限を
有効にすることができます。共有設定に関係なく、すべての参照項目およびシステム項目でレコード名を表示
する必要があるユーザに対してのみ、この権限を有効にします。この権限は、リストビューとレコード詳細
ページの参照レコード名のみに適用されます。
この更新を Sandbox 組織または 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。
この更新を適用するには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「リリース更新」と入力して、[リリース更新]

を選択します。[参照項目にレコード名を表示するための権限が必要] で、テストと有効化の手順を実行しま
す。

関連トピック:

Summer '20 リリースノート: 参照項目でレコード名を表示する権限の必須化 (更新、延期)

リリース更新
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標準プロファイルでの標準オブジェクト編集の無効化 (更新)
標準オブジェクト権限を標準プロファイルに保存することで、変更できないようにします。この更新で適用さ
れる検証により、標準プロファイルオブジェクト権限に対する変更がブロックされ、組織の整合性が保証され
ます。
対象: この変更は、影響を受ける組織のすべてのエディションの Lightning Experience および Salesforce Classic に適
用されます。
時期: Salesforce は、この更新を Summer '21 で適用します。インスタンスのメジャーリリースアップグレード日を
確認するには、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブをクリックします。
理由: この更新以前は、標準プロファイルの標準オブジェクト権限に対する UI からの変更は検証によってブロッ
クされていましたが、メタデータ API ではブロックされませんでした。この更新により、UI とメタデータ API

の両方に検証が適用されます。この更新により、プロファイルメタデータ API は標準プロファイルに対する特
定の編集を検出して禁止します。
方法: この変更の影響を受ける組織では、この更新がリリース更新に表示されます。[設定] から、[クイック検
索] ボックスに「リリース更新」と入力し、[リリース更新]を選択します。この更新を Sandbox 組織または 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。

関連トピック:

リリース更新

セキュリティ、プライバシー、ID: セキュリティセンターとモバ
イルデバイス追跡の正式リリース、[私のドメイン] の必須化、リ
アルタイムモニタリングイベントの増加と項目の暗号化

正式リリースされたセキュリティセンターを使用して、複数の組織のセキュリティ、プライバシー、ガバナン
スポリシーを管理します。正式リリースされたモバイルデバイス追跡を使用してモバイルデバイスアクセスを
表示して管理します。新しい Salesforce 組織はデフォルトで [私のドメイン] を取得し、既存の組織では [私のド
メイン] を定義する必要があります。3 つの新しいリアルタイムイベントモニタリングイベントを使用して組
織を監視します。保健受付ドキュメントに関連付けられた項目を暗号化して、一部の Financial Services Cloud ド
キュメントを暗号化します。

このセクションの内容:

認証と ID: 多要素認証アシスタント、モバイルデバイス追跡、SAML の更新
多要素認証アシスタントを使用した Salesforce Identity の変更が開始され、Salesforce データを保護しやすくな
りました。また、2 要素認証という用語を使用するのもやめて、業界標準の用語である多要素認証を使用す
ることになりました。モバイルデバイス追跡により、Salesforce 組織のセキュリティを強化できます。Web

アプリケーションでクロスオリジンリソース共有 (CORS) を有効にして特定の Salesforce OAuth エンドポイント
からリソースにアクセスできるようになりました。Salesforce が ID プロバイダである場合に、送信 SAML メッ
セージを保護します。
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ドメイン: [私のドメイン] の必須化、URL の短縮
新しい Salesforce 組織はデフォルトで [私のドメイン] を取得し、既存の組織では Winter ’22 までに [私のドメイ
ン] を定義する必要があります。[私のドメイン] を使用している顧客の場合、リリース更新を通じて [私のド
メイン] URL からインスタンス名が削除されます。
Salesforce Shield: リアルタイムモニタリングイベントの追加、従来のトランザクションセキュリティの廃止、
項目の暗号化の追加
リアルタイムイベントモニタリングは、異常な API 使用状況を識別してこれに対応し、一括 API クエリを監
視して、Einstein Analytics でユーザがいつデータをダウンロードしたかを監査するのに役立ちます。Event

Monitoring Analytics アプリケーションは、受動でデータセットをアップロードすることなく例外を分析する
のに役立ち、従来のトランザクションセキュリティフレームワークは無効になりました。Shield Platform

Encryption では、引き続き個人識別データの保護を一層強化できます。ID オブジェクトの Health Cloud データ
および項目を暗号化します。
その他のセキュリティの変更: セキュリティリリースノートに対する変更、セキュリティセンターの正式リ
リース、接続の変更、新しい Crypto クラスのサポート
顧客およびパートナーの ID、データ保護とプライバシーに関するトピックがリリースノートの新しいホー
ムである Customer 360 Truth に移動されました。セキュリティセンターを使用して複数の組織を監視します
(正式リリース)。TLS 暗号化を確認して更新し、より多くの Crypto クラス値を活用します。

認証と ID: 多要素認証アシスタント、モバイルデバイス追跡、SAML
の更新
多要素認証アシスタントを使用した Salesforce Identity の変更が開始され、Salesforce データを保護しやすくなりま
した。また、2 要素認証という用語を使用するのもやめて、業界標準の用語である多要素認証を使用すること
になりました。モバイルデバイス追跡により、Salesforce 組織のセキュリティを強化できます。Web アプリケー
ションでクロスオリジンリソース共有 (CORS) を有効にして特定の Salesforce OAuth エンドポイントからリソース
にアクセスできるようになりました。Salesforce が ID プロバイダである場合に、送信 SAML メッセージを保護し
ます。

このセクションの内容:

多要素認証アシスタントを使用した多要素認証の実装
多要素認証 (MFA) は、許可されていないアカウントアクセスを防止し、セキュリティ脅威に対して Salesforce

データを保護するための非常にシンプルで効果的な方法です。すべてのユーザインターフェースログイン
で多要素認証を有効にすることを強くお勧めします。多要素認証プロジェクトの計画と実行については、
新しい多要素認証アシスタントを確認してください。
多要素認証の用語の使用にアップグレード
すべての Salesforce 製品で、2 要素認証という用語を使用するのをやめて、業界標準の用語である多要素認
証を使用することになりました。この更新は用語の変更のみです。すべての機能は同じままです。
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モバイルデバイス追跡を使用したデバイスの表示および取り消し
データのセキュリティをより詳細に管理するために、モバイルデバイス追跡を使用してどのモバイルデバ
イスが Salesforce 組織にアクセスしているかを追跡して監視できます。Apex または API を使用して、ユーザ
のモバイルデバイスに関する情報を表示し、シリアル番号などのデバイス識別子を設定して、デバイスか
らのアクセスをブロックできます。また、組織へのデバイスのアクセス方法を定義するプロセスおよびポ
リシーを作成することもできます。たとえば、ログインを承認する前にデバイスからの承認要求を必要と
することができます。さらに、カスタムレポートを作成してデバイス管理の統計情報 (どのデバイスが承認
されているか、または取り消されているかなど) を確認します。
Identity Connect を使用した権限セットと公開グループの管理
最近 Identity Connect 3.0.1.1 にアップグレードした場合は、Identity Connect 3.0.1.2 にアップグレードすることを
強くお勧めします。以前のバージョンはサポートされなくなりました。Identity Connect 3.0.1.2 には Identity

Connect 3.0.1.1 と同じ新機能が含まれるだけでなく、セキュリティ対策が追加されています。ユーザを管理
するために Identity Connect も使用している場合、Salesforce 組織内で公開グループおよび権限セットの割り当
てを維持できるようになりました。Identity Connect 3.0.1.2 では、アドオン製品を使用して管理されていない
ユーザから公開グループまたは権限セットの割り当てが削除されません。さらに、Identity Connect 3 インテ
グレーション権限セットの要件、および Identity Connect 設定エラーの修正により、セキュリティが強化され
ています。
OAuth エンドポイントへのクロスオリジン要求の実行
Web アプリケーションでは、クロスオリジンリソース共有 (CORS) を使用して、他のオリジンからのリソー
スを要求します。たとえば、Web アプリケーションで CORS を使用して [私のドメイン] またはコミュニティ
からユーザに関する情報を要求できます。公開および許可リストに登録された Web アプリケーションに加
えて、Salesforce では [私のドメイン] またはコミュニティから要求された場合に特定の OAuth エンドポイント
の COR がサポートされるようになりました。
Salesforce が ID プロバイダである場合の SAML メッセージの保護
Salesforce 組織が SAML 2.0 ID プロバイダとして機能する場合、SHA1 または SHA256 を使用してサービスプロバ
イダへのメッセージを保護できます。これらの署名アルゴリズムでは、ハッシュ関数を使用して変換する
ことで SAML メッセージを保護します。ID プロバイダとして、Salesforce によって選択したアルゴリズムがそ
の SAML 要求および応答に適用されます。選択した署名アルゴリズムは、組織からサービスプロバイダへの
シングルサインオン (SSO) およびシングルログアウト (SLO) メッセージに適用されます。
小文字の Sandbox 名を使用するための ID プロバイダ SAML 要求の更新
Sandbox 名は着信 SAML 要求内の受信者 URL で小文字である必要があります。大文字と小文字が区別される
ホスト名を Salesforce に送信するように ID プロバイダを設定する場合、SAML 要求で小文字の Sandbox 名を使
用するように更新します。
OAuth 2.0 ユーザエージェントフローで更新トークンの mobileauth.salesforce.com リダイレクト URL をサポート
scope=refresh_token が要求に含まれ、リダイレクト URL が
https://mobileauth.salesforce.com/oauth/doneの場合、OAuth 2.0 ユーザエージェントフローで更
新トークンがサポートされます。
「ログイン時に ID の確認をスキップ」権限の明確化
権限では、ログイン時に ID 確認をスキップできるのは Salesforce カスタマーサポート担当者のみです。以前
は、権限の説明に他のユーザがログイン時に ID 確認をスキップできると誤って記されていました。
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多要素認証アシスタントを使用した多要素認証の実装
多要素認証 (MFA) は、許可されていないアカウントアクセスを防止し、セキュリティ脅威に対して Salesforce

データを保護するための非常にシンプルで効果的な方法です。すべてのユーザインターフェースログインで多
要素認証を有効にすることを強くお勧めします。多要素認証プロジェクトの計画と実行については、新しい多
要素認証アシスタントを確認してください。
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。

関連トピック:

1 か所での多要素認証の実装の促進

多要素認証の用語の使用にアップグレード
すべての Salesforce 製品で、2 要素認証という用語を使用するのをやめて、業界標準の用語である多要素認証を
使用することになりました。この更新は用語の変更のみです。すべての機能は同じままです。
対象:この変更は、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition、Contact Manager Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。

関連トピック:

[設定] 内の「2 要素認証」ユーザ権限と表示ラベルの名前変更
[設定] 内の「2 要素認証」ユーザ権限と表示ラベルの名前変更

モバイルデバイス追跡を使用したデバイスの表示および取り消し
データのセキュリティをより詳細に管理するために、モバイルデバイス追跡を使用してどのモバイルデバイス
が Salesforce 組織にアクセスしているかを追跡して監視できます。Apex または API を使用して、ユーザのモバイ
ルデバイスに関する情報を表示し、シリアル番号などのデバイス識別子を設定して、デバイスからのアクセス
をブロックできます。また、組織へのデバイスのアクセス方法を定義するプロセスおよびポリシーを作成する
こともできます。たとえば、ログインを承認する前にデバイスからの承認要求を必要とすることができます。
さらに、カスタムレポートを作成してデバイス管理の統計情報 (どのデバイスが承認されているか、または取
り消されているかなど) を確認します。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience、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。デバイス管理は、Spring '19 の時点ではベータでした。モバイルデバイス追跡は Winter ’21 で正式リリースさ
れ、デバイス管理 (ベータ) とは大きく違っています。モバイルデバイス追跡は、モバイル Salesforce アプリケー
ションを使用して組織にログインしようとしているデバイスで使用できます。モバイルデバイス追跡は、ブラ
ウザからのログインでは機能しません。
対象ユーザ: Salesforce にアクセスするデバイスを表示するには、「デバイスを表示」権限が必要です。デバイ
スアクセスを取り消すには、「デバイスを管理」権限が必要です。
方法: 組織でモバイルデバイス追跡を有効にするには、Salesforce カスタマーサポートにご連絡ください。

570

認証と ID: 多要素認証アシスタント、モバイルデバイス
追跡、SAML の更新

Salesforce Winter '21 リリースノート



Identity Connect を使用した権限セットと公開グループの管理
最近 Identity Connect 3.0.1.1 にアップグレードした場合は、Identity Connect 3.0.1.2 にアップグレードすることを強く
お勧めします。以前のバージョンはサポートされなくなりました。Identity Connect 3.0.1.2 には Identity Connect 3.0.1.1

と同じ新機能が含まれるだけでなく、セキュリティ対策が追加されています。ユーザを管理するために Identity

Connect も使用している場合、Salesforce 組織内で公開グループおよび権限セットの割り当てを維持できるよう
になりました。Identity Connect 3.0.1.2 では、アドオン製品を使用して管理されていないユーザから公開グループ
または権限セットの割り当てが削除されません。さらに、Identity Connect 3 インテグレーション権限セットの要
件、および Identity Connect 設定エラーの修正により、セキュリティが強化されています。
対象: この変更は、Lightning Experience と Salesforce Classic に適用され、Enterprise Edition、Performance Edition、および
Unlimited Edition で有料で使用できます。Developer Edition には 10 個の Identity Connect 権限セットライセンスが含ま
れます。
方法: Identity Connect 3.0.1.2 のダウンロード後に、次の手順を実行してください。
1. Connect 3.0.1.2 管理パッケージをインストールします。
2. 適切な接続アプリケーションと、Identity Connect をインストールする責任を持つユーザに Identity Connect 3 イ

ンテグレーション権限セットを割り当てます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Identity Connect

Release Notes and Implementation Guide (リリースノートと実装ガイド): Identity Connect 3.0.1.2

OAuth エンドポイントへのクロスオリジン要求の実行
Web アプリケーションでは、クロスオリジンリソース共有 (CORS) を使用して、他のオリジンからのリソースを
要求します。たとえば、Web アプリケーションで CORS を使用して [私のドメイン] またはコミュニティからユー
ザに関する情報を要求できます。公開および許可リストに登録された Web アプリケーションに加えて、Salesforce

では [私のドメイン] またはコミュニティから要求された場合に特定の OAuth エンドポイントの COR がサポート
されるようになりました。
対象: この変更は、Developer Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience

と Salesforce Classic に適用されます。
方法: CORS は次のエンドポイントで自動的に有効になります。
• /.well-known/openid-configuration

• /.well-known/auth-configuration

• /services/oauth2/id/keys

さらに、CORS 許可リストにコードを提供する Web アプリケーションのオリジン URL を追加すること
で、/services/oauth2/userinfo エンドポイントで CORS を有効にできます。
次のサポートされる OAuth エンドポイントで CORS を有効にするには、CORS ページから [OAuth の CORS を有効化]

エンドポイントパラメータを選択します。Salesforce では、Web アプリケーションがその要求を [私のドメイン]

またはコミュニティの URL に投稿する場合、次の OAuth エンドポイントの CORS しかサポートされません。
• /services/oauth2/token

• /services/oauth2/revoke
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• /services/oauth2/introspect

警告: 一部の OAuth 認証フローにはコンシューマの秘密が含まれます。コンシューマの秘密がエンドユー
ザに公開されないように保護することを強くお勧めします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Enable CORS for OAuth Endpoints (OAuth エンドポイント用の CORS 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: OAuth エンドポイント (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる
可能性があります)

Salesforce が ID プロバイダである場合の SAML メッセージの保護
Salesforce 組織が SAML 2.0 ID プロバイダとして機能する場合、SHA1 または SHA256 を使用してサービスプロバイダ
へのメッセージを保護できます。これらの署名アルゴリズムでは、ハッシュ関数を使用して変換することで
SAML メッセージを保護します。ID プロバイダとして、Salesforce によって選択したアルゴリズムがその SAML 要
求および応答に適用されます。選択した署名アルゴリズムは、組織からサービスプロバイダへのシングルサイ
ンオン (SSO) およびシングルログアウト (SLO) メッセージに適用されます。
対象:この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Essentials Edition、Performance Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
方法: サービスプロバイダ用に接続アプリケーションを設定する場合、組織で開始される SAML 要求および応答
に適用する署名アルゴリズムを選択します。
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関連トピック:

Salesforce ヘルプ: SAML 2.0 を使用した接続アプリケーションとしてサービスプロバイダを統合 (リリースプレ
ビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

メタデータ API 開発者ガイド: ConnectedApp (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能に
なる可能性があります)

小文字の Sandbox 名を使用するための ID プロバイダ SAML 要求の更新
Sandbox 名は着信 SAML 要求内の受信者 URL で小文字である必要があります。大文字と小文字が区別されるホス
ト名を Salesforce に送信するように ID プロバイダを設定する場合、SAML 要求で小文字の Sandbox 名を使用する
ように更新します。
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。
時期: この変更は、Spring ’20 以降で作成または更新された Sandbox に影響します。
方法: SAML 設定で Sandbox 名の文字種を確認するには、[設定] の [クイック検索] ボックスに「シングルサインオ
ン設定」と入力し、[シングルサインオン設定]を選択します。[エンドポイント] セクションの [ログイン URL] 項
目には Salesforce 組織のホスト名が含まれます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: シングルサインオン用の SAML 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)

OAuth 2.0 ユーザエージェントフローで更新トークンの mobileauth.salesforce.com
リダイレクト URL をサポート
scope=refresh_token が要求に含まれ、リダイレクト URL が
https://mobileauth.salesforce.com/oauth/done の場合、OAuth 2.0 ユーザエージェントフローで更新
トークンがサポートされます。
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対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: デスクトップまたはモバイルアプリケーションのインテグレーションの OAuth 2.0 ユーザエー
ジェントフロー (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)

「ログイン時に ID の確認をスキップ」権限の明確化
権限では、ログイン時に ID 確認をスキップできるのは Salesforce カスタマーサポート担当者のみです。以前は、
権限の説明に他のユーザがログイン時に ID 確認をスキップできると誤って記されていました。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

の Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンのモバイルアプリケーションに適用されま
す。
理由: ID 確認をスキップ可能にすることで、Salesforce カスタマーサポート担当者は問題をトラブルシューティ
ングする要求を受けたときにアカウントに簡単にログインできるようになります。

ドメイン: [私のドメイン] の必須化、URL の短縮
新しい Salesforce 組織はデフォルトで [私のドメイン] を取得し、既存の組織では Winter ’22 までに [私のドメイン]

を定義する必要があります。[私のドメイン] を使用している顧客の場合、リリース更新を通じて [私のドメイ
ン] URL からインスタンス名が削除されます。

このセクションの内容:

[私のドメイン] のリリース (更新)

最新の機能を使用してブラウザの要件に準拠するには、すべての Salesforce 組織に [私のドメイン] が必要で
す。それをリリースするか、会社名に基づいて割り当てます。[私のドメイン] はすべてのアプリケーショ
ン URL に影響するため、Winter '22 でこの更新が適用される前に、[私のドメイン] をテストしてリリースする
ことをお勧めします。
新しい Salesforce 組織作成時の [私のドメイン] の定義
Winter ’21 以降で作成されたすべての Salesforce の本番組織では、デフォルトで [私のドメイン] を取得します。
[私のドメイン] を使用すると、salesforce.com ドメイン内のサブドメインを取得します。たとえば、
「https://examplecompany.my.salesforce.com」などです。[私のドメイン] は、ブラウザ要件に準拠
し、最新の Salesforce 機能を使用するために必要です。
Visualforce、エクスペリエンスビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL の一貫性の確保 (更新、
延期)

Visualforce、エクスペリエンスビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL からインスタンス名が削
除されます。インスタンス名は、Salesforce 組織がホストされている場所を示します。インスタンス名を削
除することで、ドメインがわかりやすく、覚えやすくなります。この更新は、[私のドメイン] がリリース
されている組織に適用されます。この更新の有効化後、インスタンス名を含む URL (ブックマークなど) は自
動的に新しいホスト名にリダイレクトされます。Spring '18 でリリースされたこの更新は、Summer ’22 まで延
期されます。
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サイトのセキュアでない HTTP 接続を許可する設定の削除
Google Chrome の SameSite Cookie の変更に関連する更新の一部として、Salesforce にアクセスするには HTTPS 接
続が必要です。「セキュアな HTTPS 接続が必要」リリース更新は、2020 年 5 月 1 日に本番組織で適用されま
した。Winter ’21 では、認証済み要求で HTTP 接続が許可されなくなったため、サイト設定のセキュアな接続
(HTTPS) が必要] が削除されました。

[私のドメイン] のリリース (更新)
最新の機能を使用してブラウザの要件に準拠するには、すべての Salesforce 組織に [私のドメイン] が必要です。
それをリリースするか、会社名に基づいて割り当てます。[私のドメイン] はすべてのアプリケーション URL に
影響するため、Winter '22 でこの更新が適用される前に、[私のドメイン] をテストしてリリースすることをお勧
めします。
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。
時期: Salesforce は、この更新を Winter ’22 で適用します。インスタンスのメジャーリリースアップグレード日を
確認するには、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブをクリックします。
対象ユーザ: この更新は、Winter ’21 の開始時点で [私のドメイン] がリリースされていない組織に適用されます。
理由: [私のドメイン] をリリースすることで、ログイン URL が選択した [私のドメイン] 名でブランド設定されま
す。また、ログイン URL からインスタンス名が削除され、組織が別の Salesforce インスタンスに移動した場合の
ユーザのログイン中断を回避することもできます。ユーザの認証方法を決定するカスタムログインポリシーを
設定するには、[私のドメイン] が必要です。また、[私のドメイン] は外部ベンダーを利用シテシングルサイン
オン (SSO) を設定する場合や Customer 360 などの新しいサービスを使用する場合にも必要です。一部の Lightning

コンテナコンポーネントや Web セキュリティ保護でも [私のドメイン] が必要です。
方法: [私のドメイン] は、Sandbox でリリースして組織全体の接続をテストしてから、本番でリリースすること
をお勧めします。
この更新を実行するには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「リリース更新」と入力して、[リリース更新]

を選択します。[[私のドメイン] をリリース] で、テストと有効化の手順を実行します。[私のドメイン] の設定、
テスト、リリース方法については、Salesforce ヘルプの「私のドメイン」を参照してください。
適用日までに [私のドメイン] をリリースしなかった場合、組織の会社名に基づいて Salesforce によって設定され
ます。別の名前を使用する場合は、設定後に [私のドメイン] を変更できます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 私のドメイン (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: My Domain URL Formats ([私のドメイン] の URL の形式) (リリースプレビューの時点で内容が刷
新されたり、使用不能になる可能性があります)

リリース更新
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新しい Salesforce 組織作成時の [私のドメイン] の定義
Winter ’21 以降で作成されたすべての Salesforce の本番組織では、デフォルトで [私のドメイン] を取得します。[私
のドメイン] を使用すると、salesforce.com ドメイン内のサブドメインを取得します。たとえば、
「https://examplecompany.my.salesforce.com」などです。[私のドメイン] は、ブラウザ要件に準拠し、
最新の Salesforce 機能を使用するために必要です。
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。
方法: [私のドメイン] 項目を使用したサインアップ中に新しい組織の [私のドメイン] 名を指定します。要求され
た [私のドメイン] 名が一意でない場合、サインアッププロセスで名前の末尾に文字が追加されます。たとえ
ば、[私のドメイン] 名として「example」を要求したがその名前が使用されている場合、サインアッププロセス
で「example1」や「example-1a」に調整される場合があります。
サインアップ中に [私のドメイン] を選択しなかった場合、会社名に基づいて Salesforce によって割り当てられま
す。設定されたドメインが気に入らない場合、変更できます。
Salesforce 組織のサインアップフォームを保持する場合、[私のドメイン] 項目を追加することをお勧めします。
[私のドメイン] を変更するには、[設定] の [クイック検索] ボックスに「私のドメイン」と入力し、[私のドメイ
ン]を選択します。[私のドメインの設定] で [編集]を選択し、[[私のドメイン] の名前を変更] 項目に新しい [私の
ドメイン] 名を入力します。[使用可能か調べる] を選択し、ドメイン名を使用できる場合は [保存] をクリック
してプロビジョニングのために新しい [私のドメイン] を送信します。プロビジョニングが完了したら、新しい
ドメインをリリースして変更を有効にします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: 私のドメイン (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)

Visualforce、エクスペリエンスビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイル
の URL の一貫性の確保 (更新、延期)
Visualforce、エクスペリエンスビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL からインスタンス名が削除
されます。インスタンス名は、Salesforce 組織がホストされている場所を示します。インスタンス名を削除する
ことで、ドメインがわかりやすく、覚えやすくなります。この更新は、[私のドメイン] がリリースされている
組織に適用されます。この更新の有効化後、インスタンス名を含む URL (ブックマークなど) は自動的に新しい
ホスト名にリダイレクトされます。Spring '18 でリリースされたこの更新は、Summer ’22 まで延期されます。
対象: この変更は、Contact Manager Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、
Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
時期: この更新は、Sandbox 組織では、作成時または更新時に自動的に有効になります。Salesforce では、この更
新を Summer ’22 ですべての組織で適用します。インスタンスのメジャーリリースアップグレード日を確認する
には、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブをクリックします。
理由: URL からインスタンス名が削除されるときに、ホスト名が変更されます。次に例を示します。
• MyDomainName--PackageName.InstanceName.visual.force.com は

MyDomainName--PackageName.visualforce.com になります
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• MyDomainName--c.InstanceName.content.force.com は MyDomainName--c.documentforce.com

になります
• MyDomainName--sitestudio.InstanceName.force.com は

MyDomainName.builder.salesforce-communities.com になります
すべての *.content.force.com  URL は、*.documentforce.com になります。
方法: この更新は、Sandbox 組織でテストすることをお勧めします。新しい URL がユーザと Salesforce 間のネット
ワークパスにあるファイアウォールとプロキシサーバで動作することを確認してください。ホスト名で絞り込
まれているファイアウォールとプロキシサーバは、次のドメインも信頼する必要があります。
• *.visualforce.com

• *.documentforce.com

• *.salesforce-communities.com

重要: この更新を有効にする前に、次の考慮事項を確認してください。
• ユーザが iOS または Apple® Safari® を使用して Salesforce にアクセスする場合、互換性の問題のため、この

更新を有効にしないことをお勧めします。
• この更新により、Visualforce、エクスペリエンスビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL に

アクセスしているユーザがログアウトされる可能性があります。中断を最小限に抑えるため、この更
新の適用はピーク時間外に行うことをお勧めします。

この更新を有効にするには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「リリース更新」と入力して、[リリース更
新] を選択します。[Visualforce、エクスペリエンスビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL の一貫
性の確保] で、テストおよび有効化の手順を実行します。

関連トピック:

Spring '18 リリースノート: Visualforce、エクスペリエンスビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL

からインスタンス名を削除 (重要な更新)

Salesforce ヘルプ: サポートされるブラウザ (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能にな
る可能性があります)

リリース更新

サイトのセキュアでない HTTP 接続を許可する設定の削除
Google Chrome の SameSite Cookie の変更に関連する更新の一部として、Salesforce にアクセスするには HTTPS 接続が
必要です。「セキュアな HTTPS 接続が必要」リリース更新は、2020 年 5 月 1 日に本番組織で適用されました。
Winter ’21 では、認証済み要求で HTTP 接続が許可されなくなったため、サイト設定のセキュアな接続 (HTTPS) が
必要] が削除されました。
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。

関連トピック:

Summer ’20 リリースノート: セキュア HTTPS 接続の必須化 (更新、適用済み)
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Salesforce Shield: リアルタイムモニタリングイベントの追加、従来の
トランザクションセキュリティの廃止、項目の暗号化の追加
リアルタイムイベントモニタリングは、異常な API 使用状況を識別してこれに対応し、一括 API クエリを監視
して、Einstein Analytics でユーザがいつデータをダウンロードしたかを監査するのに役立ちます。Event Monitoring

Analytics アプリケーションは、受動でデータセットをアップロードすることなく例外を分析するのに役立ち、
従来のトランザクションセキュリティフレームワークは無効になりました。Shield Platform Encryption では、引き
続き個人識別データの保護を一層強化できます。ID オブジェクトの Health Cloud データおよび項目を暗号化し
ます。

このセクションの内容:

Shield Platform Encryption: ドキュメントに関連付けられたデータの暗号化、非推奨のリリース更新
Shield Platform Encryption では、個人識別情報を保護する方法が追加され続けています。保健受付ドキュメン
トに関連付けられた項目を暗号化できるようになりました。Financial Services Cloud で顧客を識別するために
使用するドキュメントを暗号化することもできます。また、システム管理者プロファイルから「暗号化鍵
を管理」権限を削除するリリース更新が非推奨になりました。
イベントモニタリング: トランザクションセキュリティの廃止、新しいイベント
従来のトランザクションセキュリティフレームワークは廃止されました。リアルタイムイベントモニタリ
ングに、Salesforce 組織の処理を監視するのに役立つ 2 つの新しいイベントが含まれました。新しい API 異常
イベントを使用して、組織のデータに対するユーザの API コールでの異常を追跡します。BulkApiResultEvent

を使用してトランザクションセキュリティポリシーを実装し、後でアクセスするために大量のデータを照
会します。

Shield Platform Encryption: ドキュメントに関連付けられたデータの暗号化、非
推奨のリリース更新
Shield Platform Encryption では、個人識別情報を保護する方法が追加され続けています。保健受付ドキュメントに
関連付けられた項目を暗号化できるようになりました。Financial Services Cloud で顧客を識別するために使用する
ドキュメントを暗号化することもできます。また、システム管理者プロファイルから「暗号化鍵を管理」権限
を削除するリリース更新が非推奨になりました。

このセクションの内容:

保健受付ドキュメントに関連付けられたデータの暗号化
在宅介護の受付プロセスに含まれるドキュメントをアップロードする場合、これらのドキュメントに関連
する個人識別情報を暗号化できるようになりました。OCR ドキュメントスキャン結果オブジェクトの [対応
付けられた項目] 項目および [抽出された値] 項目を暗号化できるようになりました。
ID ドキュメント項目の暗号化
Financial Services Cloud クライアントの識別に使用するドキュメントの項目を暗号化できるようになりました。
発効日、有効期限、ドキュメント番号項目を暗号化すると、クライアントから委託されたデータの保護を
一層強化できます。
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Salesforce CPQ データの暗号化
Shield Platform Encryption を使用して、機密性の高い Salesforce CPQ 情報の保存に関する規制を遵守します。Shield

Platform Encryption を使用して、保管時のデータ保護を強化すると共に、重要なビジネス機能を保持します。
「システム管理者プロファイルから「暗号化鍵を管理」権限を削除」リリース更新の非推奨 (以前にリリー
ス済みの更新)

「システム管理者プロファイルから「暗号化鍵を管理」権限を削除」リリース更新が非推奨になり、[設定]

で使用できなくなりました。既存の権限セットは変更されません。ただし、ベストプラクティスとしては、
Spring ’16 リリースより前に Shield Platform Encryption を有効にしたユーザは「暗号化鍵を管理」権限を個人に
割り当て、システム管理者プロファイルに依存しないようにする必要があります。

保健受付ドキュメントに関連付けられたデータの暗号化
在宅介護の受付プロセスに含まれるドキュメントをアップロードする場合、これらのドキュメントに関連する
個人識別情報を暗号化できるようになりました。OCR ドキュメントスキャン結果オブジェクトの [対応付けら
れた項目] 項目および [抽出された値] 項目を暗号化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。
対象ユーザ: Health Cloud プラットフォーム権限セットライセンスを持つ Salesforce システム管理者は Shield Platform

Encryption を Health Cloud 項目に適用できます。
方法: [設定] の [暗号化ポリシー] ページで [項目を暗号化]をクリックします。次に [編集]をクリックして、項目
を選択します。ほとんどの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:

https://help.salesforce.com/articleView?id=admin_salesforce_shield.htm

ID ドキュメント項目の暗号化
Financial Services Cloud クライアントの識別に使用するドキュメントの項目を暗号化できるようになりました。発
効日、有効期限、ドキュメント番号項目を暗号化すると、クライアントから委託されたデータの保護を一層強
化できます。
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。
対象ユーザ: この変更は、Financial Services Cloud と Shield Platform Encryption の両方が有効になっているエディショ
ンに適用されます。
方法: [設定] の [暗号化ポリシー] ページで [項目を暗号化]をクリックします。次に [編集]をクリックして、項目
を選択します。[ドキュメント番号] 項目には、確定的暗号化スキームを適用できます。

Salesforce CPQ データの暗号化
Shield Platform Encryption を使用して、機密性の高い Salesforce CPQ 情報の保存に関する規制を遵守します。Shield

Platform Encryption を使用して、保管時のデータ保護を強化すると共に、重要なビジネス機能を保持します。
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対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。
対象ユーザ: この変更は、Salesforce Shield および Shield Platform Encryption アドオンサブスクリプションを購入した
顧客が使用できます。
方法: [設定] の [暗号化ポリシー] ページで [項目を暗号化]をクリックします。次に [編集]をクリックして、項目
を選択します。ほとんどの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。

「システム管理者プロファイルから「暗号化鍵を管理」権限を削除」リリース更新の非推
奨 (以前にリリース済みの更新)

「システム管理者プロファイルから「暗号化鍵を管理」権限を削除」リリース更新が非推奨になり、[設定] で
使用できなくなりました。既存の権限セットは変更されません。ただし、ベストプラクティスとしては、Spring

’16 リリースより前に Shield Platform Encryption を有効にしたユーザは「暗号化鍵を管理」権限を個人に割り当て、
システム管理者プロファイルに依存しないようにする必要があります。
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。

イベントモニタリング: トランザクションセキュリティの廃止、新しいイベン
ト
従来のトランザクションセキュリティフレームワークは廃止されました。リアルタイムイベントモニタリング
に、Salesforce 組織の処理を監視するのに役立つ 2 つの新しいイベントが含まれました。新しい API 異常イベン
トを使用して、組織のデータに対するユーザの API コールでの異常を追跡します。BulkApiResultEvent を使用して
トランザクションセキュリティポリシーを実装し、後でアクセスするために大量のデータを照会します。

このセクションの内容:

従来のトランザクションセキュリティ: 終了
拡張トランザクションセキュリティポリシーフレームワークを使用すると、任意の標準オブジェクトまた
はカスタムオブジェクトに対してアクションを実行するトランザクションセキュリティポリシーを作成で
きます。新しいフレームワークが正式リリースされたため、従来のフレームワークを使用して記述された
すべてのポリシーは無効になります。必ず従来のトランザクションセキュリティポリシーを新しいフレー
ムワークに移行してください。このリリース更新は Winter '20 で最初に使用可能になりました。
BulkApiResult イベントを使用してデータ損失の防止
データ漏洩の防止は、イベントモニタリングの重要な機能です。悪意のあるユーザは Salesforce エンティティ
に対する一括操作を実行できるため、Bulk API アクティビティを監視するのに役立つ新しいリアルタイムイ
ベントが作成されました。新しい BulkApiResultEvent ストリーミングオブジェクトと BulkApiResultEventStore ス
トレージオブジェクトを使用して、REST エンドポイントまたは [設定] の Bulk API ジョブページを使用して Bulk

API の結果がいつダウンロードされたかを監視します。BulkApiResultEventStore ではトランザクションセキュリ
ティがサポートされています。
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新しい ApiAnomalyEvent を使用した API クエリの異常の検出
新しいリアルタイムイベントモニタリングイベントを使用して、Salesforce 組織に対するセキュリティの脅
威を追跡します。ApiAnomalyEvent を使用して、組織のデータに対するユーザの API コールでの異常を追跡で
きます。関連付けられたストレージオブジェクト ApiAnomalyEventStore では、トランザクションセキュリティ
ポリシーがサポートされています。
Event Monitoring Analytics アプリケーションの予期しない例外の分析
EventLogFile イベント種別が追加され、Event Monitoring Analytics アプリケーションが使いやすくなりました。
Apex UnexpectedException イベントデータセットを使用して、データセットを手動で、または外部データ API

を使用してアップロードすることなく、Analytics アプリケーションの例外を分析できます。
イベントログファイルの Einstein Analytics データのダウンロードを表示する
新しい Wave ダウンロードイベントを使用して、Einstein Analytics からダウンロードされたデータの追跡とセ
キュリティを強化します。アセットタイプ、ID、データセット ID、Salesforce ユーザ種別、ダウンロード形
式、ダウンロードされた行数についてレポートできるように、ダウンロードログがイベントモニタリング
で公開されるようになりました。
再構築された JSON 形式と脅威データのより簡単な相関付け
SessionHijackingEvent オブジェクトおよび SessionHijackingEventStore オブジェクトの SecurityEventData 項目の JSON

コンテンツが再構築され、他の脅威イベントの構造に一致するようになりました。同じ JSON 構造を使用す
ることで、組織内の脅威イベントをより簡単に表示して相関させることができるようになります。

従来のトランザクションセキュリティ: 終了
拡張トランザクションセキュリティポリシーフレームワークを使用すると、任意の標準オブジェクトまたはカ
スタムオブジェクトに対してアクションを実行するトランザクションセキュリティポリシーを作成できます。
新しいフレームワークが正式リリースされたため、従来のフレームワークを使用して記述されたすべてのポリ
シーは無効になります。必ず従来のトランザクションセキュリティポリシーを新しいフレームワークに移行し
てください。このリリース更新は Winter '20 で最初に使用可能になりました。
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、Professional Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
対象ユーザ: イベントモニタリングは、Salesforce Shield または Event Monitoring アドオンサブスクリプションを購
入した顧客が使用できます。
方法: セキュリティポリシーが従来のフレームワークを使用しているかどうかを判断するには、それらに関連
付けられている Apex クラスを確認します。従来のポリシーは TxnSecurity.PolicyCondition インターフェースを実装
しています。従来のポリシーは新しいフレームワークでは実行できませんが、引き続き表示されるため、その
ロジックを調べて新しいポリシーで再現することができます。ポイント & クリックツールを使用したい場合、
条件ビルダーには、新しいフレームワークでポリシーを作成するためのほとんどの機能が用意されています。
従来のポリシーを移行するには、以前の動作を模倣するポリシーを新しい拡張フレームワークで作成します。
コーディングを行う場合や、条件ビルダーで提供されていない機能を必要とする場合は、新しい
TxnSecurity.EventCondition インターフェースを使用して Apex クラスを実装します。
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移行や発生した問題に関するフィードバックをお寄せください。このフィードバックにより、すべてのイベン
トモニタリングユーザの移行を改善することができます。この機能に関するフィードバックや提案は、Trailblazer

Community の「Salesforce Official: Shield」グループに投稿してください。

関連トピック:

ナレッジ記事: Legacy Transaction Security Retirement (従来のトランザクションセキュリティの廃止)

Salesforce ヘルプ: 拡張トランザクションセキュリティフレームワークへの従来のポリシーの移行
Salesforce のリリースの更新

BulkApiResult イベントを使用してデータ損失の防止
データ漏洩の防止は、イベントモニタリングの重要な機能です。悪意のあるユーザは Salesforce エンティティに
対する一括操作を実行できるため、Bulk API アクティビティを監視するのに役立つ新しいリアルタイムイベン
トが作成されました。新しい BulkApiResultEvent ストリーミングオブジェクトと BulkApiResultEventStore ストレージ
オブジェクトを使用して、REST エンドポイントまたは [設定] の Bulk API ジョブページを使用して Bulk API の結果
がいつダウンロードされたかを監視します。BulkApiResultEventStore ではトランザクションセキュリティがサポー
トされています。
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、Professional Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
対象ユーザ: イベントモニタリングは、Salesforce Shield または 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。

新しい ApiAnomalyEvent を使用した API クエリの異常の検出
新しいリアルタイムイベントモニタリングイベントを使用して、Salesforce 組織に対するセキュリティの脅威を
追跡します。ApiAnomalyEvent を使用して、組織のデータに対するユーザの API コールでの異常を追跡できます。
関連付けられたストレージオブジェクト ApiAnomalyEventStore では、トランザクションセキュリティポリシーが
サポートされています。
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、Professional Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
対象ユーザ: イベントモニタリングは、Salesforce Shield または 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。

Event Monitoring Analytics アプリケーションの予期しない例外の分析
EventLogFile イベント種別が追加され、Event Monitoring Analytics アプリケーションが使いやすくなりました。Apex

UnexpectedException イベントデータセットを使用して、データセットを手動で、または外部データ API を使用し
てアップロードすることなく、Analytics アプリケーションの例外を分析できます。
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、Professional Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
対象ユーザ: イベントモニタリングは、Salesforce Shield または 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。
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方法: 新しいデータセットを利用できるように Event Monitoring Analytics アプリケーションをアップグレードしま
す。

関連トピック:

Salesforce Object Reference Guide (Salesforce オブジェクトリファレンスガイド): Apex の予期しない例外イベント種別

イベントログファイルの Einstein Analytics データのダウンロードを表示する
新しい Wave ダウンロードイベントを使用して、Einstein Analytics からダウンロードされたデータの追跡とセキュ
リティを強化します。アセットタイプ、ID、データセット ID、Salesforce ユーザ種別、ダウンロード形式、ダウ
ンロードされた行数についてレポートできるように、ダウンロードログがイベントモニタリングで公開される
ようになりました。
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、Professional Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
対象ユーザ: イベントモニタリングは、Salesforce Shield または Event Monitoring アドオンサブスクリプションを購
入した顧客が使用できます。
方法: イベントモニタリングのお客様の場合、ユーザが Analytics で作業しているときに WAVE_DOWNLOAD_EVENT

項目がイベントログデータで自動的に取得されます。このデータを使用してデータセットおよびダッシュボー
ドを作成できます。

関連トピック:

Salesforce Object Reference Guide (Salesforce オブジェクトリファレンスガイド): Wave Download Event Type (Wave ダウン
ロードイベント種別) (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)

再構築された JSON 形式と脅威データのより簡単な相関付け
SessionHijackingEvent オブジェクトおよび SessionHijackingEventStore オブジェクトの SecurityEventData 項目の JSON コン
テンツが再構築され、他の脅威イベントの構造に一致するようになりました。同じ JSON 構造を使用すること
で、組織内の脅威イベントをより簡単に表示して相関させることができるようになります。
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、Professional Edition、Unlimited

Edition、Developer Edition の Lightning Experience と Salesforce Classic に適用されます。
対象ユーザ: イベントモニタリングは、Salesforce Shield または 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:

プラットフォームイベント開発者ガイド: SessionHijackingEventStore

プラットフォームイベント開発者ガイド: SessionHijackingEvent

Salesforce ヘルプ: セッションハイジャックの調査
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その他のセキュリティの変更: セキュリティリリースノートに対する
変更、セキュリティセンターの正式リリース、接続の変更、新しい
Crypto クラスのサポート
顧客およびパートナーの ID、データ保護とプライバシーに関するトピックがリリースノートの新しいホームで
ある Customer 360 Truth に移動されました。セキュリティセンターを使用して複数の組織を監視します (正式リ
リース)。TLS 暗号化を確認して更新し、より多くの Crypto クラス値を活用します。

このセクションの内容:

セキュリティ、プライバシー、ID リリースノートセクションに対する変更
顧客およびパートナーの ID、データ保護とプライバシーに関するリリースノートがリリースノートの新し
いホームである Customer 360 Truth に移動されました。他の Customer 360 リリースノートに結合され、顧客の
データ、ID、プライバシーを正常に管理するために必要な情報が提供されます。
セキュリティセンターを使用したセキュリティポリシーモニタリングの合理化 (正式リリース)

担当している Salesforce 組織の数に関係なく、セキュリティセンターを利用すればすべての組織のセキュリ
ティ、プライバシー、ガバナンスポリシーを維持できます。この機能は、前回のリリースからの変更点を
含んでおり、今回正式リリースとなります。旧称はセキュリティコマンドセンターであり、今回のリリー
スにより、凍結されたユーザの総計値、接続アプリケーション、12 個の新しい権限総計値が追加されてい
ます。このアプリケーションでは、スクロールをスキップしてすばやくデータを掘り下げられるように、
セルフサービスの設定機能が搭載され、ダッシュボード設計も強化されています。
TLS 1.2 暗号化の確認と更新
Salesforce Services でサポートされる TLS 1.2 暗号化スイートが更新されました。Sales Cloud、Service Cloud、
Communities Cloud から HTTPS コールアウトの 2 つの TLS 1.2 暗号化スイートのサポートが削除されました。
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA または TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 暗号化スイートを使用す
る場合は、サポートされるスイートのいずれかを使用するようにサーバを更新してください。
Apex Crypto クラスによる ECDSA のサポート
Apex Crypto クラスの更新により、セキュリティフットプリントを削減し、より多くの署名オプションを活
用できるようになります。System.Crypto クラスの Crypto.sign、Crypto.signWithCertificate、Crypto.signXML()、
Crypto.verify() (メソッド) の algorithmName パラメータで ECDSA-SHA256、ECDSA-SHA384、および ECDSA-SHA512 の
値がサポートされます。

セキュリティ、プライバシー、ID リリースノートセクションに対する変更
顧客およびパートナーの ID、データ保護とプライバシーに関するリリースノートがリリースノートの新しい
ホームである Customer 360 Truth に移動されました。他の Customer 360 リリースノートに結合され、顧客のデー
タ、ID、プライバシーを正常に管理するために必要な情報が提供されます。

関連トピック:

Customer 360 Truth: すべての顧客データの安全な一元化された情報源
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セキュリティセンターを使用したセキュリティポリシーモニタリングの合理化
(正式リリース)
担当している Salesforce 組織の数に関係なく、セキュリティセンターを利用すればすべての組織のセキュリティ、
プライバシー、ガバナンスポリシーを維持できます。この機能は、前回のリリースからの変更点を含んでお
り、今回正式リリースとなります。旧称はセキュリティコマンドセンターであり、今回のリリースにより、凍
結されたユーザの総計値、接続アプリケーション、12 個の新しい権限総計値が追加されています。このアプリ
ケーションでは、スクロールをスキップしてすばやくデータを掘り下げられるように、セルフサービスの設定
機能が搭載され、ダッシュボード設計も強化されています。
対象: この機能は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience で使用できま
す。
対象ユーザ: セキュリティセンターは、アドオンサブスクリプションとして利用できます。ダッシュボードお
よび総計値ページを表示するには、「セキュリティセンターページを表示」権限を割り当てます。接続された
テナントを管理するには、「セキュリティセンターページを管理」権限を割り当てます。
理由: セキュリティセンターを使用すれば、リスクを抑えてセキュリティレビュープロセスを短縮できます。
このアプリケーションを使用すれば、セキュリティ目標の達成度に関する明確なインサイトが得られるため、
疑わしい状況に事前に対応できます。また、規模拡大中や変更中には、セキュリティセンターは顧客の機密
データに関わる変更を監視するのに役立ちます。
方法: アプリケーションを設定するには、セキュリティセンターアプリケーションを表示するテナントを選択
します。そのテナントにログインして、アプリケーションランチャーから[セキュリティセンター]を選択しま
す。[接続済みテナント] ページで、テナントをアプリケーションに接続します。テナントはいつでも切断で
き、個別のデータのクラスタをコンパートメント化するように複数のアプリケーションを確立できます。
新しいコンパクトなダッシュボード設計により、総計値のわかりやすい概要が得られます。各総計値の集計
値、前回の更新以降の各値の変化、その更新が行われた時間を確認できます。カテゴリをクリックすれば、そ
のカテゴリの各総計値のウィークリーデータを確認できます。

さらに詳細を確認する必要がある場合は、カードをクリックして詳細ページを開き、詳細の表示方法を選択し
ます。前日比の変化を表示するか、テナント別のすべてのデータの内訳を表示できます。画面の下半分には関
心のある設定、アクション、イベントの重要なコンテキストがわかる詳細が表示されます。
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TLS 1.2 暗号化の確認と更新
Salesforce Services でサポートされる TLS 1.2 暗号化スイートが更新されました。Sales Cloud、Service Cloud、Communities

Cloud から HTTPS コールアウトの 2 つの TLS 1.2 暗号化スイートのサポートが削除されました。
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA または TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 暗号化スイートを使用する
場合は、サポートされるスイートのいずれかを使用するようにサーバを更新してください。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。

関連トピック:

ナレッジ記事: Salesforce Services and Marketing Cloud supported TLS 1.2 Cipher Suites (Salesforce Services および Marketing

Cloud でサポートされる TLS 1.2 暗号化スイート)

Apex Crypto クラスによる ECDSA のサポート
Apex Crypto クラスの更新により、セキュリティフットプリントを削減し、より多くの署名オプションを活用で
きるようになります。System.Crypto クラスの Crypto.sign、Crypto.signWithCertificate、Crypto.signXML()、Crypto.verify() (メ
ソッド) の algorithmName パラメータで ECDSA-SHA256、ECDSA-SHA384、および ECDSA-SHA512 の値がサポートされ
ます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。
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方法: 鍵素材の生成および使用についての詳細は、『Apex 開発者ガイド』の「Crypto クラス」エントリを参照
してください。

Customer 360 Truth: すべての顧客データの安全な一元化された情
報源

Customer 360 Truth の新機能を確認してください。より多くの ID 検証オプションとデータ統合をユーザに提供
し、パーソナライズされたインタラクションを可能にします。1 つのアプリケーションを使用して、複数の
Salesforce 組織を監視するポリシーを作成します。

このセクションの内容:

Customer 360 Audiences: エンゲージメントを促進するリアルタイムの顧客データ管理
Customer 360 Audiences は、パーソナライズとエンゲージメントを促進する顧客データ管理、セグメンテー
ション、および活性化ツールです。一連のソリューションを使用して、世界一の顧客プラットフォームに
基づいて単一のアクション可能な顧客のビューを構築できます。
Customer 360 Data Manager: データソースを接続して顧客の単一ビューを作成
複数の Salesforce 組織、Commerce Cloud B2C インスタンス、さらには Salesforce 外部のデータソースなど、ビジ
ネス全体のすべての顧客データを接続します。グローバルプロファイルを作成し、クラウド情報モデルを
使用してデータソース間でオブジェクトと項目を対応付け、Lightning Web コンポーネントを使用して統合環
境を作成します。
お客様とパートナーの ID: SMS による ID 検証、メールアドレス変更の確認 (更新)、カスタマイズ可能なメー
ルテンプレート
テキストメッセージを使用してユーザが多要素認証用の ID を検証できるようにします。コミュニティメン
バーがメールアドレスを変更すると、新しいアドレスと古いアドレスに送信されたメールで変更を確認す
る必要があります。送信するメール通知はカスタマイズできます。
プライバシーおよびデータコンプライアンス: プライバシーセンターと同意イベントストリーム
Salesforce プライバシーセンターを使用すると、2 つのカスタマイズ可能な機能により、顧客の要求に応える
だけでなく、一般データ保護規則 (GDPR) などのデータプライバシー法に準拠するためにも役立ちます。同
意イベントストリームを使用すると、すべてのコアオブジェクトでの同意または同意情報に対する変更を
簡単に監視できます。

Customer 360 Audiences: エンゲージメントを促進するリアルタイム
の顧客データ管理
Customer 360 Audiences は、パーソナライズとエンゲージメントを促進する顧客データ管理、セグメンテーショ
ン、および活性化ツールです。一連のソリューションを使用して、世界一の顧客プラットフォームに基づいて
単一のアクション可能な顧客のビューを構築できます。
Customer 360 Audiences の最新機能と更新を確認してください (Customer 360 Audiences リリースノート)。
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Customer 360 Data Manager: データソースを接続して顧客の単一ビュー
を作成
複数の Salesforce 組織、Commerce Cloud B2C インスタンス、さらには Salesforce 外部のデータソースなど、ビジネ
ス全体のすべての顧客データを接続します。グローバルプロファイルを作成し、クラウド情報モデルを使用し
てデータソース間でオブジェクトと項目を対応付け、Lightning Web コンポーネントを使用して統合環境を作成
します。
Customer 360 Data Manager の最新機能と更新を確認してください (Customer 360 Data Manager リリースノート)。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Customer 360 Data Manager の基本
Trailhead: Customer 360 Data Manager の使用開始

お客様とパートナーの ID: SMS による ID 検証、メールアドレス変更
の確認 (更新)、カスタマイズ可能なメールテンプレート
テキストメッセージを使用してユーザが多要素認証用の ID を検証できるようにします。コミュニティメンバー
がメールアドレスを変更すると、新しいアドレスと古いアドレスに送信されたメールで変更を確認する必要が
あります。送信するメール通知はカスタマイズできます。

このセクションの内容:

コミュニティユーザ、顧客、パートナーが SMS で ID を確認
ユーザへの多要素認証のロールアウトプロセスは複雑になる可能性があります。SMS で多要素認証を簡単
に実現します。テキストメッセージの取得と同じように簡単に安全にログインできます。
コミュニティユーザ、パートナー、顧客のメールアドレス変更時に確認が必要 (更新)

このセキュリティ更新では、コミュニティのメールアドレスの変更を確認することが外部ユーザに要求さ
れます。
コミュニティのメールアドレス変更の検証メールのカスタマイズ
Lightning コミュニティメンバーがメールアドレスを変更すると、2 件のセキュリティメールが送信されま
す。1 件は以前のメールアドレスに、もう 1 件は新しいメールアドレスに送信されます。新しいメールアド
レスと以前のメールアドレスの変更検証テンプレートを使用して、受信するメールをカスタマイズできま
す。

コミュニティユーザ、顧客、パートナーが SMS で ID を確認
ユーザへの多要素認証のロールアウトプロセスは複雑になる可能性があります。SMS で多要素認証を簡単に実
現します。テキストメッセージの取得と同じように簡単に安全にログインできます。
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。
対象ユーザ: ID 検証クレジットアドオンライセンスを持つユーザは、SMS による多要素認証を使用できます。
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方法: Salesforce カスタマーサポートに連絡して、SMS 多要素認証の有効化を依頼します。次に、プロファイルお
よび権限セットで [外部ユーザはテキスト (SMS) で ID を検証する] を有効化します。この設定が有効化されてい
て、ユーザが多要素認証チャレンジを完了する必要がある場合に、登録された検証機能をユーザが持っていな
いときは、ユーザは携帯電話番号の確認を要求されます。

メモ:  SMS は他の多要素認証方式ほど安全ではありません。この権限を有効にするときは慎重に判断して
ください。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Salesforce Identity ライセンス (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能に
なる可能性があります)

コミュニティユーザ、パートナー、顧客のメールアドレス変更時に確認が必要
(更新)
このセキュリティ更新では、コミュニティのメールアドレスの変更を確認することが外部ユーザに要求されま
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
モバイルアプリケーションに適用されます。
時期: Salesforce は、この更新を Spring '21 で適用します。インスタンスのメジャーリリースアップグレード日を
確認するには、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブをクリックします。
対象ユーザ: このリリース更新は、すべての Salesforce Lightning コミュニティが対象となります。
理由: この更新では、すべての組織の [メールアドレスの変更に対してメール確認が必要] 設定が自動的に有効
になります。お客様は、この設定を無効にすればオプトアウトできます。
方法: ユーザがメールアドレスを変更すると、確認のために新しいアドレスにメールが送信されます。アドレ
スの変更は、ユーザがメッセージ内の確認リンクをクリックした後に有効になります。

関連トピック:

リリース更新

コミュニティのメールアドレス変更の検証メールのカスタマイズ
Lightning コミュニティメンバーがメールアドレスを変更すると、2 件のセキュリティメールが送信されます。1

件は以前のメールアドレスに、もう 1 件は新しいメールアドレスに送信されます。新しいメールアドレスと以
前のメールアドレスの変更検証テンプレートを使用して、受信するメールをカスタマイズできます。
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。
方法: メールアドレスを変更したときにユーザが受信するメールをカスタマイズするには、コミュニティワー
クスペースで新しいテンプレートを使用します。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Classic メールテ
ンプレート」と入力し、[Classic メールテンプレート]を選択します。Communities: New Email - Change Email Verification

(コミュニティ: 新規メール - 変更メール検証) テンプレートまたは Communities: Old Email - Change Email Verification (コ
ミュニティ: 以前のメール - 変更メール検証) テンプレートを選択します。
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例:

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: メールアドレスの変更テンプレート (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)

プライバシーおよびデータコンプライアンス: プライバシーセンター
と同意イベントストリーム
Salesforce プライバシーセンターを使用すると、2 つのカスタマイズ可能な機能により、顧客の要求に応えるだ
けでなく、一般データ保護規則 (GDPR) などのデータプライバシー法に準拠するためにも役立ちます。同意イベ
ントストリームを使用すると、すべてのコアオブジェクトでの同意または同意情報に対する変更を簡単に監視
できます。

このセクションの内容:

Salesforce Customer 360 Privacy Center を使用した顧客データの安全な管理
1 つのアプリケーションを使用して、Salesforce 組織による顧客データの保持、削除、匿名化、コピーの送信
の方法を管理するポリシーを簡単に作成できます。Salesforce Customer 360 プライバシーセンターはカスタマ
イズ可能な機能により、顧客の要求に応えるだけでなく、一般データ保護規則 (GDPR) などのデータプライ
バシー法に準拠するためにも役立ちます。
同意イベントストリームを使用した同意に対する変更の監視
1 つのストリームですべてのコアオブジェクトでの同意または同意情報に対する変更についての通知を受信
します。同意イベントストリームで捕捉されたイベントは、24 時間表示されます。
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Salesforce Customer 360 Privacy Center を使用した顧客データの安全な管理
1 つのアプリケーションを使用して、Salesforce 組織による顧客データの保持、削除、匿名化、コピーの送信の
方法を管理するポリシーを簡単に作成できます。Salesforce Customer 360 プライバシーセンターはカスタマイズ
可能な機能により、顧客の要求に応えるだけでなく、一般データ保護規則 (GDPR) などのデータプライバシー法
に準拠するためにも役立ちます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。
理由: データ保持ポリシーを使用して、組織が顧客の個人識別情報 (PII) を保持する期間を管理できます。デー
タの匿名化または組織からの削除を自動化する忘れ去られる権利ポリシーを作成できます。顧客のデータの権
利を守るには、顧客の PII データを識別してこれに準拠するデータ主体アクセス要求機能を使用してポリシー
を作成します。その後、可搬性ポリシー API を使用してすべての PII データのコピーを組織から顧客に安全に送
信できます。
方法: Customer 360 プライバシーセンターは、アドオンサブスクリプションとして利用できます。Salesforce に連
絡して有効にしたら、アプリケーションランチャーから Customer 360 プライバシーセンターを開きます。

同意イベントストリームを使用した同意に対する変更の監視
1 つのストリームですべてのコアオブジェクトでの同意または同意情報に対する変更についての通知を受信し
ます。同意イベントストリームで捕捉されたイベントは、24 時間表示されます。
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。
対象ユーザ: この機能を使用するには、ReadAllData 権限または PrivacyDataAccess 権限が必要です。
方法: 組織で同意イベントストリーム機能を有効にしてから、同意イベントチャネルに登録して、オブジェク
トに対する変更についての通知を受信します。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「データプライバシープ
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ラットフォーム」と入力し、[同意イベントストリーム]を選択します。[同意イベントストリームを使用] の横に
あるボックスをオンにします。同意イベントストリームは、チャネル /event/ConsentEvent に通知を送信します。

関連トピック:

開発者ガイド: プラットフォームイベントの登録 (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)

開発者ガイド: 変更イベントオブジェクトのサポート (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)

リリース: 新しい変更セットコンポーネント

これらのコンポーネントを変更セットに追加して、組織間でカスタマイズを送信します。

このセクションの内容:

新しい変更セットコンポーネント
変更セットに使用できるコンポーネントは、エディションによって異なります。これらのコンポーネント
を変更セットに使用できるようになりました。

新しい変更セットコンポーネント
変更セットに使用できるコンポーネントは、エディションによって異なります。これらのコンポーネントを変
更セットに使用できるようになりました。
リダイレクトの許可 URL

「Salesforce を離れる」警告メッセージを表示することなくリンクでユーザをリダイレクトできる、Salesforce

ドメイン外部の信頼済み URL を表します。
チャネルメニューのリリース

Salesforce コミュニティまたはサイトへのチャネルメニュー (電話や Web チャットなど) のリリースを表しま
す。

カスタムインデックス
SOQL クエリのパフォーマンスを向上させるために使用するカスタムインデックスを表します。

開発: 独自の Salesforce アプリケーションの作成

Lightning コンポーネント、Visualforce、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。
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このセクションの内容:

Lightning コンポーネント: lightning-input-rich-text ベースコンポーネントのカスタムボタン、第二世代パッケー
ジでの Lightning メッセージチャネルのサポート
入力リッチテキストベースコンポーネントにカスタムボタンを追加します (ベータ)。第二世代パッケージ
で Lightning メッセージチャネルがサポートされるようになりました。
Einstein Vision と Einstein Language: 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 Vision API と Einstein Language 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: 第二世代パッケージでの Lightning メッセージチャネル、短縮 URL

第二世代パッケージにメッセージチャネルを含めることができるようになりました。一部の URL からイン
スタンス名を削除するリリース更新は Summer '21 で有効化されます。
Apex

安全なナビゲーション演算子 (?.) を使用して、null ポインタ例外を回避します。HttpRequest クラスの
PATCH メソッドを指定して、HTTP Web サービスのリソースの部分的な更新または完全更新を行います。
Messaging.CustomNotificationクラスを使用して、Apex コードから直接カスタム通知を作成、設定、
送信します。RequestId と Quiddity 値を使用して、Apex ランタイムコンテキストを検出します。新しい sObject

エラーメソッドを使用して、Apex テストを改善します。Database.deleteImmediate() メソッドで最大
50,000 件の Big Object レコードを同時に一括削除できるようになりました。@namespaceAccessible アノ
テーションで、第二世代パッケージの Apex にアクセスできるようになりました。
API

API バージョン 50.0 では、新しい /composite/graph リソースを使用します。
パッケージ化: パッケージツリーの視覚化、不要なパッケージバージョンの削除、転送アップグレードの正
式リリース
Salesforce CLI を使用してパッケージツリーを視覚化します。不要および未リリースのロック解除済みまたは
第二世代管理パッケージバージョンを削除します。パッケージエラーに関するメール通知を受信するユー
ザを指定します。ロック解除済みおよび第二世代管理パッケージの転送アップグレードが正式リリースさ
れました。
スクラッチ組織: 組織シェイプと新機能
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。
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プラットフォーム開発ツール
Salesforce Developer Experience (DX) を使用してアプリケーションを共同で作成し、継続的に配信します。Salesforce

Developer Experience は、Customer 360 Platform での開発を容易にするオープンな統合環境です。Salesforce DX ツー
ルセットには、Visual Studio Code 向け Salesforce 拡張機能と Salesforce CLI が含まれます。チームに最も適した、
ビジネスニーズを満たすツールを選択してください。毎週、この両方のツールの新しいバージョンがリリー
スされています。
Lightning Design System: スタイル設定フックおよび他のコンポーネントブループリントの機能強化
Salesforce Lightning Design System (SLDS) には、Salesforce Lightning の原則、設計言語、およびベストプラクティス
に一致するユーザインターフェースを作成するリソースが含まれています。このリリースでは、ユーザが
ブランド設定に応じてコンポーネントスタイルをカスタマイズできるようにスタイル設定フックを実装し
ました。
AppExchange パートナー: Marketplace Analytics での地域別の活動の概要の表示と AppExchange の App Analytics シ
ミュレーションモード
Marketplace Analytics の地域別の活動の概要を使用して、活動を促進している場所を確認します。App Analytics

シミュレーションモードを使用してカスタムインテグレーションをテストします。
変更データキャプチャ: イベント強化 (ベータ)、オブジェクトサポートの拡張
項目を使用してイベントメッセージを強化し、より多くのオブジェクトの変更通知を受信します。
プラットフォームイベント: 登録の管理、利用状況の監視
Apex トリガ登録をユーザインターフェースから管理し、利用状況総計値を監視し、イベント公開の状況を
追跡 (ベータ) 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。

Lightning コンポーネント: lightning-input-rich-text ベースコン
ポーネントのカスタムボタン、第二世代パッケージでの Lightning メッ
セージチャネルのサポート
入力リッチテキストベースコンポーネントにカスタムボタンを追加します (ベータ)。第二世代パッケージで
Lightning メッセージチャネルがサポートされるようになりました。

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:

lightning-input-rich-text ベースコンポーネントへのカスタムボタンの追加 (ベータ)

メールテンプレートの挿入、形式の適用、FAQ へのリンクの追加など、設定したアクションを実行するた
めのボタンを追加できます。カスタムボタンでポップアップを開くこともできます。
lightning-input-rich-textコンポーネント内でネストした 2 つの新しいコンポーネントを一緒に使用
してカスタムボタンを定義します。
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第二世代パッケージでの Lightning メッセージチャネルのサポート
Lightning コンポーネントは、メッセージチャネルを使用して Lightning Message Service 経由で通信します。第
二世代パッケージにメッセージチャネルを含めることができるようになりました。
クライアント側キャッシュのタイムアウトの増加
サーバでメタデータからコンポーネントが生成されると、ページがインデックス付きデータベースのクラ
イアント側キャッシュから読み込まれます。クライアント側キャッシュのタイムアウトが 15 分から 8 時間
に増加し、更新間隔が 15 分になりました。この増加したタイムアウトにより、アプリケーションを頻繁に
ブートするユーザや、アプリケーションの外部からリンクをクリックして新しいブラウザウィンドウまた
はタブで Lightning Experience を開くユーザのページ読み込み時間が短縮される可能性があります。
ui 名前空間の Aura コンポーネントの廃止
廃止されるコンポーネントのサポートは 2021 年 5 月 1 日に終了します。
DOM API の変更で必要になる可能性のある UI テストの更新
HTML、CSS、DOM のコンテンツおよび構造は、いつでも変更される可能性があるため、安定した API と考え
ることはできません。Selenium WebDriver などのツールを使用してコンポーネント内部にアクセスする自動
UI テストでは、継続的なメンテナンスが必要になります。Salesforce は、自動 UI テストがこのリリースに適
応するようにサポートします。
複数のオブジェクトで機能するフロー画面コンポーネントの開発 (正式リリース)

汎用の sObjectおよび sObject[]データ型を使用する再利用可能なフロー画面コンポーネントを作成で
きるようになりました。オブジェクトごとに 1 つのコンポーネントを作成するのではなく、複数のオブジェ
クトで機能する 1 つのコンポーネントを作成します。たとえば、取引先や取引先責任者からカスタムオブ
ジェクトまで、レコードのコレクションで機能するデータテーブルコンポーネントを作成できます。
Lightning Web コンポーネントのカスタムプロパティエディタの作成 (正式リリース)

システム管理者が Flow Builder でフロー画面コンポーネントを簡単に設定できる、カスタムプロパティエディ
タを作成します。カスタムプロパティエディタは、単に Lightning Web コンポーネントです。
フローの汎用 sObject および sObject[] 入力を使用するカスタムプロパティエディタの作成
汎用 sObject および sObject[] データ型を使用する呼び出し可能なカスタムアクションと画面コンポー
ネント用のカスタムプロパティエディタを作成できるようになりました。
Lightning Web コンポーネントプレイグラウンドの廃止
Lightning Web Components Playground は 2021 年 2 月 1 日に廃止される予定です。代わりに、ローカル開発サー
バ (ベータ) を使用して、Lightning Web コンポーネントをローカルで開発できます。ローカル開発では、コー
ドを Salesforce 組織にリリースしないで Lightning Web コンポーネントを構築、実行、テストできます。
リリース更新: @AuraEnabled Apex クラスへのプロファイルベースのアクセスの適用、その他
@AuraEnabled を含む Apex クラスの 2 つのリリース更新を適用しています。新しい「Lightning コンポーネ
ントの安全な静的リソースの有効化」リリース更新もあります。

関連トピック:

Lightning Web コンポーネント開発者ガイド
Lightning Aura コンポーネント開発者ガイド
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lightning-input-rich-textベースコンポーネントへのカスタムボタンの追
加 (ベータ)
メールテンプレートの挿入、形式の適用、FAQ へのリンクの追加など、設定したアクションを実行するための
ボタンを追加できます。カスタムボタンでポップアップを開くこともできます。lightning-input-rich-text

コンポーネント内でネストした 2 つの新しいコンポーネントを一緒に使用してカスタムボタンを定義します。

メモ: lightning-input-rich-text のカスタムボタン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、
そのままの状態で提供され、サポートされておらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害また
は損害に対して、Salesforce はいかなる責任も負いません。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-input-rich-textのカスタムボタン
に関するフィードバックや提案は、Trailblazer Community の「Lightning Components Development」グループに
投稿してください。

対象: この変更は、Lightning Experience、Lightning コミュニティ、および Salesforce アプリケーションに適用されま
す。
方法: lightning-input-rich-text コンポーネント内で、toolbar というスロットに
lightning-rich-text-toolbar-button-groupコンポーネントを配置してカスタムボタンを追加します。
各カスタムボタンの lightning-rich-text-toolbar-button コンポーネントを
lightning-rich-text-toolbar-button-group コンポーネント内に配置します。
lightning-rich-text-toolbar-button コンポーネント内で、icon-name 属性を使用してボタンにユー
ティリティアイコンを表示し、onclick を使用してボタンのアクションを指定します。
lightning-rich-text-toolbar-buttonには showPopup()と closePopup()というメソッドがあり、ボ
タンハンドラでこれらを使用することでポップアップを開いたり閉じたりできます。ポップアップの内容は、
lightning-rich-text-toolbar-button 内でコンポーネントをネストすることで設定します。
次の例では、code-block スタイルを適用するためのカスタムボタンを追加しています。
lightning-input-rich-textコンポーネントには、デフォルトでは code-blockは含まれません。formats

属性で、code-block も含め、リッチテキストエディタで使用できるすべての形式を指定する必要がありま
す。
<template>

<lightning-input-rich-text formats="font, bold, italic, underline, strike,
list, indent, align, link, image, clean, code, code-block, color, background, header">

<lightning-rich-text-toolbar-button-group slot="toolbar" aria-label="First group">

<lightning-rich-text-toolbar-button
icon-name="utility:insert_tag_field"
icon-alternative-text="Code Block"
onclick={handleCodeBlockButtonClick}>

</lightning-rich-text-toolbar-button>
</lightning-rich-text-toolbar-button-group>
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</lightning-input-rich-text>
</template>

ボタンハンドラは、現在適用されている形式を取得し、setFormat()メソッドを使用して code-block形式
を設定または設定解除します。
import { LightningElement } from 'lwc';

export default class CustomButtonDemo extends LightningElement {
handleCodeBlockButtonClick() {

const inputRichText = this.template.querySelector('lightning-input-rich-text');
let format = inputRichText.getFormat();

// Set or unset code-block format based on format on current selection
if (format['code-block']) {

inputRichText.setFormat({ 'code-block': false });
} else {

inputRichText.setFormat({ 'code-block': true });
}

}
}

関連トピック:

コンポーネントの参照: lightning-input-rich-text (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能
になる可能性があります)

第二世代パッケージでの Lightning メッセージチャネルのサポート
Lightning コンポーネントは、メッセージチャネルを使用して Lightning Message Service 経由で通信します。第二世
代パッケージにメッセージチャネルを含めることができるようになりました。

関連トピック:

Lightning Web コンポーネント開発者ガイド: Lightning Message Service を使用した DOM 間の通信

クライアント側キャッシュのタイムアウトの増加
サーバでメタデータからコンポーネントが生成されると、ページがインデックス付きデータベースのクライア
ント側キャッシュから読み込まれます。クライアント側キャッシュのタイムアウトが 15 分から 8 時間に増加
し、更新間隔が 15 分になりました。この増加したタイムアウトにより、アプリケーションを頻繁にブートす
るユーザや、アプリケーションの外部からリンクをクリックして新しいブラウザウィンドウまたはタブで
Lightning Experience を開くユーザのページ読み込み時間が短縮される可能性があります。

ui 名前空間の Aura コンポーネントの廃止
廃止されるコンポーネントのサポートは 2021 年 5 月 1 日に終了します。
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 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。
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時期: 2021 年 5 月 1 日に ui 名前空間で廃止される Aura コンポーネントのサポートが終了します。2021 年 5 月 1

日以降もこれらのコンポーネントを引き続き使用することはできますが、その日付以降、これらのサポート
ケースは受け付けられなくなります。
理由: 従来のコンポーネントを廃止することで、パフォーマンス、アクセシビリティ、ユーザエクスペリエン
ス、国際化の点で最新の Web 標準に従うコンポーネントに集中できます。
方法: 廃止されるコンポーネントを lightning 名前空間の対応するコンポーネントに置き換えます。これら
のコンポーネントのほうが高速で効率的であり、Lightning Design System のスタイル設定を標準で使用できます。

メモ: lightning名前空間のコンポーネントには、Aura コンポーネントと Lightning Web コンポーネントの
2 つのバージョンがあります。可能であれば、Lightning Web コンポーネントを使用することをお勧めしま
す。Lightning Web コンポーネントは、HTML と最新の JavaScript を使用して作成されたカスタム HTML 要素で
す。Lightning Web コンポーネントと Aura コンポーネントは 1 つのページで共存および相互運用できます。
どちらも Lightning コンポーネントとしてシステム管理者やエンドユーザに表示されます。詳細は、『Lightning

Web コンポーネント開発者ガイド』を参照してください。
廃止される Aura コンポーネントとその推奨される代替コンポーネントを次に示します。
ui:actionMenuItem

代わりに、lightning:menuItem と lightning:buttonMenu を使用します。
ui:button

lightning:button、lightning:buttonIcon、または lightning:buttonIconStateful を使用しま
す。ボタングループの場合、lightning:buttonGroup を使用します。

ui:checkboxMenuItem

代わりに、lightning:menuItem と lightning:buttonMenu を使用します。
ui:inputCheckbox

lightning:input と checkbox、toggle、または checkbox-button 型を使用します。チェックボック
スグループの場合、代わりに lightning:checkboxGroup を使用します。

ui:inputCurrency

代わりに、lightning:input と number 型および currency フォーマッタを使用します。
ui:inputDate

代わりに、lightning:input と date 型を使用します。
ui:inputDateTime

代わりに、lightning:input と datetime 型を使用します。
ui:inputDefaultError

代わりに、lightning:input と組み込みの項目検証を使用します。
ui:inputEmail

代わりに、lightning:input と email 型を使用します。
ui:inputNumber

代わりに、lightning:input と number 型を使用します。
ui:inputPhone

代わりに、lightning:input と phone 型を使用します。
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ui:inputRadio

代わりに、lightning:input と radio 型を使用します。ラジオグループの場合、代わりに
lightning:radioGroup を使用します。

ui:inputRichText

代わりに lightning:inputRichText を使用します。
ui:inputSecret

代わりに、lightning:input と password 型を使用します。
ui:inputSelect

代わりに、lightning:select または lightning:combobox を使用します。
ui:inputSelectOption

代わりに、lightning:select または lightning:combobox を使用します。
ui:inputText

代わりに、lightning:input と text 型を使用します。
ui:inputTextArea

代わりに lightning:textarea を使用します。
ui:inputURL

代わりに、lightning:input と url 型を使用します。
ui:menu

代わりに lightning:buttonMenu を使用します。
ui:menuItem

代わりに、lightning:menuItem と lightning:buttonMenu を使用します。
ui:menuItemSeparator

代わりに、lightning:menuDivider と lightning:buttonMenu を使用します。
ui:menuList

代わりに lightning:buttonMenu を使用します。
ui:menuTrigger

代わりに lightning:buttonMenu を使用します。
ui:menuTriggerLink

代わりに lightning:buttonMenu を使用します。
ui:message

代わりに lightning:notificationsLibrary を使用します。
ui:outputCheckbox

lightning:input と checkbox 型を使用し、readonly を true に設定します。
ui:outputCurrency

lightning:formattedNumber と currency に設定された style を使用します。
ui:outputDate

代わりに lightning:formattedDateTime を使用します。
ui:outputDateTime

代わりに、lightning:formattedDateTime または lightning:formattedTime を使用します。
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ui:outputEmail

代わりに lightning:formattedEmail を使用します。
ui:outputNumber

代わりに lightning:formattedNumber を使用します。
ui:outputPhone

代わりに lightning:formattedPhone を使用します。
ui:outputRichText

代わりに lightning:formattedRichText を使用します。
ui:outputText

代わりに lightning:formattedText を使用します。
ui:outputTextArea

代わりに lightning:formattedText を使用します。
ui:outputURL

代わりに lightning:formattedUrl を使用します。
ui:radioMenuItem

代わりに、lightning:menuItem と lightning:buttonMenu を使用します。
ui:spinner

代わりに lightning:spinner を使用します。

DOM API の変更で必要になる可能性のある UI テストの更新
HTML、CSS、DOM のコンテンツおよび構造は、いつでも変更される可能性があるため、安定した API と考える
ことはできません。Selenium WebDriver などのツールを使用してコンポーネント内部にアクセスする自動 UI テス
トでは、継続的なメンテナンスが必要になります。Salesforce は、自動 UI テストがこのリリースに適応するよう
にサポートします。
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。
理由: 特に、Lightning Experience が最新の Web 標準に合わせて進化し続けるにつれて、変更が発生します。Salesforce

は、この変更によるこのテストの脆弱性を指摘します。Salesforce は、ユーザが自動 UI テストから得られる価値
と、この変更によりユーザにかかるメンテナンスの負荷を理解しています。Salesforce では、HTML、CSS、また
は DOM の下位互換性は保証されません。
方法: 自動 UI テストで関連リスト、クイックアクションボタン、クイックリンク、選択リスト、カレンダーの
ロケータの破損などの問題が発生する可能性があります。問題の解決方法に関する推奨事項については、「Test

Automation Trailblazers」コミュニティグループを参照してください。

複数のオブジェクトで機能するフロー画面コンポーネントの開発 (正式リリー
ス)
汎用の sObject および sObject[] データ型を使用する再利用可能なフロー画面コンポーネントを作成でき
るようになりました。オブジェクトごとに 1 つのコンポーネントを作成するのではなく、複数のオブジェクト
で機能する 1 つのコンポーネントを作成します。たとえば、取引先や取引先責任者からカスタムオブジェクト
まで、レコードのコレクションで機能するデータテーブルコンポーネントを作成できます。
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対象: この変更は、Lightning Experience の Lightning Web コンポーネントに適用されます。

関連トピック:

複数のオブジェクトで機能するフロー画面コンポーネントの作成 (正式リリース)

Lightning Web コンポーネントのカスタムプロパティエディタの作成 (正式リリー
ス)
システム管理者が Flow Builder でフロー画面コンポーネントを簡単に設定できる、カスタムプロパティエディタ
を作成します。カスタムプロパティエディタは、単に Lightning Web コンポーネントです。
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。
方法: 『Lightning Web コンポーネント開発者ガイド』の「Flow Builder のカスタムプロパティエディタの開発」を
参照してください。

関連トピック:

カスタムフロー画面コンポーネントのより簡単な設定 (正式リリース)

フローの汎用 sObject および sObject[] 入力を使用するカスタムプロパティエディ
タの作成
汎用 sObject および sObject[] データ型を使用する呼び出し可能なカスタムアクションと画面コンポーネン
ト用のカスタムプロパティエディタを作成できるようになりました。
対象: この変更は、Lightning Experience の Lightning Web コンポーネントに適用されます。
方法: 汎用 sObject 入力に関するデータを提供するには、@api genericTypeMappings をカスタムプロパ
ティエディタコンポーネントに含めて、新しい genericTypeMappings インターフェースを使用します。
入力値の変更を Flow Builder にレポートするには、新しい
configuration_editor_generic_type_mapping_changed イベント種別を使用します。

関連トピック:

複数のオブジェクトで機能するカスタムフロー画面コンポーネントおよびアクションのより簡単な設定
Lightning Web コンポーネント開発者ガイド: Flow Builder のカスタムプロパティエディタの開発

Lightning Web コンポーネントプレイグラウンドの廃止
Lightning Web Components Playground は 2021 年 2 月 1 日に廃止される予定です。代わりに、ローカル開発サーバ
(ベータ) を使用して、Lightning Web コンポーネントをローカルで開発できます。ローカル開発では、コードを
Salesforce 組織にリリースしないで Lightning Web コンポーネントを構築、実行、テストできます。
時期: Playground は、2021 年 2 月 1 日に廃止されます。保存されているすべてのプロジェクトは完全に削除され
ます。
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理由: ローカル開発サーバは、すでに Salesforce CLI プラグインとして Salesforce DX 開発者ツールに組み込まれて
おり、VS Code 向け Salesforce 拡張機能と完全に統合されています。
ただし、ブラウザでコンポーネントを編集およびプレビューする場合、webcomponents.dev などのサードパー
ティソリューションを使用できます。Playground と同じコンポーネントの種類がサポートされています。

関連トピック:

Lightning Web コンポーネント開発者ガイド: Lightning Web コンポーネントのローカル開発 (ベータ)

リリース更新: @AuraEnabled  Apex クラスへのプロファイルベースのアクセス
の適用、その他
@AuraEnabledを含む Apex クラスの 2 つのリリース更新を適用しています。新しい「Lightning コンポーネント
の安全な静的リソースの有効化」リリース更新もあります。

このセクションの内容:

ユーザプロファイルに基づくゲストユーザとポータルユーザの @AuraEnabled Apex メソッドへのアクセスの
制限 (更新、適用済み)

この更新により、@AuraEnabledメソッドを含む Apex クラスにアクセス可能なゲスト、ポータル、または
コミュニティユーザを詳細に制御できるようになります。コミュニティまたはポータルで使用される
@AuraEnabled  Apex クラスにゲストユーザプロファイルを追加します。この更新が有効化されると、ゲス
トユーザ、ポータルユーザ、コミュニティユーザはユーザのプロファイルで Apex クラスへのアクセスが許
可されている場合にのみ、@AuraEnabled  Apex メソッドにアクセスできます。この更新は、Winter '21 で適
用されます。
ユーザプロファイルに基づく認証済みユーザの @AuraEnabled Apex メソッドへのアクセスの制限 (更新、適用
済み)

この更新により、@AuraEnabledメソッドを含む Apex クラスにアクセス可能な認証済みユーザを詳細に制
御できるようになります。この更新が適用されると、認証済みユーザはユーザのプロファイルで Apex クラ
スへのアクセスが許可されている場合にのみ、@AuraEnabled  Apex メソッドにアクセスできます。この更
新は、Winter '21 で適用されます。
Lightning コンポーネントの連動関係アクセス権チェックの有効化 (更新、廃止)

この更新は廃止され、アクションは不要になりました。
暗黙的な共有での @AuraEnabled Apex コントローラの with sharing の使用 (更新、延期)

この更新は Spring '21 に延期されました。これは Spring '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でした。この
更新により、with sharing または without sharing を指定しないときの @AuraEnabled  Apex コント
ローラのデフォルトの動作が with sharing に変更されます。この更新は、Spring '18 より後に作成された
組織、または逆の効果がありデフォルトが without sharing に設定される廃止された更新「暗黙的な共
有のある @AuraEnabled  Apex コントローラで without sharing を使用」が有効になっている組織にの
み適用されます。Spring '18 より前に作成された組織は、すでにデフォルトで with sharing に設定されて
います。それらの組織では、現在廃止されている without sharing の更新を有効にしていない限り、こ
の更新は表示されません。
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管理パッケージの global 以外の Apex コントローラメソッドへのアクセスの無効化 (更新、延期)

この更新は Summer '21 に延期されました。これは Winter '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でした。こ
の更新では、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。
Lightning コンポーネントマークアップの Apex プロパティでのアクセス修飾子の適用 (更新、延期)

この更新は Summer '21 に延期されました。これは Summer '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でした。こ
の更新により、Lightning コンポーネントで、他のコンテキストでの Apex プロパティの使用との一貫性が確
保されます。たとえば、マークアップ式は非公開の Apex getter を使用して Apex プロパティにアクセスでき
なくなります。
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 (更新、延期)

この更新は Spring '21 に延期されました。これは Winter '21 で自動的に有効化 (適用) される予定でした。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。
Lightning コンポーネントの安全な静的リソースの有効化 (更新、延期)

この更新は Summer '21 に延期されました。これは Spring '21 で自動的に有効化 (適用) される予定でした。セ
キュリティを向上するため、この更新ではすべての静的リソースが lightning ドメインではなく visualforce ド
メインから提供されます。この変更により、静的リソースに含まれるスクリプトは、同じ発生元のセキュ
リティポリシーのために、lightning ドメイン内のドキュメントにアクセスできなくなります。

ユーザプロファイルに基づくゲストユーザとポータルユーザの @AuraEnabled  Apex メソッ
ドへのアクセスの制限 (更新、適用済み)

この更新により、@AuraEnabled メソッドを含む Apex クラスにアクセス可能なゲスト、ポータル、またはコ
ミュニティユーザを詳細に制御できるようになります。コミュニティまたはポータルで使用される
@AuraEnabled  Apex クラスにゲストユーザプロファイルを追加します。この更新が有効化されると、ゲスト
ユーザ、ポータルユーザ、コミュニティユーザはユーザのプロファイルで Apex クラスへのアクセスが許可さ
れている場合にのみ、@AuraEnabled  Apex メソッドにアクセスできます。この更新は、Winter '21 で適用され
ます。
対象:この変更は、Lightning コミュニティ、ポータル、および Salesforce サイトの Aura コンポーネント、Lightning

Web コンポーネント、フローに適用されます。
時期:この更新は Winter '20 で作成されたもので、Sandbox 組織または本番組織を Winter '21 にアップグレードする
と適用されます。2020 年 8 月 9 日、一部の Sandbox で適用が開始されます。インスタンスのメジャーリリース
アップグレード日を確認するには、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブをクリッ
クします。
理由: この更新が有効になると、ゲストユーザ、ポータルユーザ、コミュニティユーザはユーザのプロファイ
ルまたは権限セットで Apex クラスへのアクセスが許可されている場合にのみ、@AuraEnabled  Apex メソッド
にアクセスできます。この更新により、Aura および Lightning Web コンポーネントで使用される Apex クラスに対
するユーザプロファイルと権限セットの制限が適用されます。
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方法: この更新は Sandbox 内でテストすることをお勧めします。2020 年 8 月 12 日以降、組織が Winter '21 にアッ
プグレードされたときに更新が自動的に適用されるまで、引き続き [設定] の [リリース更新] から更新を有効化
または無効化できます。
1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「リリースの更新」と入力します。
2. [リリース更新] を選択します。
3. 「ユーザプロファイルに基づくゲストユーザとポータルユーザの @AuraEnabled  Apex メソッドへのアクセ

スの制限」を探して、[詳細を表示] または [使用開始] をクリックします。
4. 開発したカスタム Aura コンポーネント、Lightning Web コンポーネント、フローがゲストユーザ、ポータル

ユーザ、コミュニティユーザに対して正しく動作することをテストします。

メモ: この管理パッケージに含まれているゲストユーザアクセスレポートにより、Apex クラスへのゲ
ストユーザアクセスを特定できます。

関連トピック:

ユーザプロファイルに基づく認証済みユーザの @AuraEnabled Apex メソッドへのアクセスの制限 (更新、適用
済み)

Apex 開発者ガイド: クラスのセキュリティ
Salesforce ヘルプ: ゲストユーザプロファイルの設定
Salesforce ヘルプ: 拡張プロファイルユーザインターフェースの有効化
リリース更新

ユーザプロファイルに基づく認証済みユーザの @AuraEnabled  Apex メソッドへのアクセス
の制限 (更新、適用済み)

この更新により、@AuraEnabled メソッドを含む Apex クラスにアクセス可能な認証済みユーザを詳細に制御
できるようになります。この更新が適用されると、認証済みユーザはユーザのプロファイルで Apex クラスへ
のアクセスが許可されている場合にのみ、@AuraEnabled  Apex メソッドにアクセスできます。この更新は、
Winter '21 で適用されます。
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。
時期:この更新は Winter '20 で作成されたもので、Sandbox 組織または本番組織を Winter '21 にアップグレードする
と適用されます。2020 年 8 月 9 日、一部の Sandbox で適用が開始されます。インスタンスのメジャーリリース
アップグレード日を確認するには、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブをクリッ
クします。
理由: この更新により、Aura および Lightning Web コンポーネントで使用される Apex クラスに対するユーザプロ
ファイルと権限セットの制限が適用されます。
方法: この更新は Sandbox 内でテストすることをお勧めします。2020 年 8 月 12 日以降、組織が Winter '21 にアッ
プグレードされたときに更新が自動的に適用されるまで、引き続き [設定] の [リリース更新] から更新を有効化
または無効化できます。
1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「リリースの更新」と入力します。
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2. [リリース更新] を選択します。
3. 「ユーザプロファイルに基づく認証済みユーザの @AuraEnabled  Apex メソッドへのアクセスの制限」を探

して、[詳細を表示] または [使用開始] をクリックします。
4. 開発したカスタム Aura コンポーネントまたは Lightning Web コンポーネントが認証済みユーザに対して正し

く動作することをテストします。

メモ: オープンソースツールの AuraEnabled スキャナでは、1 つ以上の @AuraEnabled メソッドを含む
組織内のすべての Apex クラスがリストされます。また、このツールでは、プロファイルまたは権限
セットにアクセス権が付与されていないクラスも特定されます。詳細は、この GitHub リポジトリを参
照してください。

関連トピック:

ユーザプロファイルに基づくゲストユーザとポータルユーザの @AuraEnabled Apex メソッドへのアクセスの
制限 (更新、適用済み)

Apex 開発者ガイド: クラスのセキュリティ
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 (更新、延期)

Salesforce ヘルプ: 拡張プロファイルユーザインターフェースの有効化
リリース更新

Lightning コンポーネントの連動関係アクセス権チェックの有効化 (更新、廃止)

この更新は廃止され、アクションは不要になりました。
対象: この変更は、Lightning Experience、Salesforce Classic、およびすべてのバージョンの Salesforce アプリケーショ
ンの 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。
時期: この更新は廃止されたため、[設定] の [リリース更新] ページに表示されなくなります。
理由: この更新は Salesforce 提供のコンポーネントに影響がありましたが、ユーザの作業を必要としない替ソ
リューションが見つかりました。

関連トピック:

Lightning Aura コンポーネント開発者ガイド: アクセスの制御
リリース更新

暗黙的な共有での @AuraEnabled  Apex コントローラの with sharing の使用 (更新、延期)

この更新は Spring '21 に延期されました。これは Spring '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でした。この更新
により、with sharing または without sharing を指定しないときの @AuraEnabled  Apex コントローラの
デフォルトの動作が with sharing に変更されます。この更新は、Spring '18 より後に作成された組織、また
は逆の効果がありデフォルトが without sharing に設定される廃止された更新「暗黙的な共有のある
@AuraEnabled  Apex コントローラで without sharing を使用」が有効になっている組織にのみ適用されま
す。Spring '18 より前に作成された組織は、すでにデフォルトで with sharing に設定されています。それら
の組織では、現在廃止されている without sharing の更新を有効にしていない限り、この更新は表示され
ません。
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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。
時期: Sandbox 組織または本番組織を Spring '21 にアップグレードすると、この更新は自動的に有効化されます。
一部の Sandbox の適用は、2020 年 11 月 29 日に開始されます。インスタンスのメジャーリリースアップグレー
ド日を確認するには、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブをクリックします。
理由: with sharingまたは without sharingを明示的に設定しない @AuraEnabled  Apex クラスは、デフォ
ルトまたは暗黙的な値として with sharing を使用します。廃止された更新「暗黙的な共有のある
@AuraEnabled  Apex コントローラで without sharing を使用」の目的は、Aura コンポーネントの Apex コン
トローラをデフォルトで without sharing にすることでした。この動作により Apex コントローラが Aura コ
ンポーネントおよび Visualforce ページで一貫するようになりました。
さらに検討した結果、デフォルトで Lightning コンポーネントのセキュリティを確保することに決まりました。
そこで、Aura コンポーネントまたは Lightning Web コンポーネントで使用される @AuraEnabled  Apex クラスを
デフォルトで with sharing に設定する新しい更新が作成されました。
Apex クラスは一般にシステムモードで実行されます。したがって、現在のユーザのログイン情報は Apex ロジッ
クの実行に使用されないため、ユーザの権限と項目レベルのセキュリティは自動的に適用されません。
with sharing または without sharing キーワードを使用することによって、Apex クラスで共有ルールを
適用するかどうかを選択できます。with sharingキーワードを使用した共有ルールを強制実行しても、ユー
ザの権限および項目レベルセキュリティは適用されません。CRUD 権限と項目レベルセキュリティは、Apex ク
ラスで手動で別々に適用する必要があります。
方法: この更新に備えるための最良の方法は、すべての @AuraEnabled  Apex コードで with sharing または
without sharing キーワードを使用して共有動作を明示的に制御することです。すべての @AuraEnabled

コードで共有動作が明示的に設定されている場合、この更新による影響を受けません。
この更新は Sandbox 内でテストすることをお勧めします。2020 年 11 月 29 日以降、組織が Spring '21 にアップグ
レードされたときに更新が自動的に適用されるまで、引き続き [設定] の [リリース更新] から更新を有効化また
は無効化できます。
1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「リリースの更新」と入力します。
2. [リリース更新] を選択します。
3. 「暗黙的な共有のある @AuraEnabled  Apex コントローラで with sharing を使用」を探して、[詳細を表

示] または [使用開始] をクリックします。
4. with sharingまたは without sharingキーワードを含まない Apex クラスを使用するコンポーネントの

動作をテストします。

関連トピック:

Apex 開発者ガイド: 共有ルールの適用
Winter '20 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、廃止)

リリース更新
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管理パッケージの global 以外の Apex コントローラメソッドへのアクセスの無効化 (更新、
延期)

この更新は Summer '21 に延期されました。これは Winter '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でした。この更
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。
時期: この更新は Summer '17 で作成されたもので、Sandbox 組織または本番組織を Summer '21 にアップグレード
すると適用されます。2021 年 4 月 4 日、一部の Sandbox で適用が開始されます。インスタンスのメジャーリリー
スアップグレード日を確認するには、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブをク
リックします。
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、パッケージ名前空間外の Aura コンポーネントから global 以外のメソッド (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) にアクセスできました。
この更新を有効にすると、管理パッケージの global 以外の Apex メソッドをコードで誤って使用している場
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。

メモ: パッケージ外の Aura コンポーネントは、名前空間以外のロック解除済みパッケージからインストー
ルされた公開 Apex メソッドにアクセスできます。Aura コンポーネントは、別のパッケージからインストー
ルするか、組織で作成できます。Apex メソッドにアクセスする場合、名前空間以外のロック解除済みパッ
ケージは未管理パッケージと同様に扱われます。

方法: この更新は Sandbox 内でテストすることをお勧めします。2021 年 4 月 4 日以降、組織が Summer '21 にアッ
プグレードされたときに更新が自動的に適用されるまで、引き続き [設定] の [リリース更新] から更新を有効化
または無効化できます。
1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「リリースの更新」と入力します。
2. [リリース更新] を選択します。
3. 「管理パッケージの global以外のコントローラメソッドへのアクセスの無効化」を探して、[詳細を表示]

または [使用開始] をクリックします。
4. 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:

ユーザプロファイルに基づく認証済みユーザの @AuraEnabled Apex メソッドへのアクセスの制限 (更新、適用
済み)

リリース更新
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Lightning コンポーネントマークアップの Apex プロパティでのアクセス修飾子の適用 (更新、
延期)

この更新は Summer '21 に延期されました。これは Summer '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でした。この
更新により、Lightning コンポーネントで、他のコンテキストでの Apex プロパティの使用との一貫性が確保され
ます。たとえば、マークアップ式は非公開の Apex getter を使用して Apex プロパティにアクセスできなくなりま
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。
時期: Sandbox 組織または本番組織を Summer '21 にアップグレードすると、この更新が適用されます。2021 年 4

月 4 日、一部の Sandbox で適用が開始されます。インスタンスのメジャーリリースアップグレード日を確認す
るには、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブをクリックします。
理由: counter クラスプロパティの private getter を含む Apex クラスの例を見てみましょう。
public class EnforcePrivateGetter {

@AuraEnabled

public Integer counter { private get; set; }

@AuraEnabled
public static EnforcePrivateGetter GetRepro2()
{

EnforcePrivateGetter result = new EnforcePrivateGetter();
result.counter = 2;
return result;

}
}

この更新が有効になると、この Aura コンポーネントは {!v.apexObject.counter} 式を使用して private

getter にアクセスできなくなります。同じ制限が Lightning Web コンポーネントにも適用されます。
<aura:component controller="EnforcePrivateGetter" access="global">

<aura:handler name="init" value="{!this}" action="{!c.doInit}"/>

<aura:attribute type="EnforcePrivateGetter" name="apexObject" />

counter = {!v.apexObject.counter} <br></br>
</aura:component>

JavaScript コントローラを次に示します。
({

doInit : function(cmp, ev) {
var action = cmp.get("c.GetRepro2");

action.setCallback(this, function(response) {
var state = response.getState();
if (state === "SUCCESS") {
cmp.set('v.apexObject', response.getReturnValue());

}
else if (state === "ERROR") {
console.log('Error : ' + JSON.stringify(errors));
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}
});
$A.enqueueAction(action);

}
})

この更新が有効になった場合、修正方法は、getter の privateアクセス修飾子を削除して、クラス変数定義を
次のように変更することです。
public Integer counter { get; set; }

Apex プロパティを Apex クラス外で参照可能にするには、プロパティに private または protected アクセス
修飾子を含めないようにします。
方法:この更新は Sandbox 内でテストすることをお勧めします。4 月 4 日以降、組織が Summer '21 にアップグレー
ドされたときに更新が自動的に適用されるまで、引き続き [設定] の [リリース更新] から更新を有効化または無
効化できます。
1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「リリースの更新」と入力します。
2. [リリース更新] を選択します。
3. 「Lightning コンポーネントマークアップの Apex プロパティでのアクセス修飾子の適用」を探して、[詳細を

表示] または [開始] をクリックします。
4. getter に private または protected アクセス修飾子を含む Apex クラスを使用するコンポーネントの動作

をテストします。

関連トピック:

リリース更新

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 (更新、延期)

この更新は Spring '21 に延期されました。これは Winter '21 で自動的に有効化 (適用) される予定でした。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
ンの Lightning コンポーネントを使用する組織に適用されます。
時期: この更新は Summer '19 で作成されたもので、Sandbox 組織または本番組織を Spring '21 にアップグレードす
ると適用されます。一部の Sandbox の適用は、2020 年 11 月 29 日に開始されます。インスタンスのメジャーリ
リースアップグレード日を確認するには、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブを
クリックします。
理由: この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。
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Lightning コンポーネントの安全な静的リソースの有効化 (更新、延期)

この更新は Summer '21 に延期されました。これは Spring '21 で自動的に有効化 (適用) される予定でした。セキュ
リティを向上するため、この更新ではすべての静的リソースが lightning ドメインではなく visualforce ドメインか
ら提供されます。この変更により、静的リソースに含まれるスクリプトは、同じ発生元のセキュリティポリ
シーのために、lightning ドメイン内のドキュメントにアクセスできなくなります。
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。
時期: Sandbox 組織または本番組織を Summer '21 にアップグレードすると、この更新が適用されます。インスタ
ンスのメジャーリリースアップグレード日を確認するには、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メ
ンテナンス] タブをクリックします。
方法: この更新は Sandbox 内でテストすることをお勧めします。
この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「リリースの更新」と入力して、[リリース
の更新] を選択します。Lightning コンポーネントの安全な静的リソースを有効化するには、テストおよび有効
化手順に従ってください。

関連トピック:

Lightning コンポーネント開発者ガイド: $Resource

Lightning Web コンポーネント開発者ガイド: 静的リソースへのアクセス
リリース更新

Einstein Vision と Einstein Language: 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 Vision API と Einstein Language 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:

Einstein Vision および Language OpenAPI 仕様のダウンロード
OpenAPI 仕様ファイルにより、使用可能なすべてのエンドポイントや入力および出力表現などの API 要素を
把握して操作できます。Salesforce Einstein Vision および Language REST API は、OpenAPI 3.0 仕様 (OAS3) を使用して
記述されています。
Einstein Vision: 表示ラベルを返すエンドポイントの非推奨化と置換
特定の表示ラベルですべての例を返す Einstein Vision エンドポイントは、2020 年 12 月 3 日に非推奨になりま
した。このエンドポイントは、異なる形式の新しいエンドポイントに置き換えられています。
Einstein Language: 複数言語での Einstein Intent モデルの作成
Einstein Intent でブラジルポルトガル語 (ベータ)、オランダ語 (ベータ)、ロシア語 (ベータ) がサポートされる
ようになりました。
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Einstein Vision および Language OpenAPI 仕様のダウンロード
OpenAPI 仕様ファイルにより、使用可能なすべてのエンドポイントや入力および出力表現などの API 要素を把握
して操作できます。Salesforce Einstein Vision および Language REST API は、OpenAPI 3.0 仕様 (OAS3) を使用して記述さ
れています。
対象: この変更は、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer

Edition、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: GitHub から OpenAPI 仕様ファイルをダウンロードします。Swagger エディタ、または OAS3 をサポートする
任意のエディタを使用して、仕様ファイルを表示できます。

関連トピック:

Einstein Platform Services Developer Guide: Einstein Platform Services APIs (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド:
Einstein Platform Services API)

Einstein Vision: 表示ラベルを返すエンドポイントの非推奨化と置換
特定の表示ラベルですべての例を返す Einstein Vision エンドポイントは、2020 年 12 月 3 日に非推奨になりまし
た。このエンドポイントは、異なる形式の新しいエンドポイントに置き換えられています。

このセクションの内容:

例を返す Einstein Vision エンドポイントの非推奨化
特定の表示ラベルですべての例を返す Einstein Vision エンドポイントは、2020 年 12 月 3 日に非推奨になりま
した。このエンドポイントは、異なる形式の新しいエンドポイントに置き換えられています。新しいエン
ドポイントを使用するには、古いエンドポイントへのコールを必ず更新してください。

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: テンプレートを使用したより迅速なボットの作成、検索条件を使用した商談スコアリング
の関連性の向上、検索のパーソナライズの正式リリース

例を返す Einstein Vision エンドポイントの非推奨化
特定の表示ラベルですべての例を返す Einstein Vision エンドポイントは、2020 年 12 月 3 日に非推奨になりまし
た。このエンドポイントは、異なる形式の新しいエンドポイントに置き換えられています。新しいエンドポイ
ントを使用するには、古いエンドポイントへのコールを必ず更新してください。
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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時期: この変更は 2020 年 12 月 3 日時点のものです。古いエンドポイントは、2020 年 12 月 3 日より前に作成され
たデータセットで引き続き機能します。12 月 3 日以降に作成されたデータセットの場合、新しいエンドポイン
トを使用する必要があります。
方法: 特定の表示ラベルですべての例を返すエンドポイントは、非推奨になります。そのエンドポイントは表
示ラベル ID をクエリパラメータとして取り、次のようになります。
https://api.einstein.ai/v2/vision/examples?labelId=<LABEL_ID>

特定の表示ラベルですべての例を返す新しいエンドポイントには、データセット ID リソースと表示ラベル ID

リソースが含まれ、次のようになります。
https://api.einstein.ai/v2/vision/examples/{datasetId}/label/{labelId}

関連トピック:

Einstein Platform Services Developer Guide: Get All Examples For Label (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド: 表
示ラベルのすべての例の取得)

Einstein Language: 複数言語での Einstein Intent モデルの作成
Einstein Intent でブラジルポルトガル語 (ベータ)、オランダ語 (ベータ)、ロシア語 (ベータ) 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:

例を返す Einstein Language エンドポイントの非推奨化
特定の表示ラベルですべての例を返す Einstein Language エンドポイントは、2020 年 12 月 3 日に非推奨になり
ました。このエンドポイントは、異なる形式の新しいエンドポイントに置き換えられています。新しいエ
ンドポイントを使用するには、古いエンドポイントへのコールを必ず更新してください。

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: テンプレートを使用したより迅速なボットの作成、検索条件を使用した商談スコアリング
の関連性の向上、検索のパーソナライズの正式リリース

例を返す Einstein Language エンドポイントの非推奨化
特定の表示ラベルですべての例を返す Einstein Language エンドポイントは、2020 年 12 月 3 日に非推奨になりま
した。このエンドポイントは、異なる形式の新しいエンドポイントに置き換えられています。新しいエンドポ
イントを使用するには、古いエンドポイントへのコールを必ず更新してください。
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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時期: この変更は 2020 年 12 月 3 日時点のものです。古いエンドポイントは、2020 年 12 月 3 日より前に作成され
たデータセットで引き続き機能します。12 月 3 日以降に作成されたデータセットの場合、新しいエンドポイン
トを使用する必要があります。
方法: 特定の表示ラベルですべての例を返すエンドポイントは、非推奨になります。そのエンドポイントは表
示ラベル ID をクエリパラメータとして取り、次のようになります。
https://api.einstein.ai/v2/language/examples?labelId=<LABEL_ID>

特定の表示ラベルですべての例を返す新しいエンドポイントには、データセット ID リソースと表示ラベル ID

リソースが含まれ、次のようになります。
https://api.einstein.ai/v2/language/examples/{datasetId}/label/{labelId}

関連トピック:

Einstein Platform Services Developer Guide: Get All Examples For Label (Einstein プラットフォームサービス開発者ガイド: 表
示ラベルのすべての例の取得)

Visualforce: 第二世代パッケージでの Lightning メッセージチャネル、
短縮 URL
第二世代パッケージにメッセージチャネルを含めることができるようになりました。一部の URL からインスタ
ンス名を削除するリリース更新は Summer '21 で有効化されます。

このセクションの内容:

第二世代パッケージでの Lightning メッセージチャネルのサポート
Visualforce ページでは、メッセージチャネルを使用して Lightning Message Service を介して通信します。第二世
代パッケージにメッセージチャネルを含めることができるようになりました。
Visualforce URL の短縮
リリース更新を介して Visualforce および他の URL からインスタンス名が削除されます。更新「Visualforce、エ
クスペリエンスビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL の一貫性の確保」は Summer '22 で適用
されます。
Visualforce ページでの連続した API ナビゲーションコールの防止 (更新、延期)

この更新は、Summer '20 でリリースされ、Spring '21 で自動的に有効化される予定でしたが、Winter '22 に延期
されました。Visualforce ページでは、API ナビゲーションコールが連続して実行されることがあり、不要な動
作が発生する可能性があります。このリリース更新により、この API ナビゲーションコールパターンが回避
され、最初のナビゲーションコールのみが実行されます。
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<apex:inputField> の新しい属性によるエンティティ編集権限の上書き
<apex:inputField> の新しい ignoreEditPermissionForRendering 属性により、オブジェクトの基
盤となる権限で編集が許可されていない場合であっても、ユーザのエンティティ編集権限を上書きできま
す。

関連トピック:

Visualforce 開発者ガイド

第二世代パッケージでの Lightning メッセージチャネルのサポート
Visualforce ページでは、メッセージチャネルを使用して Lightning Message Service を介して通信します。第二世代
パッケージにメッセージチャネルを含めることができるようになりました。

関連トピック:

Visualforce 開発者ガイド: Lightning Message Service を使用した DOM 間の通信

Visualforce URL の短縮
リリース更新を介して Visualforce および他の URL からインスタンス名が削除されます。更新「Visualforce、エク
スペリエンスビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL の一貫性の確保」は Summer '22 で適用され
ます。
対象: この変更は、Contact Manager Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、
Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。

関連トピック:

Visualforce、エクスペリエンスビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL の一貫性の確保 (更新、
延期)

Visualforce ページでの連続した API ナビゲーションコールの防止 (更新、延期)
この更新は、Summer '20 でリリースされ、Spring '21 で自動的に有効化される予定でしたが、Winter '22 に延期さ
れました。Visualforce ページでは、API ナビゲーションコールが連続して実行されることがあり、不要な動作が
発生する可能性があります。このリリース更新により、この API ナビゲーションコールパターンが回避され、
最初のナビゲーションコールのみが実行されます。
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。
時期: Salesforce は、この更新を Winter ’22 で適用します。インスタンスのメジャーリリースアップグレード日を
確認するには、Trust 状況に移動してインスタンスを検索し、[メンテナンス] タブをクリックします。
理由: Visualforce ページで連続したナビゲーションコールを実行すると、API コールどうしの競合によって不要な
動作が発生する場合があります。問題を防止するため、今回のリリース更新では、最初の API ナビゲーション
コールのみが受け入れられます。今回のリリース更新により、組織において予測可能で安定した動作が保証さ
れます。
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方法: この API ナビゲーションパターンを使用するすべての Visualforce ページに影響が及びます。影響を受ける
すべての Visualforce ページを確認してください。Salesforce では、将来のリリースで代わりとなるパターンを提
供する予定です。あるいは、Lightning コンポーネントを使用するようにページを編集してください。

関連トピック:

リリース更新

<apex:inputField> の新しい属性によるエンティティ編集権限の上書き
<apex:inputField>の新しい ignoreEditPermissionForRendering属性により、オブジェクトの基盤と
なる権限で編集が許可されていない場合であっても、ユーザのエンティティ編集権限を上書きできます。

関連トピック:

<apex:inputField> を使用する場合のエンティティ権限の上書き

Apex
安全なナビゲーション演算子 (?.) を使用して、null ポインタ例外を回避します。HttpRequestクラスの PATCH

メソッドを指定して、HTTP Web サービスのリソースの部分的な更新または完全更新を行います。
Messaging.CustomNotification クラスを使用して、Apex コードから直接カスタム通知を作成、設定、送
信します。RequestId と Quiddity 値を使用して、Apex ランタイムコンテキストを検出します。新しい sObject エラー
メソッドを使用して、Apex テストを改善します。Database.deleteImmediate()メソッドで最大 50,000 件の
Big Object レコードを同時に一括削除できるようになりました。@namespaceAccessible アノテーションで、
第二世代パッケージの Apex にアクセス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。

このセクションの内容:

安全なナビゲーション演算子を使用した Null ポインタ例外の回避
null 参照の明示的な順次チェックの代わりに、安全なナビゲーション演算子 (?.) を使用します。新しい演算
子は、null 値を操作しようとする式を除外し、NullPointerException を発生させずに null を返します。
Apex コールアウトの PATCH HTTP メソッドを使用したリソースの更新
HTTP Web サービスのリソースの部分的な更新または完全更新を行うには、HttpRequestクラスの PATCH メ
ソッドを指定します。以前は、完全更新で PUT メソッドしか使用できませんでした。
Apex からのカスタム通知の送信
Messaging.CustomNotificationクラスを使用して、トリガなどの Apex コードから直接カスタム通知を
作成、設定、送信します。
RequestId および Quiddity を使用した実行時の Apex コンテキストの検出
要求 ID と Quiddity 値を使用して、実行時の Apex コンテキストを検出し、要求によってトリガされた複数の
ログを相関付けることができるようになりました。System.Requestクラスのメソッドを使用して、現在
の Salesforce 要求の要求 ID と Quiddity を取得します。
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新しい sObject エラーメソッドを使用した Apex テストの改善
DML 操作を実行してエラーの結果を確認せずに、新しい SObject.hasErrors() および
SObject.getErrors() メソッドを使用してエラーを追跡します。新しい SObject.addError() オー
バーロードメソッドを使用して、動的にエラーを特定の項目に追加します。hasErrors()メソッドを使用
して、sObject インスタンスにエラーがあるかどうかを確認します。getErrors()メソッドを使用して、特
定の sObject インスタンスのエラーのリストを取得します。
最大 50,000 件の Big Object レコードの一括削除
Database.deleteImmediate() メソッドで最大 50,000 件の Big Object レコードを同時に一括削除できるよ
うになりました。この新しい制限は、SOQL クエリで取得できる合計レコード数と一致します。
@namespaceAccessible アノテーションのサポートの強化
@namespaceAccessible アノテーションで、第二世代パッケージのインターフェース、プロパティ、抽
象クラスにアクセスできるようになりました。

関連トピック:

Apex: 新規および変更された項目

安全なナビゲーション演算子を使用した Null ポインタ例外の回避
null 参照の明示的な順次チェックの代わりに、安全なナビゲーション演算子 (?.) を使用します。新しい演算子
は、null 値を操作しようとする式を除外し、NullPointerException を発生させずに null を返します。
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: チェーン式の左側が null に評価される場合、右側は評価されません。安全なナビゲーション演算子 (?.)

は、メソッド、変数、プロパティチェーニングで使用します。評価されない式の部分には、変数参照、メソッ
ド参照、または配列式などがあります。

メモ: すべての Apex 型は暗黙的に null 可能であるため、演算子から返された null 値を保持できます。

例:

• 次の例では、まず a を評価し、a が null の場合に null を返します。それ以外の場合、戻り値は a.b に
なります。
a?.b // Evaluates to: a == null? Null : a.b

• 次の例では、a[x]が null に評価される場合に null を返します。a[x]が null に評価されず、aMethod()

で null が返される場合、この式で null ポインタ例外が発生します。
a[x]?.aMethod().aField // Evaluates to null if a[x] == null

• 次の例では、a[x].aMethod() が null に評価される場合に null を返します。
a[x].aMethod()?.aField
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• 次の式では、安全なナビゲーション演算子が式で使用されているかどうかに関係なく、式の型が同じ
であることを示します。
Integer x = anObject?.anIntegerField; // The expression is of type Integer because
the field is of type Integer

• 次の例では、null をチェックするコードのブロックを置き換える 1 つのステートメントを示します。
// Previous code checking for nulls
String profileUrl = null;
if (user.getProfileUrl() != null) {
profileUrl = user.getProfileUrl().toExternalForm();
}

// New code using the safe navigation operator
String profileUrl = user.getProfileUrl()?.toExternalForm();

• この例では、安全なナビゲーション演算子を使用する 1 行の SOQL クエリを示します。
// Previous code checking for nulls
results = [SELECT Name FROM Account WHERE Id = :accId];
if (results.size() == 0) { // Account was deleted

return null;
}
return results[0].Name;

// New code using the safe navigation operator
return [SELECT Name FROM Account WHERE Id = :accId]?.Name;

関連トピック:

Apex 開発者ガイド: 安全なナビゲーション演算子 (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用
不能になる可能性があります)

Apex コールアウトの PATCH HTTP メソッドを使用したリソースの更新
HTTP Web サービスのリソースの部分的な更新または完全更新を行うには、HttpRequestクラスの PATCH メソッ
ドを指定します。以前は、完全更新で PUT メソッドしか使用できませんでした。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition に適用されます。

関連トピック:

IdeaExchange: Add support for HTTP PATCH verb (HTTP PATCH 動詞のサポートの追加)

Apex 開発者ガイド: HTTP 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)

IETF RFC 5789: PATCH Method for HTTP (IETF RFC 5789: HTTP の PATCH メソッド)
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Apex からのカスタム通知の送信
Messaging.CustomNotification クラスを使用して、トリガなどの Apex コードから直接カスタム通知を作
成、設定、送信します。
対象:この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition に適用されます。
理由: Apex から API コールアウトを行う代わりに、CustomNotification を使用して通知を送信します。こう
することで、必要なコード行が減り、API コールアウトおよび認証が複雑にならずに済みます。また、効率も
上がるため、特にトリガから通知を送信したり、多くの通知を送信したりする場合に役立ちます。
方法: Messaging.CustomNotificationクラスを使用すると、簡単に Apex コードからカスタム通知を作成お
よび送信できます。CustomNotification の新しいインスタンスを作成して、いくつかの通知の詳細を設定
し、send() メソッドをコールします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: カスタム通知の送信
Apex 開発者ガイド: CustomNotification 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)

RequestId および Quiddity を使用した実行時の Apex コンテキストの検出
要求 ID と Quiddity 値を使用して、実行時の Apex コンテキストを検出し、要求によってトリガされた複数のログ
を相関付けることができるようになりました。System.Requestクラスのメソッドを使用して、現在の Salesforce

要求の要求 ID と Quiddity を取得します。
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: まず、Request.getCurrent() メソッドを使用して、現在の要求 ID と Quiddity が含まれる要求オブジェ
クトを取得します。要求オブジェクトから要求 ID を取得するには、Request.getRequestId()メソッドを使
用します。Quiddity とそのショートコードを取得するには、Request.getQuiddity() および
System.getQuiddityShortCode() メソッドを使用します。
要求 ID と Quiddity 値を使用すると、効率的にログを相関付けることができます。
• 要求 ID は一意で、要求によってトリガされたデバッグログで取得されます。
• 要求 ID と Quiddity 値は、イベントモニタリングで使用される Apex 実行イベント種別のイベントログファイ

ルと同じです。

例: この例では、要求 ID と Quiddity を取得および使用する方法を示します。
//Get info about the current request
Request reqInfo = Request.getCurrent();

//Universally unique identifier for this request
//Same as requestId in splunk or REQUEST_ID in event monitoring
String currentRequestId = reqInfo.getRequestId();

//enum representing how Apex is running. e.g. BULK_API vs LIGHTNING
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//Use this with a switch statement,
//instead of checking System.isFuture() || System.isQueueable() || ...
Quiddity currentType = reqInfo.getQuiddity();

新しい sObject エラーメソッドを使用した Apex テストの改善
DML 操作を実行してエラーの結果を確認せずに、新しい SObject.hasErrors()および SObject.getErrors()

メソッドを使用してエラーを追跡します。新しい SObject.addError() オーバーロードメソッドを使用し
て、動的にエラーを特定の項目に追加します。hasErrors() メソッドを使用して、sObject インスタンスにエ
ラーがあるかどうかを確認します。getErrors() メソッドを使用して、特定の sObject インスタンスのエラー
のリストを取得します。
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: sObject インスタンスで SObject.addError()メソッドがコールされている場合、SObject.hasErrors()

メソッドは true を返します。SObject.getErrors() メソッドは、発生したエラーが含まれる
Database.Error オブジェクトのリストを返します。
次のコード例は、新しい sObject エラーメソッドの使用法を示しています。
//Baseline code sample for using addError, getErrors, together

Account a = new Account();
String msg = 'New error method in SObject';
//The new overload that accepts the field dynamically at runtime
a.addError('Name', msg);
List<Database.Error> errors = a.getErrors();
System.assertEquals(1, errors.size());
Database.Error error = errors.get(0);
System.assertEquals(msg, error.getMessage());
System.assertEquals(StatusCode.FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION, error.getStatusCode());

String[] fields = error.getFields();
System.assertNotEquals(null, fields);
System.assertEquals(1, fields.size());

最大 50,000 件の Big Object レコードの一括削除
Database.deleteImmediate() メソッドで最大 50,000 件の Big Object レコードを同時に一括削除できるよう
になりました。この新しい制限は、SOQL クエリで取得できる合計レコード数と一致します。
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。

@namespaceAccessible アノテーションのサポートの強化
@namespaceAccessibleアノテーションで、第二世代パッケージのインターフェース、プロパティ、抽象ク
ラスにアクセスできるようになりました。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning Experience

および Salesforce Classic に適用されます。
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方法: @namespaceAccessible アノテーションには次のような改善が行われています。
• @namespaceAccessible アノテーションで、インターフェース、プロパティ、抽象クラスがサポートさ

れるようになりました。
• @namespaceAccessible アノテーションが付加された public または protected 変数/メソッドは、public とし

て宣言され、@namespaceAccessible アノテーションが付加されたクラスにある必要があります。
• @namespaceAccessible アノテーションが付加された public または protected 内部クラスは、public として

宣言され、@namespaceAccessible アノテーションが付加されたクラスにある必要があります。
@namespaceAccessible アノテーションの機能強化は、API バージョン 50.0 以降でサポートされています。

関連トピック:

Apex 開発者ガイド: NamespaceAccessible アノテーション (リリースプレビューの時点で内容が刷新され
たり、使用不能になる可能性があります)

API
API バージョン 50.0 では、新しい /composite/graph リソースを使用します。

このセクションの内容:

Composite 要求の強化
Composite 要求の新しい REST リソースが正式リリースされました。

Composite 要求の強化
Composite 要求の新しい REST リソースが正式リリースされました。
対象:これは、Professional Edition (API アクセス有効)、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Develope

Edition に適用されます。
理由:照合の機能を使用して Composite Graph リソースが sObject の CRUD 操作の処理に最適化されます。より複雑
で完全な一連の関連オブジェクトおよびレコードを組み合わせることができるようになり、標準の Composite

要求の機能が拡張されます。たとえば、Composite Graph では、特定の一連の操作のステップがすべて完了また
は終了していることが保証されます。成功と失敗が混在した結果を確認する必要がなくなりました。Composite

Graph リソースペイロードにより、サブ要求制限が標準 Composite ペイロードあたり 25 からペイロードあたり
500 に増加します。1 回の API コールでさらに多くの処理ができるようになりました。
方法: 新しい /composite/graph リソースを使用します。

パッケージ化: パッケージツリーの視覚化、不要なパッケージバー
ジョンの削除、転送アップグレードの正式リリース
Salesforce CLI を使用してパッケージツリーを視覚化します。不要および未リリースのロック解除済みまたは第
二世代管理パッケージバージョンを削除します。パッケージエラーに関するメール通知を受信するユーザを指
定します。ロック解除済みおよび第二世代管理パッケージの転送アップグレードが正式リリースされました。
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このセクションの内容:

Salesforce CLI を使用したパッケージツリーの視覚化
パッケージツリーでは、基盤として使用する必要がなくなったパッケージバージョンを破棄できるように
柔軟なブランチバージョン管理がサポートされています。displayancestry  CLI コマンドを使用して、
パッケージまたはパッケージバージョンのツリーの視覚化を作成します。Salesforce CLI で視覚化を表示した
り、dotcode パラメータを使用して出力を生成してグラフ視覚化ソフトウェアで使用したりできます。
ロック解除済みの第二世代管理パッケージへのアップグレードのスケジュールおよび転送 (正式リリース)

ロック解除済みの第二世代管理パッケージへの転送アップグレードを有効にするために PackagePushRequest

SOAP API オブジェクトが拡張されました。パッケージのアップグレードを受信する Salesforce 組織、パッケー
ジのアップグレード先のバージョン、アップグレードのタイミングを選択できます。PackagePushJob and

PackagePushError SOAP API オブジェクトを照会して、各ジョブの状況を追跡し、どのアップグレードが成功し
たかを確認して、エラーメッセージを確認します。
不要なパッケージおよびパッケージバージョンの削除
force:package:version:deleteおよび force:package:delete  Salesforce CLI コマンドを使用して、不
要になった未リリースパッケージを削除します。削除されたパッケージまたはパッケージバージョンを復
元したり、連動関係として指定したりできません。また、削除されたパッケージの新しいインストールは
失敗します。第二世代管理パッケージのリリース済みバージョンは削除できません。
パッケージエラー通知の取得
パッケージに関連付けられる Apex の不具合や、インストール、アップグレード、またはアンインストール
の失敗に関するメール通知を受信する Dev Hub 組織の有効なユーザを指定します。Salesforce CLI でパッケー
ジを作成または更新するときに errornotificationusername パラメータを使用します。
ロック解除済みパッケージのコードカバー率の適用
コードカバー率の要件を満たすことで、ロック解除済みパッケージの Apex コードのテストカバー率が適切
であることを検証できます。Winter '21 以降では、パッケージバージョンの昇格に 75% 以上のコードカバー
率が必要です。Winter '21 以降で作成されたパッケージバージョンのうち、このコードカバー率を満たさな
いものは、スクラッチ組織および Sandbox でしかインストールできません。
パッケージバージョン作成テストでのパッケージ化されていないメタデータの指定 (パイロット)

パッケージに含めてはならないメタデータを、パッケージバージョンの作成中に Apex テスト実行で使用す
る必要があるシナリオでは、パッケージ化されていないメタデータが含まれるパスを sfdx-project.json

ファイルで指定できます。パッケージ化されていないメタデータはパッケージに含まれず、登録者組織に
インストールされません。
ライセンス管理組織での多要素認証の設定
Salesforce は、登録者サポートコンソールから開始されたすべての登録者組織ログインに対して多要素認証
(MFA) を要求することで、セキュリティ対策を強化しています。コンソールを使用して登録者組織にログイ
ンしない場合でも、ライセンス管理組織 (LMO) では MFA を有効にすることをお勧めします。
使用できなくなるブランチパッケージ組織
ブランチパッケージ組織のパイロットは終了しており、Spring '21 以降、ブランチ組織を作成できなくなり
ます。ブランチパッケージ組織の代わりにスクラッチ組織を使用します。
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Salesforce CLI を使用したパッケージツリーの視覚化
パッケージツリーでは、基盤として使用する必要がなくなったパッケージバージョンを破棄できるように柔軟
なブランチバージョン管理がサポートされています。displayancestry  CLI コマンドを使用して、パッケー
ジまたはパッケージバージョンのツリーの視覚化を作成します。Salesforce CLI で視覚化を表示したり、dotcode

パラメータを使用して出力を生成してグラフ視覚化ソフトウェアで使用したりできます。
対象: この変更は、第二世代管理パッケージに適用されます。
時期: ユーザには、システム管理者プロファイルまたは「第二世代パッケージの作成および更新」権限が必要
です。
方法: sfdx force:package:version:displayancestryを使用して、パッケージツリーをすばやく視覚化
し、可能なパッケージアップグレードパスを把握します。

dotcode 出力を生成するには、sfdx force:package:version:displayancestry --dotcode を指定し
ます。

ロック解除済みの第二世代管理パッケージへのアップグレードのスケジュール
および転送 (正式リリース)
ロック解除済みの第二世代管理パッケージへの転送アップグレードを有効にするために PackagePushRequest SOAP

API オブジェクトが拡張されました。パッケージのアップグレードを受信する Salesforce 組織、パッケージのアッ
プグレード先のバージョン、アップグレードのタイミングを選択できます。PackagePushJob and PackagePushError

SOAP API オブジェクトを照会して、各ジョブの状況を追跡し、どのアップグレードが成功したかを確認して、
エラーメッセージを確認します。
対象: この変更は、ロック解除済みの第二世代管理パッケージのインストール済みバージョンに適用されます。
対象ユーザ: ユーザには、システム管理者プロファイルまたは「第二世代パッケージの作成および更新」権限
が必要です。
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理由: ロック解除済みの第二世代管理パッケージの所有者は、登録者にアップグレードの負担をかけずにパッ
ケージアップグレードを転送できるようになりました。ホットバグ修正の変更を転送する必要がある場合、こ
の機能は重要です。

関連トピック:

Salesforce DX 開発者ガイド: Push a Package Upgrade (パッケージアップグレードの転送)

SOAP API 開発者ガイド: PackagePushRequest

SOAP API 開発者ガイド: PackagePushJob

不要なパッケージおよびパッケージバージョンの削除
force:package:version:delete および force:package:delete  Salesforce CLI コマンドを使用して、不要
になった未リリースパッケージを削除します。削除されたパッケージまたはパッケージバージョンを復元した
り、連動関係として指定したりできません。また、削除されたパッケージの新しいインストールは失敗しま
す。第二世代管理パッケージのリリース済みバージョンは削除できません。
対象: この変更は、第二世代管理パッケージとロック解除済みパッケージに適用されます。
対象ユーザ: ユーザには、「第二世代パッケージの作成および更新」権限と「第二世代パッケージの削除」権
限が必要です。

パッケージエラー通知の取得
パッケージに関連付けられる Apex の不具合や、インストール、アップグレード、またはアンインストールの
失敗に関するメール通知を受信する Dev Hub 組織の有効なユーザを指定します。Salesforce CLI でパッケージを作
成または更新するときに errornotificationusername パラメータを使用します。
対象: この変更は、Salesforce CLI または Tooling API を使用して作成された第二世代管理パッケージとロック解除
済みパッケージに適用されます。
対象ユーザ: ユーザには、システム管理者プロファイルまたは「第二世代パッケージの作成および更新」権限
が必要です。
方法: Salesforce CLI で、sfdx force:package:create --errornotificationusername または sfdx

force:package:update --errornotificationusername を実行します。Tooling API で、Package2 オブジェ
クトの PackageErrorUsername 項目を使用します。

ロック解除済みパッケージのコードカバー率の適用
コードカバー率の要件を満たすことで、ロック解除済みパッケージの Apex コードのテストカバー率が適切で
あることを検証できます。Winter '21 以降では、パッケージバージョンの昇格に 75% 以上のコードカバー率が必
要です。Winter '21 以降で作成されたパッケージバージョンのうち、このコードカバー率を満たさないものは、
スクラッチ組織および Sandbox でしかインストールできません。
対象: この変更は、Salesforce CLI または Tooling API を使用して作成されたロック解除済みパッケージバージョン
に適用されます。
方法: パッケージバージョンを作成するときに、force:package:version:create の codecoverage  CLI パ
ラメータまたは Package2VersionCreateRequest オブジェクトの CalculateCodeCoverage 項目を使用できます。
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Winter '21 より前にリリース済み状態に昇格されたロック解除済みパッケージバージョンは、コードカバー率の
要件の対象になりません。

関連トピック:

Salesforce DX 開発者ガイド: ロック解除済みパッケージのコードカバー率の計算

パッケージバージョン作成テストでのパッケージ化されていないメタデータの
指定 (パイロット)
パッケージに含めてはならないメタデータを、パッケージバージョンの作成中に Apex テスト実行で使用する
必要があるシナリオでは、パッケージ化されていないメタデータが含まれるパスを sfdx-project.jsonファ
イルで指定できます。パッケージ化されていないメタデータはパッケージに含まれず、登録者組織にインス
トールされません。
対象: この変更は、Salesforce CLI を使用して作成された第二世代管理パッケージとロック解除済みパッケージに
適用されます。
パッケージ化されていないメタデータのパスは、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。パッケージ化されてい
ないメタデータのパスは、Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で発表しない限り、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。パッケージ化されていないメタデータのパスに
関するフィードバックや提案は、パートナーコミュニティの管理パッケージグループに投稿してください。
対象ユーザ: ユーザには、システム管理者プロファイルまたは「第二世代パッケージの作成および更新」権限
が必要です。
方法: パイロットに参加するには、https://partners.salesforce.com/partnerSupport でケースを登録します。
組織でパイロットが有効になったら、パッケージ化されていないメタデータへのパスを sfdx-project.json

ファイルで指定します。
次の例では、TV_unl パッケージのパッケージバージョンの作成中にテスト実行で my-unpackaged-directory

内のメタデータを使用できます。
"packageDirectories": [

{
"path": "force-app",
"package": "TV_unl",
"versionName": "ver 0.1",
"versionNumber": ""0.1.0.NEXT",
"default": true,
"unpackagedMetadata": {

"path": "my-unpackaged-directory"
}

},
{

"path": "my-unpackaged-directory",
"default": false
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}
]

ライセンス管理組織での多要素認証の設定
Salesforce は、登録者サポートコンソールから開始されたすべての登録者組織ログインに対して多要素認証 (MFA)

を要求することで、セキュリティ対策を強化しています。コンソールを使用して登録者組織にログインしない
場合でも、ライセンス管理組織 (LMO) では MFA を有効にすることをお勧めします。
時期: Summer ’21 以降、登録者サポートコンソールから登録者組織にログインするには多要素認証が必要になり
ます。
方法: LMO で多要素認証を設定するには、「多要素認証ログイン要件の設定」を参照してください。

使用できなくなるブランチパッケージ組織
ブランチパッケージ組織のパイロットは終了しており、Spring '21 以降、ブランチ組織を作成できなくなりま
す。ブランチパッケージ組織の代わりにスクラッチ組織を使用します。
対象: この変更は、第一世代管理パッケージの開発で使用されたブランチパッケージ組織に適用されます。
時期: この変更は、Spring '21 で有効になります。
方法: スクラッチ組織の作成および使用についての詳細は、「スクラッチ組織」を参照してください。

スクラッチ組織: 組織シェイプと新機能
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。

このセクションの内容:

組織のシェイプを使用したスクラッチ組織の作成の簡易化 (ベータ)

機能、設定、制限、ライセンスによって、いわゆる組織のシェイプが決まります。本番組織の機能と設定
を反映したスクラッチ組織定義を作成するのは容易ではないことは理解しています。スクラッチ組織の組
織シェイプを使用すれば、スクラッチ組織定義の作成をお任せいただけます。組織のシェイプを取得した
ら、これに基づいてスクラッチ組織を作成できますが、マイナーアセンブリが必要です。
機能が追加されたスクラッチ組織の作成
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。
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組織のシェイプを使用したスクラッチ組織の作成の簡易化 (ベータ)
機能、設定、制限、ライセンスによって、いわゆる組織のシェイプが決まります。本番組織の機能と設定を反
映したスクラッチ組織定義を作成するのは容易ではないことは理解しています。スクラッチ組織の組織シェイ
プを使用すれば、スクラッチ組織定義の作成をお任せいただけます。組織のシェイプを取得したら、これに基
づいてスクラッチ組織を作成できますが、マイナーアセンブリが必要です。

メモ: スクラッチ組織の組織シェイプ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、そのままの状態で
提供され、サポートされておらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、
Salesforce はいかなる責任も負いません。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。この機能に関するフィードバックや提案は、「スクラッチ組織の組
織シェイプ」 Trailblazer グループに投稿してください。

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: シェイプを取得する組織 (ソース組織) で [スクラッチ組織の組織シェイプ] を有効にします。
1. 管理者として、ソース組織にログインします。
2. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「組織シェイプ」と入力し、[組織シェイプ] を選択します。
3. [スクラッチ組織の組織シェイプ (ベータ)] をクリックします。
4. ソース組織が Dev Hub 組織と異なる場合、Dev Hub 組織 ID を使用可能な Dev Hub 組織のリストに入力します。
5. 取得元組織のスクラッチ組織シェイプを作成します。
6. 唯一の必須オプションである 15 文字のソース組織 ID が含まれるスクラッチ組織定義ファイルを作成しま

す。
{
"orgName": "Salesforce",
"sourceOrg": "00DB1230400Ifx5"

}

7. スクラッチ組織を作成します。

関連トピック:

Salesforce DX 開発者ガイド: 組織シェイプに基づいたスクラッチ組織の作成 (ベータ)

Salesforce CLI リファレンスガイド: org コマンド

機能が追加されたスクラッチ組織の作成
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。
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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。
• FieldServiceDispatcherUser:<value>

• FieldServiceMobileUser:<value>

• FieldServiceSchedulingUser:<value>

変更されるスクラッチ組織の機能
FieldService には、1 ～ 25 の数量が必要です。
FieldService:<value>

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 Winter '21 で廃止されました。スクラッチ組織定義ファイルでこの機能を指定して
いる場合は、ファイルから削除してください。Winter ’21 では警告が表示されます。この機能は Spring ’21 で廃止
される予定です。
ContactsToMultipleAccounts (この機能を削除してから、enableRelateContactsToMultipleAccounts 設定をスクラッチ組織
の定義ファイルに追加します)。
"accountSettings": {

"enableRelateContactToMultipleAccounts": true
},

関連トピック:

Salesforce DX 開発者ガイド: スクラッチ組織の機能

プラットフォーム開発ツール
Salesforce Developer Experience (DX) を使用してアプリケーションを共同で作成し、継続的に配信します。Salesforce

Developer Experience は、Customer 360 Platform での開発を容易にするオープンな統合環境です。Salesforce DX ツール
セットには、Visual Studio Code 向け Salesforce 拡張機能と Salesforce CLI が含まれます。チームに最も適した、ビジ
ネスニーズを満たすツールを選択してください。毎週、この両方のツールの新しいバージョンがリリースされ
ています。
Salesforce Extensions for Visual Studio Code (Visual Studio Code 向け Salesforce 拡張機能)

この拡張機能パックには、軽量で拡張可能な VS Code エディタを使用して Customer 360 Platform 上で開発を行
うためのツールが含まれます。最近の更新についての詳細は、毎週のリリースノートを参照してください。

Salesforce CLI

Salesforce CLI を使用して、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の制御を行うことができます。コア salesforcedxプラグイン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。
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このセクションの内容:

Salesforce CLI のプレリリースバージョンのインストール
Sandbox プレビュー中に、プレビューに含まれる新機能でのみ機能する更新が含まれる salesforcedx プ
ラグインのプレリリースを提供します。これらの新機能のテストを希望される場合は、salesforcedx の
プレリリースをインストールしてこれらの新しいコマンドおよびパラメータにアクセスしてください。

関連トピック:

Salesforce Extensions for Visual Studio Code (Visual Studio Code 向け Salesforce 拡張機能)

Salesforce CLI コマンドリファレンス

Salesforce CLI のプレリリースバージョンのインストール
Sandbox プレビュー中に、プレビューに含まれる新機能でのみ機能する更新が含まれる salesforcedxプラグ
インのプレリリースを提供します。これらの新機能のテストを希望される場合は、salesforcedx のプレリ
リースをインストールしてこれらの新しいコマンドおよびパラメータにアクセスしてください。
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。
対象ユーザ: ほとんどの Salesforce CLI ユーザは salesforcedx プラグインの最新リリースのままに変更しない
でください。プレリリースは、探索する機能が含まれていることがわかっている場合のみインストールしてく
ださい。
方法: プレリリースをインストールするには次のコマンドを実行します。
sfdx plugins:install salesforcedx@pre-release

バージョン情報を確認するには、次のコマンドを実行して、出力で salesforcedx を探します。
sfdx plugins --core

Sandbox プレビューが終了し、すべての Salesforce 組織が本番環境にアップグレードされたら、プレリリースプ
ラグイ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
sfdx plugins --core

Lightning Design System: スタイル設定フックおよび他のコンポーネン
トブループリントの機能強化
Salesforce Lightning Design System (SLDS) には、Salesforce Lightning の原則、設計言語、およびベストプラクティスに
一致するユーザインターフェースを作成するリソースが含まれています。このリリースでは、ユーザがブラン
ド設定に応じてコンポーネントスタイルをカスタマイズできるようにスタイル設定フックを実装しました。
Salesforce はコンポーネントブループリントを頻繁に更新し、バグを修正しています。最新の変更については、
Lightning Design System のドキュメントの「What’s New (新機能)」を参照してください。このページでは、変更を
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完了した日付を基準に変更がリストされています。これらの変更は、次回の Salesforce メジャーリリースにまと
められます。Winter '21 の特長をいくつか紹介します。

このセクションの内容:

Lightning Design System スタイル設定フックを使用したコンポーネントのカスタマイズ (ベータ)

Lightning Design System スタイル設定フックでは、コンポーネントの外観をカスタマイズできるように一連の
CSS カスタムプロパティが提供されます。Winter '21 では、限定された CSS カスタムプロパティセットをコン
ポーネントレベルのカスタマイズで使用できます。
ダブルダッシュの BEM 表記の廃止
Lightning Design System でのダブルダッシュ (--) の BEM 表記は Summer ’21 で廃止され、1 つのアンダースコア
表記 (_) に置き換えられます。
Lightning Design System コンポーネントブループリントの更新
次の機能強化やバグ修正により、SLDS コンポーネントブループリントおよびユーティリティをより活用で
きるようになりました。

Lightning Design System スタイル設定フックを使用したコンポーネントのカス
タマイズ (ベータ)
Lightning Design System スタイル設定フックでは、コンポーネントの外観をカスタマイズできるように一連の CSS

カスタムプロパティが提供されます。Winter '21 では、限定された CSS カスタムプロパティセットをコンポーネ
ントレベルのカスタマイズで使用できます。

メモ:  Lightning Design System スタイル設定フック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。Lightning Design System スタイル設定フックに関するフィードバックや
提案は、Trailblazer Community の IdeaExchange グループに投稿してください。

理由: スタイル設定フックを使用すると、特にWeb コンポーネントや Shadow DOMを操作する場合に、コンポー
ネントのスタイル設定を容易にカスタマイズしてブランドを表現することができます。スタイル設定フックを
サポートするコンポーネントブループリントのリストは、Lightning Design System の Web サイトを参照してくだ
さい。
方法: スタイル設定フックは Lightning Design System スタイルシート内のプレースホルダです。たとえば、
var(--sds-c-badge--color-background, #ecebea)では、対応する --sds-c-badge-color-background

CSS カスタムプロパティを独自のスタイル設定と共に使用できます。
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CSS カスタムプロパティは、Lightning Design System コンポーネントブループリントとその設計バリエーションに
対応します。背景色を標準の Salesforce ブルーに変換するブランドバリエーションを持つボタンブループリント
を実装する Lightning Web コンポーネントを見てみましょう。
<template>

<button class="slds-button slds-button_brand">Submit</button>
</template>

異なる背景色をブランドバリエーションに適用するには、対応する CSS カスタムプロパティを指定します。こ
の事例では、スタイルを --sds-c-button-brand-color-backgroundカスタムプロパティで宣言します。
コンポーネント内のすべての要素をカスタムスタイルの対象とするには、:host セレクタを使用します。

メモ: 代わりに、要素やカスタムクラスなど、他のセレクタを使用してカスタマイズを範囲設定すること
もできます。詳細は Lightning Design System の Web サイトを参照してください。

:host {
--sds-c-button-brand-color-background: orange;
--sds-c-button-brand-color-border: orange;
/* Other CSS custom properties here */

}

この CSS 宣言では、slds-button_brand クラスを持つボタン要素をオレンジに変換します。
テンプレート内で SLDS クラス名を対象とすることでスタイルを上書きしている場合、代わりに CSS カスタムプ
ロパティで置き換えます。たとえば、次のスタイル上書きを --sds-c-button-brand-color-background

で置き換えます。
/* Replace this CSS rule with

the --sds-c-button-brand-* custom properties
as shown in the previous example */

.slds-button_brand {
background-color: orange;

}

次に、基本コンポーネントを見てみましょう。基本コンポーネントは Lightning Design System ブループリントと
設計バリエーションを実装します。以前は、基本コンポーネントのスタイルを容易にカスタマイズできません
でした。lightning-button などの基本コンポーネントのスタイルをカスタマイズするには、対応する CSS

カスタムプロパティを指定します。
<template>
<lightning-button variant="brand"

label="Submit"
onclick={handleClick}>

</lightning-button>
</template>

:host {
--sds-c-button-brand-color-background: orange;
--sds-c-button-brand-color-border: orange;

}
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ヒント: さまざまな基本コンポーネントに Lightning Design System を実装する方法については、基本コンポー
ネントレシピの GitHub リポジトリを参照してください。基本コンポーネントの対話型の例は、「コンポー
ネントの参照」を参照してください。

関連トピック:

Lightning Web コンポーネント開発者ガイド: Lightning Design System スタイル設定フックを使用したスタイルコ
ンポーネント (ベータ)

ダブルダッシュの BEM 表記の廃止
Lightning Design System でのダブルダッシュ (--) の BEM 表記は Summer ’21 で廃止され、1 つのアンダースコア表記
(_) に置き換えられます。
理由: ダブルダッシュは、コメントを含む XML ファイルではサポートされません。この表記の変更は、最初に
2017 年 5 月 25 日の Salesforce Lightning Design System (SLDS) リリース 2.3.1 で発表されました。
方法: Summer ’21 では、ダブルダッシュのすべての BEM 表記が SLDS 2.13.0 以降のバージョンで使用できなくなり
ます。引き続き SLDS 2.13.0 以降のバージョンでスタイルを機能させるには、CSS 内の --を _に置き換えます。
たとえば、slds-button--brand を slds-button_brand に置き換えます。SLDS 2.12.2 以前のバージョンを
使用している場合、これらのバージョンに対して何も変更が行われていないため、スタイルは引き続き機能し
ます。
VSCode を使用して開発している場合、SLDS Validator 拡張機能を使用してコード内の BEM 表記を修正してくださ
い。この拡張機能はスタンドアロンとしてだけでなく、Salesforce Extension Pack の一部としても使用できます。

Lightning Design System コンポーネントブループリントの更新
次の機能強化やバグ修正により、SLDS コンポーネントブループリントおよびユーティリティをより活用できる
ようになりました。
時期:  SLDS の改善は頻繁に行われています。最新の変更については、Lightning Design System のドキュメントの
「What’s New (新機能)」を参照してください。このページでは、変更を完了した日付を基準に変更がリストされ
ています。これらの変更は、次回の Salesforce メジャーリリースにまとめられます。次の変更が Winter '21 に含
まれています。
方法: Lightning Design System スタイル設定フック (ベータ) では、次のコンポーネントブループリントで使用でき
る CSS カスタムプロパティが提供されます。
• アコーディオン
• アラート
• アバター
• バッジ
• ブレッドクラム
• ボタン
• アイコン
• モーダル
• ピル
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• 範囲設定されたタブ
• タブ
• トースト
• ツールチップ
SLDS コンポーネントブループリントに対する次の最新の更新により、UI を強化します。
アコーディオン

ヘッダー要素が h3 class="site-text-heading_medium slds-m-top_none" から h2

class="site-text-heading_large" に更新されました。
バッジ

境界線が存在しない場合のバリエーション間の高さの不整合が修正されました。
コンボボックス

ピルのリストボックスの補助テキストが個々のピルから移動され、スクリーンリーダーのユーザの反復が
なくなりました。

日時ピッカー
.slds-form_compound が廃止され、.slds-form-element 親で使用される
.slds-form-element_compound で置き換えられました。

フォーム要素
複合フォームの親コンテナの幅がフォーム要素の合計幅よりも小さい場合、複合フォームがラップされる
ようになりました。これにより、コンテナの幅が縮小された場合に複合フォーム要素内で入力値が読み取
り不能になることが回避されます。

グローバルナビゲーション
アクセシビリティの色のコントラストルールに一致するように、未保存のタブインジケータのアスタリス
クの色が調整されました。

リストビルダー
ピルのリストボックスの補助テキストが個々のピルから移動され、スクリーンリーダーのユーザの反復が
なくなりました。

ルックアップ
ピルのリストボックスの補助テキストが個々のピルから移動され、スクリーンリーダーのユーザの反復が
なくなりました。

パス
.slds-path__scroller クラスで role="application" が使用されなくなりました。

ピル
ピルのリストボックスの補助テキストが個々のピルから移動され、スクリーンリーダーのユーザの反復が
なくなりました。
タッチスタイルのレイアウトの不整合に対処しました。
リンクされたピルの使用に関連するドキュメントが明確になりました。
グループ内のピルのリストボックスの例が追加されました。

進行状況インジケータ
モバイル/タッチで進行状況項目のボタンアイコンがずれていた問題が解決しました。
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進行状況リング
正しい比率が維持されるようにサイズ変更手順が追加されました。

ラジオボタングループ
エラー状態のアクセシビリティを改善するために aria-describedby="error_01" が入力に追加されま
した。

ツールチップ
ブループリントの例がアンカーリンクから、意味的により正しいボタンに更新されました。

ツリー
無効化された treeitem 要素に aria-disabled が追加され、無効な状態を表すようにテキストの色が更
新されました。
.slds-is-disabled の使用が廃止され、シェブロンアイコンを非表示にする .slds-is-hidden になり
ました。無効な状態を表すには、代わりに aria-disabled を使用します。

AppExchange パートナー: Marketplace Analytics での地域別の活動の
概要の表示と AppExchange の App Analytics シミュレーションモード
Marketplace Analytics の地域別の活動の概要を使用して、活動を促進している場所を確認します。App Analytics シ
ミュレーションモードを使用してカスタムインテグレーションをテストします。

このセクションの内容:

AppExchange の Marketplace Analytics の地域別の活動の概要を使用して、リスト活動を促進している場所を確認
Marketplace Analytics の地域別の概要を使用して、内部および外部トラフィックの参照元が AppExchange リスト
での活動にどのように寄与しているかを表示します。リストのインストール、リードの行動、訪問活動、
タイルのフロート表示、タイルビューを国、米国の州、または米国のテリトリー別に表示します。
AppExchange の App Analytics シミュレーションモードを使用したカスタムインテグレーションのテスト
非本番環境でカスタムインテグレーションをテストするには、AppExchange App Analytics シミュレーション
モードを有効化して、サンプルデータを受信します。

AppExchange の Marketplace Analytics の地域別の活動の概要を使用して、リス
ト活動を促進している場所を確認
Marketplace Analytics の地域別の概要を使用して、内部および外部トラフィックの参照元が AppExchange リストで
の活動にどのように寄与しているかを表示します。リストのインストール、リードの行動、訪問活動、タイル
のフロート表示、タイルビューを国、米国の州、または米国のテリトリー別に表示します。
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: 訪問、インストール、購入を増やすには、会社の開発リソースとマーケティングリソースをより効果的
に適用します。
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[世界地図] で国別にデータを表示したり、[米国地図] で米国の州またはテリトリー別にデータを表示したりし
ます (1)。トラフィックの参照元または活動を変更するには、ローカル検索条件を調整します (2)。グラデーショ
ンには、選択した活動の値の範囲が示されます (3)。
方法: Salesforce パートナーコミュニティで公開コンソールを開き、[分析] (1) または [ダッシュボードの参照] (2)

をクリックします。

関連トピック:

Metadata API Settings (メタデータ API 設定)

AppExchange App Analytics (AppExchange アプリケーションの Analytics)

AppExchange の App Analytics シミュレーションモードを使用したカスタムイン
テグレーションのテスト
非本番環境でカスタムインテグレーションをテストするには、AppExchange App Analytics シミュレーションモー
ドを有効化して、サンプルデータを受信します。
対象: この変更は、Developer Edition の Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
方法: AppExchange の App Analytics シミュレーションモードを有効にするには、Metadata API AppAnalyticsSettings の
enableSimulationMode 組織設定をコードに追加します。
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変更データキャプチャ: イベント強化 (ベータ)、オブジェクトサポー
トの拡張
項目を使用してイベントメッセージを強化し、より多くのオブジェクトの変更通知を受信します。

このセクションの内容:

追加項目による変更イベントメッセージの強化 (ベータ)

変更がなくても常に変更イベントに含める項目を選択して、データの処理や複製を支援できます。外部 ID

項目を含め、サポートされている種別の項目を選択できます。たとえば、アプリケーションに外部システ
ムのレコードを照合するための外部 ID 項目が必要な場合に強化を使用します。強化は、CometD ベースの登
録者でサポートされています。
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を使用すると、住宅ローン融資オブジェクト (Financial Services Cloud の一部)、および保
証期間と納入商品保証オブジェクト (Field Service の一部) のレコード変更の通知を受け取ることができます。

追加項目による変更イベントメッセージの強化 (ベータ)
変更がなくても常に変更イベントに含める項目を選択して、データの処理や複製を支援できます。外部 ID 項
目を含め、サポートされている種別の項目を選択できます。たとえば、アプリケーションに外部システムのレ
コードを照合するための外部 ID 項目が必要な場合に強化を使用します。強化は、CometD ベースの登録者でサ
ポートされています。
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: 変更データキャプチャ強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、そのままの状態で提供さ
れ、サポートされておらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce

はいかなる責任も負いません。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。変更データキャプチャ強化に関するフィードバックと提案は、Trailblazer Community

グループからお寄せください。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。

方法: チャネルやそのチャネルのメンバーで強化項目を定義します。チャネルは、カスタムチャネルまたは
ChangeEvents チャネルのいずれかになります。強化された変更イベントは、強化用に設定されたチャネルでの
み配信されます。強化項目をチャネルメンバーおよびチャネルに追加するには、Tooling API またはメタデータ
API で PlatformEventChannelMember オブジェクトを使用します。
次の例では、SalesEvents__chn カスタムチャネルの Tooling API を使用して AccountChangeEvent メンバーを強
化します。変更イベントは、カスタム項目 (External_Account_ID__c) と標準項目 (Industry) の 2 つの項目
で強化されます。関連付けられた POST 要求の URI

は、/services/data/v50.0/tooling/sobjects/PlatformEventChannelMember です。
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リクエストボディ:

{
"FullName": "SalesEvents_AccountChangeEvent",
"Metadata": {
"enrichedFields": [
{
"name": "External_Account_ID__c"

},
{
"name": "Industry"

}
],
"eventChannel": "SalesEvents__chn",
"selectedEntity": "AccountChangeEvent"

}
}

関連トピック:

変更データキャプチャ開発者ガイド: Enrich Change Events With Extra Fields When Subscribed with CometD (Beta) (CometD

登録時の追加項目による変更イベントの強化 (ベータ))

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を使用すると、住宅ローン融資オブジェクト (Financial Services Cloud の一部)、および保証
期間と納入商品保証オブジェクト (Field Service の一部) のレコード変更の通知を受け取ることができます。
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。一部のオブジェクトでは、特定の機能の設定や権限が有効になってい
る必要があります。
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
するか、カスタムチャネルを作成します。

関連トピック:

変更データキャプチャ開発者ガイド: 変更イベントオブジェクトのサポート

プラットフォームイベント: 登録の管理、利用状況の監視
Apex トリガ登録をユーザインターフェースから管理し、利用状況総計値を監視し、イベント公開の状況を追跡
(ベータ) します。
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このセクションの内容:

ユーザインターフェースからのプラットフォームイベントトリガ登録の管理
ユーザインターフェース経由でのカスタムプラットフォームイベントの Apex トリガ登録を一時停止したり
再開したりできるようになりました。一時停止された登録を、一時停止中に公開されたイベントを一切失
わずに、停止した場所の使用可能な最も古いイベントメッセージから再開できます。
イベント公開および配信の利用状況の監視
イベント公開および CometD クライアントの配信の利用状況データを取得するには、PlatformEventUsageMetric

オブジェクトを照会します。利用状況データでは、前の正時までの過去 24 時間の利用状況データと、1 日
ごとの利用状況の履歴データを使用できます。PlatformEventUsageMetric には、大規模プラットフォームイベ
ントおよび変更データキャプチャイベントの個別の利用状況総計値が含まれます。
プラットフォームイベントメッセージの公開後の Apex コールアウトの実行
[すぐに公開] 動作が設定されているイベントでは、イベントメッセージを公開した直後に Apex コールアウ
トを実行できるようになりました。以前は、このようなイベントを公開しても、Apex コードからコールア
ウトを実行することはできませんでした。すぐに公開されるイベントには新しい制限があり、Apex DML ス
テートメントの制限とは別になっています。
大規模プラットフォームイベント公開操作の状況の取得 (ベータ)

大規模プラットフォームイベントは非同期で公開されます。公開状況イベントを使用して、公開操作の状
況を追跡して、必要なアクションを実行できます。追跡したい大規模プラットフォームイベントで状況イ
ベントを有効にします。次に、PublishStatusEvent 標準プラットフォームイベントに登録します。

ユーザインターフェースからのプラットフォームイベントトリガ登録の管理
ユーザインターフェース経由でのカスタムプラットフォームイベントの Apex トリガ登録を一時停止したり再
開したりできるようになりました。一時停止された登録を、一時停止中に公開されたイベントを一切失わず
に、停止した場所の使用可能な最も古いイベントメッセージから再開できます。
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: 停止した場所からトリガの登録を再開できます。エラーの原因となったイベントメッセージや、不要と
なったメッセージをバイパスするには、登録を最新のイベントメッセージから再開することができます。以前
は、登録を一時停止するには、トリガを無効化するしか方法はありませんでした。再び有効化したときには、
登録は最新のメッセージから再開され、未処理のイベントメッセージは失われていました。
方法: プラットフォームイベント詳細ページにアクセスするには、[設定] の [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] をクリックしてから、プラットフォームイベン
トをクリックします。トリガ登録を管理するには、プラットフォームイベント詳細ページの [登録] の下にリス
トされている Apex トリガの横の [管理] をクリックします。
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登録詳細ページで、登録を管理できます。

一時停止した登録を再開できます。

メモ: 登録の管理はフローやプロセスでは使用できませんが、登録関連リストには表示されたままになっ
ています。

イベント公開および配信の利用状況の監視
イベント公開および CometD クライアントの配信の利用状況データを取得するには、PlatformEventUsageMetric オ
ブジェクトを照会します。利用状況データでは、前の正時までの過去 24 時間の利用状況データと、1 日ごとの
利用状況の履歴データを使用できます。PlatformEventUsageMetric には、大規模プラットフォームイベントおよび
変更データキャプチャイベントの個別の利用状況総計値が含まれます。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition に適用されます。
時期: 利用状況データの保存は Winter ’21 のロールアウト以降に開始されます。そのため、そのリリースより前
の利用状況データは使用できません。利用状況データの照会を開始するまで、Winter ’21 リリースから 1 日待機
することをお勧めします。最初は過去 24 時間分について保存されるデータが十分ではないため、リリース後
の最初の 24 時間の利用状況データは不完全です。たとえば、リリースの 1 日後には、1 日間の利用状況データ
を取得できます。さらに、リリースの 2 日後には、2 日間の利用状況データを取得できる、といった具体にな
ります。利用状況データは少なくとも 45 日間保存されます。
理由: PlatformEventUsageMetric を使用して、イベント利用状況および利用状況のトレンドを表示します。利用状
況データにより、割り当てにどれだけ近づいているか、いつ割り当てを増やす必要があるかを把握できます。
PlatformEventUsageMetric に保存されている利用状況総計値は、REST API 制限値から切り離されています。REST API

制限を使用して毎月の配信および割り当てに対する利用状況の公開を追跡します。制限 API が返す毎月の CometD

クライアントの配信の利用状況は、プラットフォームイベントと変更データキャプチャイベントで共通です。
PlatformEventUsageMetric ではプラットフォームイベントと変更データキャプチャイベントの利用状況が分けられ
るため、その利用状況を個別に追跡できます。
方法: 日付は協定世界時 (UTC) で保存されるため、クエリ用にローカル時間を UTC に変換してください。このク
エリでは、前の正時までの過去 24 時間の利用状況総計値を選択します。たとえば、現在の日時が UTC の 2020
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年 8 月 4 日 11:23 だとすると、前の正時は 11:00 になります。このクエリでは、2020 年 8 月 3 日 11:00 から 2020 年
8 月 4 日 11:00 までに CometD クライアントに配信されたプラットフォームイベントの件数の利用状況が返され
ます。
SELECT Name, StartDate, EndDate, Value FROM PlatformEventUsageMetric
WHERE Name='PLATFORM_EVENTS_DELIVERED'
AND StartDate=2020-08-03T11:00:00.000Z AND EndDate=2020-08-04T11:00:00.000Z

このクエリでは、過去 24 時間の利用状況の次の結果が返されます。

値EndDateStartDate名前

5752020-08-04T11:00:00.000+00002020-08-03T11:00:00.000+0000PLATFORM_EVENTS_DELIVERED

関連トピック:

プラットフォームイベント開発者ガイド: プラットフォームイベントの公開と配信の使用状況の監視

プラットフォームイベントメッセージの公開後の Apex コールアウトの実行
[すぐに公開] 動作が設定されているイベントでは、イベントメッセージを公開した直後に Apex コールアウトを
実行できるようになりました。以前は、このようなイベントを公開しても、Apex コードからコールアウトを実
行することはできませんでした。すぐに公開されるイベントには新しい制限があり、Apex DML ステートメント
の制限とは別になっています。
対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition に適用されます。
理由: [すぐに公開] 動作が設定されているイベントは、トランザクションが正常に完了したかどうかには関係
なく、コールの実行時に公開されます。これらのイベントは、トラッキングやロギングに使用できます。この
変更により、これらのイベントはトランザクションの DML 操作の一部とは見なされなくなり、公開後の Apex

コールアウトの実行の妨げにはなりません。これらのイベントには、EventBus.publish() コール 150 件と
いう新しい公開リミットが適用されます。[コミット後に公開] 動作が設定されているイベントでは、公開がト
ランザクションの DML 操作の一部と見なされるため、この変更は適用されません。これらのイベントの公開
には、Apex DML ステートメントの制限が引き続き適用されます。そして、公開後には、引き続き Apex コール
アウトを実行できます。
すぐに公開するための EventBus.publish() コールの使用制限を追跡するには、
Limits.getPublishImmediateDML() および Limits.getLimitPublishImmediateDML()  Apex メソッド
を使用します。

メモ: この機能は、@future(callout=true) アノテーションを必要とする Apex トリガからの Apex コー
ルアウトの実行方法には影響しません。

関連トピック:

プラットフォームイベント開発者ガイド: プラットフォームイベント項目
Apex 開発者ガイド: 実行ガバナと制限
Apex 開発者ガイド: Apex を使用したコールアウトの呼び出し
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大規模プラットフォームイベント公開操作の状況の取得 (ベータ)
大規模プラットフォームイベントは非同期で公開されます。公開状況イベントを使用して、公開操作の状況を
追跡して、必要なアクションを実行できます。追跡したい大規模プラットフォームイベントで状況イベントを
有効にします。次に、PublishStatusEvent 標準プラットフォームイベントに登録します。

メモ: 公開状況イベントはベータ機能としてのプレビュー版であり、Salesforce とのマスターサブスクリプ
ション契約における「サービス」には含まれません。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、そのままの状態で提供され、サポー
トされておらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる
責任も負いません。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。公開状況イベント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。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: 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: この機能がなくても、キューに登録された公開操作の確認を取得できますが、操作が最終的に成功した
かどうかを知ることはできません。すぐに返された SaveResult に含まれている成功の状況は、公開操作が Salesforce

のキューに登録されたことを意味します。操作は、後でシステムリソースが使用可能になったときに実行され
ます。検証や制限のエラーなど、一部の失敗は SaveResult に返されますが、非同期エラーは返されません。ま
れに、キューに登録された公開操作がシステムエラーにより失敗することがあります。状況イベントの利点
は、キューに登録された公開操作の最終的な状況を確認して適切なアクションを実行できることです。
方法: 大規模プラットフォームイベントの公開状況イベントを受信できるようにするには、[設定] のイベント
の定義ページで [公開状況を追跡] をクリックします。または、メタデータ API で、CustomObject の
enablePublishStatusTracking 項目を true に設定します。
イベント公開結果は PublishStatusEvent にまとめられ、状況とトピック (イベントの API 参照名) 別にグループ化さ
れます。PublishStatusEvent は必ずしも 1 つの公開要求に対応するものではありません。これには、同じプラット
フォームイベントを対象とし、同じ公開状況を持つ 1 つ以上の要求の結果が含まれます。各 PublishStatusEvent

には、各イベント公開操作に関する情報を含む PublishStatusDetail 子オブジェクトの配列が含まれます。
次の例は、失敗した公開状況のペイロードを示しており、2 つのイベントの情報を含んでいます。EventUuid

項目は、イベントメッセージを識別し、各イベントの公開結果を元の公開コールと相関させるユニバーサル一
意識別子 (UUID) です。
{
"schema": "tklL37cct1eXnqi_yPIS7w",
"payload": {
"Status": "FAILURE",
"AdditionalInfo": null,
"CreatedById": "005xx000001X83aAAC",
"CreatedDate": "2020-08-06T20:20:23.573Z",
"PublishStatusDetails": [
{
"Replay": null,
"EventUuid": "e981b488-81f3-4fcc-bd6f-f7033c9d7ac3",
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"FailureReason":
"The platform event message could not be published. Try again later.",

"StatusCode": "PLATFORM_EVENT_PUBLISH_FAILED"
},
{
"Replay": null,
"EventUuid": "ed5773c8-6848-4eee-99cf-2d3703cc0da3",
"FailureReason":
"The platform event message could not be published. Try again later.",

"StatusCode": "PLATFORM_EVENT_PUBLISH_FAILED"
}

],
"Topic": "Order_Event__e"

}
}

EventUuid 項目値を使用して、状況を、公開されたイベントに一致させます。Apex でイベントを公開した場
合、EventBus.getOperationId(saveResult) をコールして UUID を取得できます。Salesforce API を使用して
イベントを公開した場合、返された SaveResult のエラーの message 項目に UUID が含まれます。次の例には、
REST API POST 要求を使用して挿入されたイベントの保存結果が含まれます。
{
"id" : "e01xx0000000001AAA",
"success" : true,
"errors" : [ {
"statusCode" : "OPERATION_ENQUEUED",
"message" : "e981b488-81f3-4fcc-bd6f-f7033c9d7ac3",
"fields" : [ ]

} ]
}

関連トピック:

プラットフォームイベント開発者ガイド: 大量のプラットフォームイベント公開操作の状況の取得 (ベータ)

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
新規追加および変更されたこれらのリソースを使用して、UI を容易に作成します。
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。
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ConnectApi (Connect in Apex): 新規および変更されたクラスおよび Enum

Connect 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。カートの商品をウィッシュ
リストにコピーして、現在のカートを操作します。外部管理取引先を取得します。アンケートへの招待を
メールで送信します。
API: 新規および変更された項目
API バージョン 50.0 では、より多くのデータオブジェクトとメタデータ型にアクセスできます。

Lightning コンポーネント: 新規追加および変更された項目
新規追加および変更されたこれらのリソースを使用して、UI を容易に作成します。

このセクションの内容:

新規追加または変更された Lightning Web コンポーネント
新規追加および変更されたこれらの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
モジュールを使用して、Lightning Web コンポーネントでさらに多くのことを実行できます。
新規追加または変更された Aura コンポーネント
新規追加および変更されたこれらの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
新規追加および変更されたこれらのコンポーネントを使用して、UI を簡単に作成します。

新しいコンポーネント
次のコンポーネントは新規追加されたもので、API バージョン 50.0 以降が必要です。
lightning-rich-text-toolbar-button (ベータ)

lightning-input-rich-text コンポーネントのツールバーにカスタムボタンを追加します。このコン
ポーネントは lightning-rich-text-toolbar-button-groupコンポーネント内でネストされる必要が
あります。詳細は、「lightning-input-rich-text ベースコンポーネントへのカスタムボタンの追加 (ベータ)」 (ペー
ジ 596)を参照してください。

lightning-rich-text-toolbar-button-group (ベータ)

lightning-input-rich-textコンポーネントのツールバーのカスタムボタンのコンテナです。詳細は、
「lightning-input-rich-text ベースコンポーネントへのカスタムボタンの追加 (ベータ)」 (ページ 596)を参照して
ください。

変更された Lightning Web コンポーネント
次のコンポーネントが変更されました。
lightning-click-to-dial

次のメソッドが新規追加されました。
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• click()  — パラメータおよびレコード ID が提供されたら、それらを電話システムに渡して電話番号を
ダイヤルします。有効化された電話番号のみをクリックできます。

lightning-combobox

options 属性の次のプロパティが新規追加されました。
• description  — リスト項目の説明テキストを定義します。説明テキストは、リスト項目の表示ラベル

の下に表示されます。説明を追加する場合、リストの各項目の説明を指定します。一部の項目に説明が
ない場合、項目のテキストがずれる可能性があります。
以下は、コンポーネントの JavaScript の description プロパティを使用する例です。
options = [

{value: 'new', label: 'New', description: 'A new item'},
{value: 'in-progress', label: 'In Progress', description: 'Currently working

on this item'},
{value: 'finished', label: 'Finished', description: 'Done working on this

item'}
];

lightning-datatable

オブジェクト値を渡した場合に text データ型の列に内容が表示されなくなりました。
lightning-input

入力種別 email が変更されました。
• 国際メールアドレスの入力のために UTF-8 エンコードがサポートされます。

lightning-input-address

次の属性が新規追加されました。
• address-lookup-placeholder  — アドレス検索項目のプレースホルダであり、show-address-lookup

を使用した場合にのみ表示されます。
• street-placeholder  — 町名・番地項目のプレースホルダです。
• city-placeholder  — 市区郡項目のプレースホルダです。
• province-placeholder  — 都道府県項目のプレースホルダです。
• country-placeholder  — 国項目のプレースホルダです。
• postal-code-placeholder  — 郵便番号項目のプレースホルダです。

lightning-input-field

次の項目のデータ型が変更されました。
• 制御項目を指定しないと、選択リスト項目のデータ型は無効および参照のみの状態で表示されます。
• メール項目のデータ型では、国際メールアドレスの入力のために UTF-8 エンコードがサポートされます。
• 名前項目のデータ型では、suffix 項目がサポートされます。組織でこの項目を有効化することについ

ての詳細は、Salesforce ヘルプの「ユーザの項目」を参照してください。
lightning-input-rich-text

lightning-rich-text-toolbar-button-group コンポーネントと
lightning-rich-text-toolbar-button コンポーネントを使用して、ツールバーにカスタムボタンを
追加できます。詳細は、「lightning-input-rich-text ベースコンポーネントへのカスタムボタンの追加 (ベータ)」
(ページ 596)を参照してください。
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setRangeText() メソッド (ベータ) が新規追加されました。

メモ: setRangeText() 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、そのままの状態で提
供され、サポートされておらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、
Salesforce はいかなる責任も負いません。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。setRangeText() に関するフィードバックや提案は、
Trailblazer Community の「Lightning Components Development」グループに投稿してください。

• setRangeText()  — 指定された範囲のインデックス値にテキストを挿入します (内容を置き換えるか、
新規の内容を挿入する)。このメソッドはHTMLInputElement.setRangeText()メソッドの API に準拠
します。また、setFormat()メソッドと共に使用することで書式設定されたテキストを挿入できます。

setFormat()メソッドが変更されました。bold、italic、underline、strike、code、code-block、
link、color、background、headerの追加属性をプログラムで設定できます。以前は、align、font、
size のみがサポートされていました。
キー - 値ペアをパラメータとして指定してこのメソッドをコールし、選択したテキストに書式を適用しま
す。次に例を示します。
setFormat({bold: true, italic: true, link: "google.com", color: "green", header: 2})

lightning-pill-container

ピルに href 値が含まれている場合、省略可能なアイコンまたはアバターがハイパーリンクタグ内でネス
トされなくなりました。アイコンまたはアバターをクリックしても、ハイパーリンクに移動しません。こ
の動作は、lightning:pillContainerなしで表示される lightning:pillコンポーネントと同じです。
bare バリエーションで順序なしリスト要素にピルが表示されなくなりました。ただし、standard バリ
エーションと bareバリエーションの見た目は変わりません。bareバリエーションには、ピルごとにフォー
カス可能な削除ボタンがあります。Tab キーを押してピルにフォーカスし、もう一度 Tab キーを押して削除
ボタンにフォーカスします。

lightning-textarea

setRangeText() メソッド (ベータ) が新規追加されました。

メモ: setRangeText() 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、そのままの状態で提
供され、サポートされておらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、
Salesforce はいかなる責任も負いません。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。setRangeText() に関するフィードバックや提案は、
Trailblazer Community の「Lightning Components Development」グループに投稿してください。
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• setRangeText()  — 指定された範囲のインデックス値にテキストを挿入します (内容を置き換えるか、
新規の内容を挿入する)。このメソッドは、HTMLInputElement.setRangeText() メソッドの API に準
拠します。

関連トピック:

コンポーネントの参照

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
モジュールを使用して、Lightning Web コンポーネントでさらに多くのことを実行できます。

新しいモジュール
次のモジュールを使用できるようになりました。
lightning/uiAppsApi

このモジュールには、1 つのワイヤアダプタ getNavItemsが含まれています。ユーザがアクセスできるナ
ビゲーション項目 (タブ) を取得するには、このワイヤアダプタを使用します。

変更されたモジュール
次のモジュールには、新しいワイヤアダプタまたは JavaScript 関数が追加されています。
lightning/uiObjectInfoApi

getObjectInfosワイヤアダプタが新規に追加されました。getObjectInfosを使用すると、複数のオブ
ジェクトのメタデータを取得できます。応答には、各オブジェクトの項目、子リレーション、レコードタ
イプ、テーマを記述するメタデータが含まれます。
import { LightningElement, wire } from 'lwc';
import { getObjectInfos } from 'lightning/uiObjectInfoApi';
import ACCOUNT_OBJECT from '@salesforce/schema/Account';
import OPPORTUNITY_OBJECT from '@salesforce/schema/Opportunity';

export default class GetObjectInfosExample extends LightningElement {
@wire(getObjectInfos, { objectApiNames: [ ACCOUNT_OBJECT, OPPORTUNITY_OBJECT ] })
propertyOrFunction;

}

lightning/uiRecordApi

getRecordNotifyChange()関数が新規に追加されました。命令 Apex や Visualforce など、Lightning Data Service

外でレコードを更新した場合や、サードパーティフレームワークでユーザインターフェース API を呼び出し
た場合は、getRecordNotifyChange() を呼び出すことで Lightning Data Service のキャッシュを更新できま
す。Lightning Data Service は、指定したレコード ID のレコード更新を取得し、Lightning Data Service キャッシュ
を更新することで、ワイヤに最新のレコードデータを供給します。
import { LightningElement, wire } from 'lwc';
import { getRecord, getRecordNotifyChange } from 'lightning/uiRecordApi';
import apexUpdateRecord from '@salesforce/apex/Controller.apexUpdateRecord';

export default class NotifyRecordChangeExample extends LightningElement {
@api recordId;
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// Wire a record.
@wire(getRecord, { recordId: '$recordId', fields: ... })
record;

async handler() {
// Update the record via Apex.
await apexUpdateRecord(this.recordId);
// Notify LDS that you've changed the record outside its mechanisms.
getRecordNotifyChange([{recordId: this.recordId}]);

}
}

新規追加または変更された Aura コンポーネント
新規追加および変更されたこれらの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 Aura コンポーネント
次のコンポーネントが変更されました。
lightning:clickToDial

次のメソッドが新規追加されました。
• click()  — パラメータおよびレコード ID が提供されたら、それらを電話システムに渡して電話番号を

ダイヤルします。有効化された電話番号のみをクリックできます。
lightning:combobox

options 属性の次のプロパティが新規追加されました。
• description  — リスト項目の説明テキストを定義します。説明テキストは、リスト項目の表示ラベル

の下に表示されます。説明を追加する場合、リストの各項目の説明を指定します。一部の項目に説明が
ない場合、項目のテキストがずれる可能性があります。
以下は、コンポーネントの JavaScript の description プロパティを使用する例です。
options = [

{value: 'new', label: 'New', description: 'A new item'},
{value: 'in-progress', label: 'In Progress', description: 'Currently working

on this item'},
{value: 'finished', label: 'Finished', description: 'Done working on this

item'}
];

lightning:datatable

オブジェクト値を渡した場合に text データ型の列に内容が表示されなくなりました。
lightning:input

入力種別 email が変更されました。
• 国際メールアドレスの入力のために UTF-8 エンコードがサポートされます。

lightning:inputAddress

次の属性が新規追加されました。
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• addressLookupPlaceholder  — showAddressLookup を使用する場合にのみ表示される住所参照項
目のプレースホルダ。

• streetPlaceholder  — 町名・番地項目のプレースホルダ。
• cityPlaceholder  — 市区郡項目のプレースホルダ。
• provincePlaceholder  — 都道府県項目のプレースホルダ。
• countryPlaceholder  — 国項目のプレースホルダ。
• postalCodePlaceholder  — 郵便番号項目のプレースホルダ。

lightning:inputField

次の項目のデータ型が変更されました。
• 制御項目を指定しないと、選択リスト項目のデータ型は無効および参照のみの状態で表示されます。
• メール項目のデータ型では、国際メールアドレスの入力のために UTF-8 エンコードがサポートされます。
• 名前項目のデータ型では、suffix 項目がサポートされます。組織でこの項目を有効化することについ

ての詳細は、Salesforce ヘルプの「ユーザの項目」を参照してください。
lightning:inputRichText

setRangeText() メソッド (ベータ) が新規追加されました。

メモ: setRangeText() 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、そのままの状態で提
供され、サポートされておらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、
Salesforce はいかなる責任も負いません。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。setRangeText() に関するフィードバックや提案は、
Trailblazer Community の「Lightning Components Development」グループに投稿してください。

• setRangeText()  — 指定された範囲のインデックス値にテキストを挿入します (内容を置き換えるか、
新規の内容を挿入する)。このメソッドはHTMLInputElement.setRangeText()メソッドの API に準拠
します。また、setFormat()メソッドと共に使用することで書式設定されたテキストを挿入できます。

setFormat()メソッドが変更されました。bold、italic、underline、strike、code、code-block、
link、color、background、headerの追加属性をプログラムで設定できます。以前は、align、font、
size のみがサポートされていました。
キー - 値ペアをパラメータとして指定してこのメソッドをコールし、選択したテキストに書式を適用しま
す。次に例を示します。
setFormat({bold: true, italic: true, link: "google.com", color: "green", header: 2})

lightning:pillContainer

ピルに href 値が含まれている場合、省略可能なアイコンまたはアバターがハイパーリンクタグ内でネス
トされなくなりました。アイコンまたはアバターをクリックしても、ハイパーリンクに移動しません。こ
の動作は、lightning:pillContainerなしで表示される lightning:pillコンポーネントと同じです。
bare バリエーションで順序なしリスト要素にピルが表示されなくなりました。ただし、standard バリ
エーションと bareバリエーションの見た目は変わりません。bareバリエーションには、ピルごとにフォー
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カス可能な削除ボタンがあります。Tab キーを押してピルにフォーカスし、もう一度 Tab キーを押して削除
ボタンにフォーカスします。

lightning:textarea

setRangeText() メソッド (ベータ) が新規追加されました。

メモ: setRangeText() 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、そのままの状態で提
供され、サポートされておらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、
Salesforce はいかなる責任も負いません。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。setRangeText() に関するフィードバックや提案は、
Trailblazer Community の「Lightning Components Development」グループに投稿してください。

• setRangeText()  — 指定された範囲のインデックス値にテキストを挿入します (内容を置き換えるか、
新規の内容を挿入する)。このメソッドは、HTMLInputElement.setRangeText() メソッドの API に準
拠します。

関連トピック:

コンポーネントの参照

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:

Cache 名前空間
Cache 名前空間には、次のような新規または変更されたクラス、メソッド、インターフェース、列挙、ま
たは例外があります。
LxScheduler 名前空間
新しい LxScheduler 名前空間には、次のクラスとメソッド、およびインターフェースがあります。
System 名前空間
System 名前空間には、次のような新規または変更されたクラス、メソッド、インターフェース、列挙、
または例外があります。

関連トピック:

Apex: 新機能
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Cache 名前空間
Cache 名前空間には、次のような新規または変更されたクラス、メソッド、インターフェース、列挙、また
は例外があります。

既存のクラスの新規または変更されたメソッド
キャッシュから取得されたすべてのキーの平均項目サイズを取得する

Cache.Org、Cache.Partition、Cache.Sessionクラスの新しい getAvgGetSize()メソッドを使用し
ます。

キャッシュから取得されたすべてのキーの最大項目サイズを取得する
Cache.Org、Cache.Partition、Cache.Sessionクラスの新しい getMaxGetSize()メソッドを使用し
ます。

廃止: Cache.Org、Cache.Partition、Cache.Sessionの getAvgValueSize()および getMaxValueSize()

メソッド
Cache.Org、Cache.Partition、Cache.Session クラスの getAvgValueSize() および
getMaxValueSize() メソッドは、バージョン 50.0 以降でサポートされません。

LxScheduler 名前空間
新しい LxScheduler 名前空間には、次のクラスとメソッド、およびインターフェースがあります。

新規クラス
LxScheduler.ServiceResourceScheduleHandler インターフェースに渡されるパラメータのリストを取
得する

新しい LxScheduler.ServiceAppointmentRequestInfo クラスで次のメソッドを使用します。
getPrimaryResourceId メソッドを使用して、プライマリサービスリソースの ID を取得します。
getServiceResources メソッドを使用して、すでに予約されている時間枠のサービスリソースのリスト
を取得します。getWorkTypeId メソッドを使用して、予定の作業種別の ID を取得します。

サービスリソースに関する情報を取得する
新しい LxScheduler.ServiceResourceInfo クラスで次のメソッドを使用します。getResourceType

メソッドを使用して、サービスリソースの種別 (技術者やアセットなど) を取得します。
getServiceResourceIdメソッドを使用して、サービスリソースの ID を取得します。getTerritoryIds

メソッドを使用して、サービスリソースの要求されたサービステリトリーのリストを取得します。
getUserName メソッドを使用して、サービスリソースのユーザ名を取得します。

カスタム Apex クラスの結果を LxScheduler.ServiceResourceScheduleHandlerインターフェースメソッ
ドに渡す

LxScheduler.ServiceResourceSchedule クラスを使用します。
要求されたサービスリソースが対応できない時間枠のリストを LxScheduler.ServiceResourceSchedule

クラスに渡す
LxScheduler.UnavailableTimeslot クラスを使用します。
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新規インターフェース
実装クラスでサービスリソースの外部カレンダー行動をチェックし、サービスリソースが予約されている時間
枠を返すことができるようにする

新しい LxScheduler.ServiceResourceScheduleHandler インターフェースを使用します。

System 名前空間
System名前空間には、次のような新規または変更されたクラス、メソッド、インターフェース、列挙、また
は例外があります。

新規クラス
要求 ID と Quiddity を使用して実行時の現在の Apex コンテキストを検出する

新しい System.Request クラスで次の新しいメソッドを使用します。getCurrent() メソッドを使用し
て、現在の Salesforce 要求と Quiddity 値の一意の識別子が含まれる要求オブジェクトを取得します。
getRequestId() メソッドを使用して、現在の要求 ID を取得します。getQuiddity() メソッドを使用し
て、Quiddity 値を取得します。

既存のクラスの新規または変更されたメソッド
メール-to-ケースの新しいスレッド動作によるセキュリティの強化

System.Cases クラスで getCaseIdFromEmailHeaders メソッドを使用して、ヘッダー情報で受信メー
ルを照合します。Cases.getCaseIdFromEmailThreadId() メソッドは廃止されています。

すぐに公開するプラットフォームイベントの使用制限をチェックする
System.Limits クラスで新しい getPublishImmediateDML メソッドを使用して、すぐに公開するよう
に設定されたプラットフォームイベントで行われた EventBus.publish コールの数を取得します。
System.Limits クラスで新しい getLimitPublishImmediateDML メソッドを使用して、
EventBus.publish コールの上限を取得します。

動的にエラーを sObject 項目に追加する
System.SObject クラスで addError オーバーロードメソッドを使用します。
• addError(String fieldName, String message[, Boolean doNotEscape])

• addError(Schema.SObjectField field, String message[, Boolean doNotEscape])

sObject インスタンスにエラーがあるかどうかを確認する
System.SObject クラスで hasErrors メソッドを使用します。

sObject インスタンスのエラーの詳細を取得する
System.SObject クラスで getErrors メソッドを使用します。

指定された sObject 型のメタデータ記述を取得する
System.Schemaクラスで describeSObjectsオーバーロードメソッドを使用します。このメソッドのデ
フォルトの describe オプションは SObjectDescribeOptions.DEFERRED で、子リレーションの遅延読み
込みを行うことを示します。

現在 Salesforce 要求の Quiddity 値のショートコードを取得する
System.System クラスで getQuiddityShortCode メソッドを使用します。
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新しい列挙
Crypto メソッドで Elliptical Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) を使用する

System.Crypto クラスの Crypto.sign、Crypto.signWithCertificate、Crypto.signXML()、
Crypto.verify()  (メソッド) の algorithmName パラメータで新しい ECDSA-SHA256、ECDSA-SHA384、ECDSA-SHA512

値を使用します。
System.Request クラスのメソッドで使用される Quiddity 値を指定する

新しい System.Quiddity 列挙を使用します。

ConnectApi (Connect in Apex): 新規および変更されたクラスおよび Enum
Connect 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。カートの商品をウィッシュリ
ストにコピーして、現在のカートを操作します。外部管理取引先を取得します。アンケートへの招待をメール
で送信します。
ConnectApi名前空間の Apex クラスでは、多くの Connect 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 Connect in Apex と呼ばれます。

このセクションの内容:

新規および変更された Connect in Apex クラス
次のクラスが新規追加または変更されました。
新規および変更された Connect 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 Connect in Apex 出力クラス
次の出力クラスが新規追加または変更されました。
新規および変更された Connect in Apex Enum

次の Enum が新規追加または変更されました。

関連トピック:

Connect REST API

Apex 開発者ガイド: ConnectApi 名前空間
Connect REST API Developer Guide (Connect REST API 開発者ガイド)

新規および変更された Connect in Apex クラス
次のクラスが新規追加または変更されました。

Lightning の B2B Commerce

新しく追加または変更されたこれらのメソッドは、ConnectApi.CommerceCart クラスに含まれます。
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カートの商品をウィッシュリストにコピーする
• copyCartToWishlist(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId,

cartToWishlistInput)

カートメッセージの表示を設定する
• setCartMessagesVisibility(webstoreId, activeCartOrId, effectiveAccountId,

messageVisibility)

activeCartOrId パラメータが含まれるすべてのメソッドで current 値がサポートされるようになりまし
た。

current 値は、Closed または PendingDelete でない状況のカートを示します。
• addItemsToCart(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, cartItems)

• addItemToCart(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, cartItemInput)

• copyCartToWishlist(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId,
cartToWishlistInput)

• deleteCart(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId)

• deleteCartItem(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, cartItemId)

• getCartItems(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId)

• getCartItems(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, pageParam)

• getCartItems(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, pageParam, sortParam)

• getCartItems(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, pageParam, pageSize)

• getCartItems(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, pageParam, pageSize,
sortParam)

• getCartItems(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, productFields,
pageParam, pageSize, sortParam)

• getCartSummary(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId)

• getOrCreateActiveCartSummary(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId)

• setCartMessagesVisibility(webstoreId, activeCartOrId, effectiveAccountId,
messageVisibility)

• updateCartItem(webstoreId, effectiveAccountId, activeCartOrId, cartItemId, cartItem)

これらの新しいメソッドは、ConnectApi.CommerceWishlist クラスに含まれます。
ウィッシュリストの名前の更新

• updateWishlist(webstoreId, wishlistId, wishlistUpdateInput)

• updateWishlist(webstoreId, effectiveAccountId, wishlistId, wishlistUpdateInput)

CMS 管理コンテンツ
これらの新しいメソッドは、ConnectApi.ManagedContent クラスに含まれます。
絶対 URL でチャネルのすべての管理コンテンツバージョンを取得する

• getAllContent(channelId, pageParam, pageSize, language, managedContentType,
includeMetadata, startDate, endDate, showAbsoluteUrl)
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絶対 URL でコミュニティのすべての管理コンテンツバージョンを取得する
• getAllManagedContent(communityId, pageParam, pageSize, language, managedContentType,

showAbsoluteUrl)

管理コンテンツ ID のリストを使用して絶対 URL でチャネルの管理コンテンツバージョンを取得する
• getContentByIds(channelId, managedContentIds, pageParam, pageSize, language,

managedContentType, includeMetadata, startDate, endDate, showAbsoluteUrl)

管理コンテンツ ID のリストを使用して絶対 URL でコミュニティの管理コンテンツバージョンを取得する
• getManagedContentByIds(communityId, managedContentIds, pageParam, pageSize,

language, managedContentType, showAbsoluteUrl)

コンテンツトピック名のリストを使用して絶対 URL で管理コンテンツバージョンを取得する
• getManagedContentByTopics(communityId, topics, pageParam, pageSize, language,

managedContentType, showAbsoluteUrl)

コンテンツ ID およびコンテンツトピック名のリストを使用して絶対 URL で管理コンテンツバージョンを取得
する

• getManagedContentByTopicsAndIds(communityId, managedContentIds, topics, pageParam,
pageSize, language, managedContentType, showAbsoluteUrl)

商取引の支払
これらの新しいメソッドは、ConnectApi.Payments クラスに含まれます。
支払を返金する

refund(ReferencedRefundInput, paymentId)

支払を収集する
capture(AuthCaptureInput, authorizationId)

External Managed Account

この新規メソッドは、ConnectApi.ExternalManagedAccount クラスに含まれます。
すべてのコミュニティのコンテキストユーザが使用できる外部管理取引先を取得する

• getCommunitiesExternalManagedAccounts(communityId)

Salesforce アンケート
この新規メソッドは、ConnectApi.Surveys クラスに含まれます。
アンケートへの招待をメールで送信する

• sendSurveyInvitationEmail(surveyID, SurveyEmailInput)

新規および変更された Connect 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。
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Lightning の B2B Commerce

ConnectApi.CartMessagesVisibilityInput

この新しい入力クラスには、次のプロパティがあります。
• visibility  — カートメッセージを参照可能としてマークするか (true)、否か (false) を指定します。

ConnectApi.CartToWishlistInput

この新しい入力クラスには、次のプロパティがあります。
• wishlistId  — カートの商品をコピーするウィッシュリストの ID。

ConnectApi.WishlistUpdateInput

この新しい入力クラスには、次のプロパティがあります。
• name  — 更新するウィッシュリスト名。

商取引の支払
ConnectApi.AuditParamsRequest

この新しい抽象入力クラスは ConnectApi.BaseRequest のサブクラスで、次のプロパティがあります。
• email  — 要求を開始したクライアントのメール。
• ipAddress  — 要求を行ったクライアント IP アドレス。
• macAddress  — 要求を行ったクライアントの Mac アドレス。
• phone  — 要求を開始したクライアントの電話番号。

ConnectApi.CaptureRequest

この新しい入力クラスは ConnectApi.BaseRequest のサブクラスで、次のプロパティがあります。
• accountId  — この収集要求にリンクする必要がある取引先の ID。
• amount  — 前の認証から収集する必要のある金額。
• clientContext  — 支払 API のコンテキストを提供します。コンテキストを再確立するために支払のコー

ル元で使用されます。
• comments  — 支払収集のコメント。
• effectiveDate  — 支払が有効になる日付。
• paymentGroup  — 支払要求に関連付けられた支払グループの詳細。

ConnectApi.BaseRequest

この新しい入力クラスは ConnectApi.AuditParamsRequest のサブクラスで、
ConnectApi.CaptureRequest および ConnectApi.RefundRequest のスーパークラスです。次のプロ
パティがあります。
• additionalData  — ゲートウェイコールに関する追加情報。支払ゲートウェイの種別によって異なり

ます。
• idempotencyKey  — 支払要求で使用される羃等キー。ペイロードまたはヘッダーに指定できますが、

その両方に同時に指定することはできません。
ConnectApi.PaymentGroupRequest

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。
• createPaymentGroup  — 支払グループの作成が必要かどうかを示すフラグ。
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• currencyIsoCode  — 支払グループレコードに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。
• id  — ID に値がある場合、支払収集では、有効な PaymentGroup が使用されます。ID が null で他のプロ

パティに値がある場合、支払収集では、支払グループが作成されます。支払グループ ID が存在する場
合、currencyIsoCode および sourceObjectId プロパティは null にする必要があります。また、
createPaymentGroup は absent または false に設定します。

• sourceObjectId  — 注文を支払グループにリンクするための注文オブジェクト ID。既存の OrderId を指
定します。

ConnectApi.ReferencedRefundRequest

この新しい入力クラスは ConnectApi.RefundRequest のサブクラスで、次のプロパティがあります。
• accountId  — 参照される返金要求にリンクする必要がある取引先の ID。
• amount  — 返金する必要のある金額。
• clientContext  — 支払 API のコンテキストを提供します。コンテキストを再確立するために支払のコー

ル元で使用されます。
• comments  — 返金に関するコメント。
• effectiveDate  — 返金が有効になる日付。
• paymentGroup  — 返金要求に関連付けられた支払グループの詳細。

ConnectApi.RefundRequest

この新しい抽象入力クラスは ConnectApi.BaseRequest のサブクラスで、
ConnectApi.ReferencedRefundRequest のスーパークラスです。追加プロパティはありません。

Salesforce 注文管理
ConnectApi.OrderSummaryInputRepresentation

この入力クラスには、次の新しいプロパティがあります。
• name  — OrderSummary に割り当てる OrderNumber。
• status  — OrderSummary に割り当てる状況。

Salesforce アンケート
ConnectApi.AssociateRecordsWithRecipientInput

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。
• associateRecordIds  — 関連するレコードの ID。
• recipientId  — レコードを関連付ける招待の参加者 ID。

ConnectApi.RecipientEngagementContextInput

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。
• recipientEngagementContext  — 受信者用に生成された招待に関連付けられている追加パラメータ

の対応付け。
• recipientId  — 受信者の ID。

ConnectApi.SurveyInvitationEmailInput

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。
• allowGuestUserResponse  — Salesforce アカウントを持っていない参加者が回答できるようにします。
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• allowParticipantsAccessTheirResponse  — 参加者がアンケートを送信した後に自分の回答を参照
できるようにします。

• associateRecordsWithRecipients  — 受信者のアンケートへの招待に関連付ける必要がある別のレ
コードに各受信者を対応付けます。

• body  — メールの内容。メールテンプレートを指定しない場合のメールの内容を指定します。
• collectAnonymousResponse  — 参加者が匿名で回答できるようにします。
• communityId  — 組織外のユーザのアンケートを開くために使用されるコミュニティの ID。
• emailTemplateId  — アンケートへの招待の送信に使用されるメールテンプレートの ID。
• fromEmailAddress  — ユーザのメール ID またはユーザのプロファイルに関連付けられた組織の共有

メールアドレス。
• invitationExpirationDate  — アンケートへの招待が期限切れになる日付。
• invitationOwner  — アンケートへの招待レコードの所有者の ID。
• isPersonalInvitation  — 参加者ごとに一意のアンケートを作成します。参加者が個人招待を使用し

て回答すると、回答レコードは参加者の Salesforce レコードに関連付けられます。
• recipientEngagementContexts  — アンケートへの招待が送信される基準となるコンテキストに各受

信者を対応付けます。
• recipients  — アンケートへの招待をメールで送信する対象のリード、取引先責任者、またはユーザ

の最大 300 個の ID のリスト。
• shareInvitationsWith  — アンケートへの招待レコードを共有する必要があるユーザの ID。招待レ

コードは参照アクセス権で共有されます。
• subject  — メールの件名。メールテンプレートを指定しない場合の件名を指定します。
• surveyQuestionIds  — メールに組み込まれる質問の ID。

新規および変更された Connect 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。

B2B Commerce with Lightning

ConnectApi.CartItem

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。
• totalAdjustmentAmount—品目の調整額合計。
• unitAdjustedPrice—品目の単価 (調整後)。
• unitAdjustmentAmount—品目の単価に対して行われた調整。

ConnectApi.CartMessagesSummary

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。
• totalLineItemsWithErrors  — ConnectApi.CartItemResultの場合、カート品目にエラーがない

ければ null、カート品目にエラーがあれば 1。ConnectApi.CartSummary の場合、エラーが含まれ
る商品品目の総数。

ConnectApi.CartMessagesVisibilityResult

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
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• visibility  — カートメッセージを参照可能に設定するか (true)、否か (false) を指定します。
ConnectApi.CartProductAttribute  (パイロット)

メモ: 商品のバリエーションと属性は、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。商品のバリエーションと属性は変更される可能性があり、
Salesforce が、ドキュメント、プレスリリース、または公式声明で発表しない限り、正式リリースされ
ません。特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証できません。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。

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• label  — 属性の表示ラベルまたは表示名。
• sequence  — 属性セット内の属性の順序。
• value  — 属性の表示値。

ConnectApi.CartProductSummary

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。
• variationAttributes  (パイロット) — 商品に関連付けられているバリエーション属性。

ConnectApi.CartSummary

この出力クラスには、次の新規追加および変更されたプロパティがあります。
• purchaseOrderNumber  — カートの購入注文。
• status  — このプロパティで pendingDelete 値がサポートされるようになりました。

ConnectApi.CartToWishlistResult

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• productsAddedCount  — カートからウィッシュリストにコピーされた商品の数。
• wishlistId  — カートの商品がコピーされたウィッシュリストの ID。

ConnectApi.ProductAttributeInfo  (パイロット)

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• allowableValues  — 属性に使用可能な値。
• apiName  — 属性の API 参照名。
• availableValues  — 商品に使用可能な属性値。
• fieldEnumOrId  — カスタム項目の項目 ID または標準項目の列挙値。
• label  — 属性の表示ラベル。
• objectName  — 項目を含むオブジェクトの名前。
• sequence  — 属性セット内の属性の順序。

ConnectApi.ProductAttributeSelectionInfo  (パイロット)

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• apiName  — 属性の API 参照名。
• label  — 属性の表示ラベル。
• sequence  — 属性セット内の属性の順序。
• value  — 属性の表示値。
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ConnectApi.ProductAttributeSet  (パイロット)

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• attributes  — 属性セットのメンバーである属性のマップ。
• developerName  — 属性セットの名前。
• id  — 商品属性セットを表す商品属性レコードの ID。

ConnectApi.ProductAttributeSetInfo  (パイロット)

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• attributeInfo  — 属性メタデータに対する属性項目の API 参照名のマップ。
• description  — 属性セットの説明。
• developerName  — 属性セットの API 参照名。
• id  — 属性セットの ID。
• masterLabel  — 属性セットのマスタ表示ラベル。
• sequence  — 商品に関する属性セットの順序。

ConnectApi.ProductAttributesToProductEntry  (パイロット)

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• canonicalKey  — 属性セット内の属性の連番に基づき、(_) を使用して連結された属性 API 値。
• productId  — 属性を選択するためのバリエーション商品 ID。
• selectedAttributes  — 商品 ID に対応付けるキーを形成するために使用できる属性値とメタデータの

順序付きリスト。
ConnectApi.ProductDetail

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。
• attributeSetInfo  (パイロット) — メタデータに対する属性セット API 参照名のマップ。
• productClass  (パイロット) — 商品のクラス。値は次のとおりです。

– Simple

– Variation

– VariationParent

• variationAttributeSet  (パイロット) — 商品に関連付けられているバリエーション属性セット。
• variationInfo  (パイロット) — バリエーション属性に使用可能な値、および属性値の組み合わせから

バリエーション商品 ID を解決するためのマップ。
• variationParentId  (パイロット) — バリエーションの親の ID。

ConnectApi.ProductVariationInfo  (パイロット)

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• attributesToProductMappings  — バリエーション商品 ID に対する属性値の組み合わせのマップ。
• variantAttributeInfo  — 商品属性情報に対する項目 API 参照名のマップ。
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CMS 管理コンテンツ
ConnectApi.ManagedContentChannel

この出力クラスには、次の新規追加および変更されたプロパティがあります。
• channelType  — このプロパティで PublicUnauthenticated値がサポートされるようになりました。
• domainId  — チャネルに割り当てられたドメインの ID。
• domainName  — チャネルに割り当てられたドメインの名前。
• isDomainLocked  — ドメインがロックされ、変更できなくなっているか (true)、否か (false) を示し

ます。
ConnectApi.ManagedContentVersion

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。
• unauthenticatedUrl—認証されていない配信 URL。

商取引の支払
ConnectApi.AbstractGatewayCommonResponse

この新しい抽象出力クラスは ConnectApi.AbstractGatewayResponse のスーパークラスで、次のプロ
パティがあります。
• gatewayAvsCode  — 支払プラットフォームが支払ゲートウェイからトークナイゼーションを要求する

ときに、支払方法に対応付けられた住所を確認するために使用されます。
• gatewayDate  — 通知が発生した日付。一部のゲートウェイはこの値を送信しません。
• gatewayMessage  — ゲートウェイが通知要求に対して返したエラーメッセージ。最大文字数は 255 文

字です。
• gatewayResultCode  — ゲートウェイ固有の結果コード。結果コードを Salesforce 固有の結果コードに

対応付けることができます。最大文字数は 64 文字です。
• gatewayResultCodeDescription  — 支払ゲートウェイが返したゲートウェイ固有の結果コードの説

明。最大文字数は 1,000 文字です。
• salesforceResultCode  — ゲートウェイ結果コードに対する Salesforce 結果コード。

ConnectApi.AbstractGatewayResponse

この新しい抽象出力クラスは ConnectApi.AbstractGatewayCommonResponse のサブクラスで、
ConnectApi.CaptureGatewayResponse および ConnectApi.RefundGatewayResponse のスーパーク
ラスです。次のプロパティがあります。
• gatewayReferenceDetails  — ゲートウェイ通信に関する情報を提供します。
• gatewayReferenceNumber  — 支払ゲートウェイにより作成された一意のトランザクション ID。

ConnectApi.CaptureGatewayResponse

この新しい出力クラスは ConnectApi.AbstractGatewayResponse のサブクラスで、追加プロパティは
ありません。

ConnectApi.CaptureResponse

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• error  — 認証収集のエラー応答の表現。
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• gatewayResponse  — ゲートウェイログ応答で、収集要求の処理中に作成されたゲートウェイログに関
する詳細が含まれます。

• payment  — 収集要求の支払応答オブジェクト。要求処理中に作成された支払オブジェクトに関連する
情報が含まれます。

• paymentGatewayLogs  — 認証収集のゲートウェイログコレクション。
• paymentGroup  — 収集要求に関連付けられた支払グループ。

ConnectApi.GatewayLogResponse

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• createdDate  — ゲートウェイログがいつ作成されたかを示す日付。
• gatewayResultCode  — ゲートウェイは、金融企業に渡されたときのトランザクションの状況、および

クライアントに返されたときのトランザクションの状況を示す結果コードを送信します。
• id  — ゲートウェイログレコードの ID。
• interactionStatus  — ゲートウェイ操作の状況。現在サポートされている値は、SUCCESS、FAILED、

TIMEOUT です。
ConnectApi.PaymentGroupResponse

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• currencyIsoCode  — 支払グループレコードに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。
• id  — 支払グループレコードの ID。
• sourceObjectId  — 支払グループレコードのソースオブジェクト ID。OrderId のみをサポートします。

ConnectApi.PaymentResponse

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• accountId  — 取引先関連支払レコードの ID。
• amount  — 支払要求で実行された支払トランザクションの合計金額。
• currencyIsoCode  — 支払出力に関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。
• effectiveDate  — 支払が有効になる日付。
• id  — 支払レコードの ID。
• paymentNumber  — 要求処理の結果として作成される支払レコードの数。
• requestDate  — 支払トランザクションの発生日付。
• status  — 新しい支払エンティティレコードの状況。

ConnectApi.ReferencedRefundResponse

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• error  — 返金のエラー応答の表現。
• gatewayResponse  — 処理された返金要求に対して受信したゲートウェイ応答。
• paymentGatewayLogs  — 返金のゲートウェイログコレクションの表現。
• paymentGroup  — 返金に関連付けられている支払グループ。
• refund  — 返金応答の表現。
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ConnectApi.RefundGatewayResponse

この新しい出力クラスは ConnectApi.AbstractGatewayResponse のサブクラスで、追加プロパティは
ありません。

ConnectApi.RefundResponse

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• accountId  — 返金レコードに関連する取引先の ID。
• amount  — 支払要求で実行された返金トランザクションの合計金額。
• currencyIsoCode  — 支払グループレコードに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。
• effectiveDate  — 返金が有効になる日付。
• id  — 返金レコードの ID。
• refundNumber  — 要求処理の結果として作成された返金レコードの数。
• requestDate  — 返金の実施日。
• status  — ゲートウェイの返金トランザクションの処理結果を示します。

管理トピック
ConnectApi.TopicImages

この出力クラスには、次の変更されたプロパティが含まれます。
• coverImageUrl  — バージョン 50.0 でアップロードされた主要トピックとナビゲーショントピックの画

像はアセットファイルとして保存されます。バージョン 49.0 以前でアップロードされた画像はドキュメ
ントとして保存されます。この保存の変更により、URL も変更されます。

• featuredImageUrl  — バージョン 50.0 でアップロードされた主要トピックとナビゲーショントピック
の画像はアセットファイルとして保存されます。バージョン 49.0 以前でアップロードされた画像はド
キュメントとして保存されます。この保存の変更により、URL も変更されます。

パーソナライズ
ConnectApi.FormulaScope

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
• contextValues—範囲のコンテキスト値の対応付け。
• fields  — 範囲の項目のリスト。
• formula—範囲の数式。

ConnectApi.Target

この出力クラスには、次の新規追加および変更されたプロパティがあります。
• formulaScope  — 対象の数式範囲。
• scope  — このプロパティはバージョン 50.0 以降では返されません。代わりに、formulaScope でこの

情報が返されます。

Salesforce アンケート
ConnectApi.SurveyInvitationEmailOutput

この新しい出力クラスには、次のプロパティがあります。
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• errorcode  — 失敗した通話のエラーコード。
• errorMessage  — 通話が失敗した理由を説明する詳細。
• status  — 通話の状況。使用できる値は、Queued、Failed です。

新規および変更された Connect in Apex Enum

次の Enum が新規追加または変更されました。
これらの Enum についての詳細は、『Apex 開発者ガイド』の「ConnectApi Enum」を参照してください。
ConnectApi.CartStatus

この Enum には次の新しい値があります。
• PendingDelete  — カートが削除待機中です。たとえば、ユーザがカートを削除したが、ジョブがまだ

完了していない状態です。
ConnectApi.ManagedContentChannelType

この Enum には次の新しい値があります。
• PublicUnauthenticated

ConnectApi.ProductClass  (パイロット)

この新しい Enum には次の値があります。
• Simple

• Variation

• VariationParent

ConnectApi.SurveyEmailStatus

この新しい Enum には次の値があります。
• Failed

• Queued

API: 新規および変更された項目
API バージョン 50.0 では、より多くのデータオブジェクトとメタデータ型にアクセスできます。

このセクションの内容:

新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト
次の新規および変更された標準オブジェクトによってより多くのデータにアクセスできます。
新規追加または変更された標準プラットフォームイベント
こうした新規追加または変更された標準プラットフォームイベントのチャネルに登録することで、Salesforce

からリアルタイム通知を受信します。
REST API

REST API では、リソースが変更されました。
SOAP API

SOAP API には、変更されたヘッダーが含まれ、一部のデータ型が変更されています。
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Connect REST API

Connect 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 と統合します。カートの商品をウィッシュリストにコピーして、現在の
カートを操作します。外部管理取引先を取得します。クイックテキストの本文を取得します。アンケート
への招待をメールで送信します。
Einstein Analytics REST API

Einstein Analytics REST API を使用して、組み込みアプリケーションの自動インストール要求を作成、更新、取
得します。複製データセットをカテゴリで照会し、新しい Salesforce データを作成します。個々のデータフ
ロージョブの詳細なノードデータを取得します。
ユーザインターフェース API

関連リストを操作したり、軽量なリソースを使用してレコードを作成およびコピーするためのデフォルト
値を取得したり、ユーザインターフェース API でより多くのオブジェクトを使用したりできます。
Bulk API 2.0

次のコールは、API バージョン 50.0 で変更されました。
Tooling API の新規オブジェクトと変更されたオブジェクト
Tooling API では、オブジェクトが新規追加および変更されました。
メタデータ API

メタデータ API の型や項目が新規追加および変更されています。

新しい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
削除: DeleteEvent オブジェクトを削除

検索 API から DeleteEventオブジェクトが削除され、SOSL でサポートされなくなりました。このオブジェ
クトは、Lightning Experience のごみ箱を検索するために使用されていました。詳細は、「ごみ箱の検索機能
の削除」 (ページ 117)を参照してください。

カスタムテーマの色をアプリケーション内ガイダンスに追加する
PromptVersion オブジェクトで themeColor および themeSaturation 項目を使用します。

関連オブジェクトの情報を取得する
associateEntityType および associateParentEntity プロパティを使用します。

Einstein Analytics

イベントログファイルの Einstein Analytics データのダウンロードを表示する
EventLogFile オブジェクトで新しい WAVE_DOWNLOAD_EVENT 型の項目を使用します。

廃止: Wave パフォーマンスイベント種別オブジェクトの項目を廃止。
API バージョン 50.0 では、Wave パフォーマンスイベント種別オブジェクトの QUERY_ID 項目が廃止されま
す。
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コマース
注文概要の一時停止状況を取得する

既存の OrderSummary オブジェクトで新しい IsSuspended 項目を使用します。
注文概要の有効なプロセス例外数を取得する

既存の OrderSummary オブジェクトで新しい ActiveProcessExceptionCount 項目を使用します。
注文処理の失敗を識別、トラブルシューティング、解決する

新しい ProcessException オブジェクトを使用します。
ProcessException オブジェクトが作成されたときにアクションをトリガする

新しい ProcessExceptionEvent オブジェクトを使用します。
所有者以外のユーザと ProcessException オブジェクトを共有するルールに関する情報を取得する

新しい ProcessExceptionSharingRule オブジェクトを使用します。
ProcessException レコードへのアクセスレベルのリストに関する情報を取得する

新しい ProcessExceptionShare オブジェクトを使用します。
返品注文のエンドツーエンド処理を管理する

既存の ReturnOrder オブジェクトで新しい OrderSummaryId、StatusCategory、ExpirationDate、
TaxLocaleType、LifeCycleType 項目を使用します。

返品注文の商品、配送、価格調整、税額を取得する
既存の ReturnOrder オブジェクトで新しい TotalProductAmount、TotalProductTaxAmount、
TotalDeliveryAmount、TotalDeliveryTaxAmount、TotalProductAdjustAmount、
TotalProductAdjustTaxAmount、TotalDeliveryAdjustAmount、TotalDeliveryAdjustTaxAmount、
TotalAmount、TotalTaxAmount、TotalProductAmtWithTax、TotalDeliveryAmtWithTax、
TotalProductAdjustAmtWithTax、TotalDeliveryAdjustAmtWithTax、GrandTotalAmount を使用
します。

返品注文品目のエンドツーエンド処理を管理する
既存の ReturnOrderLineItem オブジェクトで新しい OrderItemSummaryId、ChangeOrderItemId、Type、
TypeCode、QuantityExpected、QuantityReceived、QuantityRejected、ReasonForRejection、
UnitPrice、GrossUnitPrice を使用します。

返品注文品目の価格調整および税額を取得する
既存の ReturnOrderLineItem オブジェクトで新しい TotalLineAmount、TotalLineTaxAmount、
TotalAdjustmentTaxAmount、TotalAdjustmentAmount、TotalLineAmountWithTax、
TotalAdjustmentAmountWithTax、TotalPrice、TotalTaxAmount、TotalAmount を使用します。

返品注文品目の価格調整を取得する
新しい ReturnOrderItemAdjustment オブジェクトを使用します。

返品注文品目の税額を取得する
新しい ReturnOrderItemTax オブジェクトを使用します。

CommercePayments

インテグレータと支払プロバイダが有効な支払を選択して注文の支払データを受信できるようにする
新しい GtwyProvPaymentMethodType オブジェクトを使用します。
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コミュニティ
ナビゲーショントピックと主要トピックの画像をアセットファイルとして保存する

CustomBrandAsset オブジェクトの AssetCategory 項目の新しい LargeLogoAssetId および
MediumLogoAssetId 値を使用します。

ナビゲーションメニューのタイル項目の画像、ログインボタンの背景色、コミュニティのログインページの背
景として表示される画像 URL をブランド設定に含める

CustomBrandAsset オブジェクトの AssetCategory 項目の LogoAssetId、LoginPrimaryColor、
LoginBackgroundImageUrl 値を使用します。
以前は、これらの値がドキュメントに誤って記載されていたり、記載されていなかったりしました。

割引または追加徴収金および数量単位ごとの数を取得する
CartItem オブジェクトで新しい UnitAdjustedPriceおよび UnitAdjustmentAmount項目を使用します。

商品についてのバリエーション関連の情報を取得する
Product2 オブジェクトで新しい ProductClass および Type 項目を使用します。

カートの品目の合計エラー数を取得する
WebCart オブジェクトで新しい TotalLineItemsWithErrors 項目を使用します。

B2B チェックアウトの Time to Live 値を設定する
WebStore オブジェクトで新しい CheckoutTimeToLive および CheckoutValidAfterDate 項目を使用し
ます。

外部取引先階層への変更を追跡する
新しい ExternalAccountHierarchyHistory オブジェクトを使用します。

外部ユーザが他の外部取引先ユーザに代わって管理および購入できるようにする
DelegatedAccount オブジェクトで新しい AccessManageUser および AccessBuyFor 項目を使用します。

削除: Wishlist オブジェクトから search() 属性を削除
B2B ストアの検索でリストの結果が返されなくなりました。

Salesforce CMS で ManagedContentInfo と ProductMedia 間のリレーションを作成する
新しい ManagedContentInfo オブジェクトを使用します。
以前は、これらの値がドキュメントに誤って記載されていたり、記載されていなかったりしました。

カスタマイズ
フロー定義の API バージョンを指定する

FlowVersionView オブジェクトで ApiVersion 項目を使用します。
フローを実行する API バージョンを指定する。

FlowVersionView オブジェクトで ApiVersionRuntime 項目を使用します。詳細は、「個別のフローとプロ
セスの実行時動作の変更を都合に合わせて採用する」 (ページ 511)を参照してください。

カスタム権限の [ライセンスが必要です] オプションを確認する
Salesforce 管理パッケージを使用している場合、CustomPermission オブジェクトの IsLicensed 項目は、カス
タム権限で Salesforce ライセンスが必要かどうかを示します。
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タブに関する詳細情報を取得する
TabDefinition オブジェクトで、IsAvailableInDesktop および IsAvailableInMobile 項目を使用して、
タブを使用できるフォーム要素を判断します。MobileUrl項目には、Salesforce モバイルアプリケーション
でこのタブを起動するために使用できる URL が含まれます。これらの 3 つの項目は、API バージョン 45.0 で
導入され、『SOAP API 開発者ガイド』に追加されました。

JSON Web トークンを使用してログイン情報を照会する
NamedCredential オブジェクトで次の項目を使用します。これらの 6 個の項目は、API バージョン 46.0 で導入
され、『SOAP API 開発者ガイド』に追加されました。
• AuthTokenEndpointUrl

• JwtAudience

• JwtFormulaSubject

• JwtIssuer

• JwtTextSubject

• JwtValidityPeriodSeconds

翻訳で使用できる言語を管理する
新しい Translation オブジェクトを使用して、翻訳で使用できる言語を照会および更新します。

カスタムレポートで画面フローに使用される表示ラベルに関する情報を取得する
FlowInterviewLog オブジェクトで新しい FlowLabel 項目を使用し、FlowInterviewLogEntry オブジェクトで ElementLabel

項目を使用します。
非推奨: フローの利用状況とフローイベントデータを表示するユーザ権限

PermissionsViewFlowUsageAndFlowEventData 項目は Profile オブジェクトで非推奨になりました。

開発
動作の変更: AppAnalyticsQueryRequest オブジェクトの DownloadSize データ型を int から long に変
更

DownloadSize で使用できる値の範囲は、int でサポートされている最大値を超えています。long 型の
値を使用できるように、DownloadSize を使用する AppExchange の App Analytics カスタムインテグレーショ
ンを更新します。

プラットフォームイベントの公開および配信の使用状況を監視する
新しい PlatformEventUsageMetric オブジェクトを照会して、プラットフォームイベントおよび変更データキャ
プチャイベントの使用状況データを取得します。過去 24 時間と毎日の値の使用状況データを使用できま
す。

削除: AppAnalyticsQueryRequest オブジェクトの HeaderFields 項目を削除
改善を加えるため、この項目は Winter '21 リリースから削除されました。

組織のシェイプ (機能、設定、制限、ライセンス) を取得する。その後それを使用して、同じようなスクラッチ
組織を作成する。

ShapeRepresentation オブジェクトを使用します。組織で設定できる [有効] 状況のレコードは 1 つのみ
です。
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スクラッチ組織の作成で使用するシェイプ (機能、設定、制限、ライセンス) を備える組織を指定する。
ScratchOrgInfo オブジェクトで新しい SourceOrg 項目を使用します。ソース組織は本番組織である必
要があります。

Lightning Scheduler

カスタム Apex クラスをスケジュールポリシーを関連付けて、外部カレンダーでサービスリソースの対応可能
状況をチェックする

AppointmentSchedulingPolicy オブジェクトで新しい ExtCalEventHandlerId 項目を使用します。
1 時間を超える予定時間枠を定義する

AppointmentSchedulingPolicy オブジェクトで AppointmentStartTimeInterval 項目の新しい値を使用しま
す。

営業
商談リストビューと Kanban ビューで、最近変更された金額と完了予定日を表示する

Opportunity オブジェクトで、新しい LastAmountChangedHistoryId および
LastCloseDateChangedHistoryId 項目を使用します。
OpportunityHistory オブジェクトで、新しい PrevAmount および PrevCloseDate 項目を使用します。

複数の項目に基づく商談スコアリングモデル要素について確認する
SalesAIScoreModelFactor オブジェクトで、新しい SecondarySourceFieldValue および
SecondarySourceFieldValueText 項目を使用します。

メールテンプレートについての詳細を追跡する
EmailTemplate オブジェクトで、新しい HasSalesforceFiles および IsBuilderContent 項目を使用しま
す。

ToDo がいつ [完了] とマークされたのかを確認する。
Task オブジェクトで CompletedDateTime 項目を使用します。API バージョン 49.0 で導入されたこの項目
は『Salesforce および Lightning プラットフォームのオブジェクトリファレンス』に追加されています。

リストメールがいつスケジュールされたのかについての詳細を確認する。
ListEmailオブジェクトで ScheduledDate項目を使用します。この項目を作成および更新できるように
なりました。

一時停止になっているセールスケイデンスを確認する
ActionCadenceStepTracker および ActionCadenceTracker オブジェクトで State 項目の新しい Paused 選択リスト
値を使用します。また、ActionCadenceStepTracker オブジェクトで新しい WasEverPaused項目を使用します。

セールスケイデンスが複数のユーザに割り当てられている場合でも、セールスケイデンスを完了したユーザを
確認する

ActionCadenceStepTracker オブジェクトで新しい CompletedById 項目を使用します。
リストから除外できるように Salesforce で更新されるセールスケイデンスステップトラッカーを確認する

ActionCadenceTracker オブジェクトで State 項目の新しい Processing 選択リスト値を使用します。たとえ
ば、一度に多数のアクションセールスケイデンストラッカーの所有権を変更する場合、更新にしばらく時
間がかかります。

667

開発者向けの新規および変更された項目Salesforce Winter '21 リリースノート



有効なセールスケイデンスステップトラッカーを簡単に見つける
ActionCadenceTracker オブジェクトで新しい IsTrackerActive 項目を使用します。セールスケイデンスス
テップトラッカーの状態が [実行中]、[一時停止]、[処理中]、[初期化中] の場合、IsTrackerActive は
true になります。

より適切に High Velocity Sales の戦略を計画できるように、セールスケイデンスステップによって送信された
メールについての詳細を確認する

ActionCadenceStep オブジェクトで次の項目を使用します。
• AllEmailsHardBouncedCount

• UniqueEmailsOpenedCount

• UniqueEmailsRepliedCount

• UniqueEmailsLinkClickedCount

• AllEmailsLinkClickedCount

• AllEmailsRepliedCount

• AllEmailsSoftBouncedCount

• AllEmailsOutOfOfficeCount

メールコンテンツレコードを作成および編集する。
Pardot 組織で使用できる新しい EmailContent オブジェクトを使用します。

リストメールの EmailContentID を識別する。
ListEmail オブジェクトで EmailContentID 項目を使用します。この項目は Pardot 組織でのみ使用でき
ます。

Salesforce アンケート
Name 項目は編集不可

Survey オブジェクトの Name 項目は参照のみです。
テンプレートアンケートを作成する

SurveyVersion オブジェクトで新しい IsTemplate 項目を使用します。
Public Sector Cloud レコードをアンケートへの招待および回答に関連付ける

SurveySubject オブジェクトで SubjectEntityType 項目の新しい IndividualApplication 選択リスト値
を使用します。

セキュリティと ID

変更されたメールアドレス確認メールテンプレートの ID を保存する
Network オブジェクトで、ChgEmailVerNewEmailTemplateIdおよび ChgEmailVerOldEmailTemplateId

項目を使用します。
UserDevice オブジェクトに関する変更を追跡して組織の安全を確保する

新しい UserDeviceHistory オブジェクトを使用して、UserDevice オブジェクトに関する変更を追跡します。
ユーザのアクセスを管理するデバイス識別情報を保存する

UserDevice オブジェクトで、UserProvidedDeviceIdentifier項目を使用して、ユーザのデバイスの識別
子 (国際移動体装置識別番号 (IMEI) やデバイスのシリアル番号など) を保存します。
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ユーザのモバイルデバイスの新しい承認状況を記録する
UserDevice および UserDeviceApplication オブジェクトで、Status 項目の新しい Approved および Pending

Approval 値を使用します。
削除: UserDevice および UserDeviceHistory オブジェクトの値を削除

Active および New 値は、Status 項目で使用できなくなりました。
複数のオブジェクトの同意が取得される方法とタイミングを指定する必要がなくなった

AuthorizationFormConsent および CommSubscriptionConsent オブジェクトで、ConsentCapturedSource および
ConsentCapturedDateTime 項目の新しい Nillable 値を使用します。また、ContactPointConsent、
ContactPointTypeConsent、PartyConsent オブジェクトで CaptureDate、CaptureContactPointType、
CaptureSource 項目の新しい Nillable 値を使用することもできます。

オブジェクトの同意を取得するために使用されるツールの種別を指定する必要がなくなった
AuthorizationFormConsent オブジェクトで ConsentCapturedSourceType 項目の新しい Nillable 値を使用
します。

顧客の要求で組織から個人データを匿名化または転送するポリシーを追跡する
プライバシーセンター管理パッケージで作成されたデータ主体アクセス要求ポリシーをサポートする新し
い DsarPolicy オブジェクトを使用します。

個人データを匿名化または転送する顧客要求のログを取得する
プライバシーセンター管理パッケージで作成されたデータ主体アクセス要求 (DSAR) ポリシーをサポートす
る新しい DsarPolicyLog オブジェクトを使用します。

サービス
転送された作業項目のエージェント業務量をチェックするために使用された業務量モデルを判断する

既存の AgentWork オブジェクトで新しい CapacityModel 項目を使用します。
作業項目所有者の変更によってエージェントへの作業項目の直接割り当てがトリガされたかどうかを判断する

既存の AgentWork および PendingServiceRouting オブジェクトで IsOwnerChangeInitiated 項目を使用しま
す。

優先ユーザが対応できない場合でも作業項目をそのユーザのままにすべきかどうかを決定する
既存の AgentWork および PendingServiceRouting オブジェクトで新しい IsPreferredUserRequired 項目を使
用します。

作業項目状況の変更によってエージェントへの作業項目の直接割り当てがトリガされたかどうかを判断する
既存の AgentWork および PendingServiceRouting オブジェクトで IsStatusChangeInitiated 項目を使用しま
す。

データ型でナレッジ履歴項目を絞り込む
KnowledgeArticleVersionHistory オブジェクトで、新しい DataType 項目を使用して、記事の履歴の項目の絞り
込みや並び替えを行います。
たとえば、記事の所有権を変更すると、2 つのレコードが生成されます。一方のレコードには、ユーザの表
示ラベル (テキスト) の変更 ([標準ユーザ] から [管理ユーザ] など) が表示されます。もう一方のレコードに
は、変更された項目の EntityID が表示されます。DataType を使用して、テキストレコードのみを表示した
りできます。
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作業員のタイムシートのローカルタイムゾーンを記録する
既存の TimeSheetEntry オブジェクトで新しい LocationTimeZone 項目を使用します。

経費を説明する短いタイトルを追加する
既存の Expense オブジェクトで新しい Title 項目を使用します。

経費レポートに経費を含める
新しい ExpenseReportEntry オブジェクトを使用して、経費レポートに経費を含めます。

経費レポートで経費を集計する
新しい ExpenseReport オブジェクトを使用して、経費の総額を表示します。

ユーザが Einstein ケース分類のおすすめを受け入れる方法を追跡する
既存の AIInsightFeedback オブジェクトの AIInsightFeedbackType 項目の値の意味が変わりました。
• Explicit  — 以前は、Einstein のおすすめがレコードに保存されたことを示していました。おすすめが表

示されていたコンポーネント (Einstein 項目のおすすめ Lightning コンポーネントなど) からユーザがおすす
めを適用および保存したことを示すようになりました。

• Implicit  — 以前は使用されていませんでした。ユーザが Einstein のおすすめに従ったが、[ケースの詳
細] タブなどの外部コンポーネントから更新を行ったことを示すようになりました。

Einstein ケース分類で予測する項目を特定する
AIRecordInsight オブジェクトで新しい PredictionField を使用して、インサイト用の項目を特定します。

アセットの複数のメンテナンススケジュールを管理する
MaintananceWorkRule オブジェクトを使用して、アセットの異なる頻度で実行される複数のメンテナンススケ
ジュールを定義します。次に、WorkOrder および WorkOrderLineItem オブジェクトの MaintennanceWorkRuleID

項目を使用して、作業項目を生成したメンテナンスルールを識別します。
商品および納入商品の保証を記録する

WarrantyTerm オブジェクトを使用して、商品の問題を修正するために提供する労働、部品、経費を交換オプ
ションと共に定義します。ProductWarrantyTerm オブジェクトを使用して、保証条件を商品または商品ファミ
リに割り当てて、標準保証を作成します。AssetWarrantyTerm オブジェクトを使用して、インストールまたは
販売された商品の除外条件および無効条件と共に追加保証や延長保証の詳細を追加します。WorkOrder およ
び WorkOrderLineItem オブジェクトで AssetWarrantyId 項目を使用して、作業項目に関連付けられた納入
商品の保証条件を識別します。

コメントフィードを音声コールに追加する
新しい VoiceCallFeed オブジェクトを使用します。

動作の変更: プロパティを音声コール記録に変更
VoiceCallId が VoiceCallRecording オブジェクトの必須項目になりました。この項目の nillable プロパ
ティが削除されました。
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削除: 音声コール記録の共有のための関連オブジェクトを削除
VoiceCallRecording オブジェクトの VoiceCallRecordingOwnerSharingRule および VoiceCallRecordingShare 関連オブジェ
クトが削除されました。親オブジェクト VoiceCall でこのオブジェクトの共有を制御するようになりました。
つまり、ユーザに親レコードへのアクセス権がある場合、ユーザは VoiceCallRecording レコードにアクセスで
きます。

Quip テンプレートまたはドキュメント内の Quip スレッドのユーザエンゲージメント総計値を追跡する
新しい CollabUserEngagementMetric および CollabUserEngmtRecordLink オブジェクトを使用します。

削除: MessagingEndUser の IsOptedOut 項目を削除
代わりに、MessagingEndUser オブジェクトで MessagingConsentStatus および IsFullyOptedIn 項目を
使用します。

キュー管理
顧客がデジタル順番待ちリストに参加し、キュー管理で施設の占有率を監視できるようにする

新しい LocationWaitlist、LocationWaitlistedParty、LocWaitlistMsgTemplate オブジェクトを使用します。

新規追加または変更された標準プラットフォームイベント
こうした新規追加または変更された標準プラットフォームイベントのチャネルに登録することで、Salesforce か
らリアルタイム通知を受信します。

Salesforce 全体
Lightning Scheduler でサービス予定が作成、更新、削除されたたときに通知されるようにする

新しい AppointmentSchedulingEvent を登録して、Lightning Scheduler で新規作成、変更、または削除されたサー
ビス予定に関する通知を受信します。このイベントは、Lightning Scheduler の一部です。

サービス
Einstein ケース分類の自動更新の失敗を確認する

既存の AIUpdateRecordEvent イベントの新しい [エラーコード] 項目を使用して、Einstein ケース分類の自動更新
の失敗をトラブルシューティングします。値は次のとおりです。
• none  — エラーは発生していません。
• entity_locked  — 編集のために承認プロセスでケースがロックされています。
• no_access  — 選択した Einstein ユーザまたは自動プロセスユーザにケースを更新する権限がありませ

ん。
• validation_rule  — 更新がケースの入力規則に違反しています。
• other  — 別のエラーが発生しました。

コマース
注文概要の処理中に発生したエラーに関する通知を受信

新しい ProcessExceptionEvent に登録して、注文概要の処理失敗に関連した通知を受信します。
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セキュリティと ID: リアルタイムイベントモニタリング
ユーザが API コールを行う方法の異常を追跡するトランザクションセキュリティポリシーを作成する

セキュリティポリシーの新しい ApiAnomalyEventStore オブジェクトと、リアルタイム通知用の ApiAnomalyEvent

使用します。
ユーザがいつ Bulk API 要求の結果をダウンロードしたのかを追跡するトランザクションセキュリティポリシー
を作成する

セキュリティポリシーの新しい BulkApiResultEventStore オブジェクトと、リアルタイム通知用の BulkApiResultEvent

使用します。
グループ化された列ヘッダーをチェックする条件を備えた ReportEvent ポリシーを作成する

新しい ReportEvent および ReportEventStream 項目 GroupedColumnHeaders を使用して、レポートのグループ
化された列ヘッダーを絞り込みます。

表示される項目エンティティをチェックする条件を備えた ReportEvent ポリシーを作成する
新しい ReportEvent および ReportEventStream 項目 DisplayedFieldEntitiesを使用して、レポートに表示さ
れる項目を絞り込みます。

REST API

REST API では、リソースが変更されました。
Composite リソースファミリの sObject コレクションを使用するときのエラーメッセージおよびエラー処理を改
善

sObject コレクションジョブのあるオブジェクトの情報にエラー (スペルが間違っている項目名など) が含ま
れている場合、/composite/sobjects リソースのエラーメッセージでそのオブジェクトが識別されるよ
うになりました。また、allOrNone が false の場合、API は引き続きジョブの残りの解析可能な部分を処
理します。allOrNone が true の場合、API は操作全体をロールバックします。

SOAP API

SOAP API には、変更されたヘッダーが含まれ、一部のデータ型が変更されています。

WSDL のデータ型の変更
一部のデータ型が int から long に変更されました。
対象:この変更は、Developer Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Professional Edition (API アクセス有効)、お
よび Unlimited Edition に適用されます。
理由:大きすぎて int データ型に格納できない数値に対応するために、一部の項目で long 型が使用されるように
なりました。これは、Enterprise WSDL と Partner WSDL の両方に影響します。

新規、変更、および廃止されたコール

変更されたヘッダー
次のヘッダーは API バージョン 50.0 で変更されました。
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OwnerChangeOptions

3 つの新しい列挙項目が OwnerChangeOption に追加されました。
• TransferArticleOwnedPublishedVersionを使用して、記事の所有者の現在のドラフトの公開バージョンを変

更し、所有者も新しい所有者に変更します。
• TransferArticleOwnedArchivedVersionsを使用して、記事の所有者の現在のドラフトのアーカイブバージョ

ンを変更し、所有者も新しい所有者に変更します。
• TransferArticleAllVersions を使用して、現在のドラフトの誰かが所有しているすべての公開バージョンと

アーカイブバージョンを変更し、所有者も新しい所有者に変更します。
どのケースでも、所有者の変更は、現在のドラフトの言語に適用されます。

関連トピック:

SOAP API 開発者ガイド: OwnerChangeOptions (リリースプレビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能にな
る可能性があります)

Connect REST API

Connect 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 と統合します。カートの商品をウィッシュリストにコピーして、現在のカー
トを操作します。外部管理取引先を取得します。クイックテキストの本文を取得します。アンケートへの招待
をメールで送信します。

このセクションの内容:

新規および変更された Connect 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 Connect 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 Connect 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。

関連トピック:

ConnectApi (Connect in Apex): 新規および変更されたクラスおよび Enum

Connect REST API Developer Guide (Connect REST API 開発者ガイド)

Apex 開発者ガイド: ConnectApi 名前空間

新規および変更された Connect 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。
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Lightning の B2B Commerce

カートの商品をウィッシュリストにコピーする
新しい Cart to Wishlist Input リクエストボディを指定して、新規
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/actions/add-cart-to-wishlist リ
ソースに対して POST 要求を実行します。

カートメッセージの表示を設定する
新しい Cart Messages Visibility Input リクエストボディを指定して、新規
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/messages/actions/set-visibility

リソースに対して POST 要求を実行します。
カート ID と有効なカートが含まれる Cart リソースで現在のカートがサポートされる

cartStateOrId クエリパラメータが含まれる Cart リソースで、クローズまたは削除待機中の状況でない
カートを示す current 値がサポートされるようになりました。
• /commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId

• /commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/actions/add-cart-to-wishlist

• /commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/cart-items

• /commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/cart-items/batch

• /commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/cart-items/cartItemId

• /commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/messages/actions/set-visibility

商品を取得するときに属性とバリエーションの情報を除外する (パイロット)

メモ: 商品のバリエーションと属性は、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。商品のバリエーションと属性は変更される可能性があり、
Salesforce が、ドキュメント、プレスリリース、または公式声明で発表しない限り、正式リリースされ
ません。特定期間内の正式リリースあるいはリリースの有無は保証できません。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。

新しい excludeAttributeSetInfo または excludeVariationInfo パラメータを指定し
て、/commerce/webstores/webstoreId/products/productId リソースに対して GET 要求を実行しま
す。

ウィッシュリストの名前の更新
Wishlist Input リクエストボディを指定して、新規
/commerce/webstores/webstoreId/wishlists/wishlistIdリソースに対して PATCH 要求を実行しま
す。

CMS 管理コンテンツ
絶対 URL でコミュニティの公開された管理コンテンツバージョンを取得する

新しい showAbsoluteUrl 要求パラメータを true に設定し
て、/connect/communities/communityId/managed-content/deliveryリソースに対して GET 要求を
実行します。
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絶対 URL でチャネルの公開された管理コンテンツバージョンを取得する
新しい showAbsoluteUrl 要求パラメータを true に設定し
て、/connect/cms/delivery/channels/channelId/contents/queryリソースに対して GET 要求を実
行します。

コミュニティ
すべてのコミュニティのコンテキストユーザが使用できる外部管理取引先を取得する

新規 /connect/communities/communityId/external-managed-accountsリソースに対して GET 要求
を実行します。

顧客納入商品ライフサイクル管理
次のリソースを使用して、ライフサイクル管理される納入商品を作成、変更、またはキャンセルし、営業担当
や取引先担当が Lightning Experience で表示できるようにします。詳細は、「顧客納入商品ライフサイクル管理
を使用して顧客が購入した商品を把握」を参照してください。
ライフサイクル管理される納入商品を生成する

新しい Generate Asset Input リクエストボディを指定し
て、/asset/management/assets/assetId/actions/generateリソースに対して POST 要求を実行しま
す。

ライフサイクル管理される納入商品を変更する
新しい Change Asset Input リクエストボディを指定し
て、/asset/management/assets/assetId/actions/change に対して POST 要求を実行します。

ライフサイクル管理される納入商品をキャンセルする
新しい Cancel Asset Input リクエストボディを指定し
て、/asset-management/assets/assetId/actions/cancel に対して POST 要求を実行します。

ファイル
Adobe Flash 表示のサポート終了

/connect/files/fileId/renditionリソースは Adobe Flash 変換を作成したり、Adobe Flash 変換を返した
りしなくなりました。/connect/files/fileId/previews/previewFormat リソースを使用して SVG 変
換を取得します。

通知
完全な本文とタイトルが表示された 1 つの通知を取得する

新しい trimMessages パラメータを false に設定して、/connect/notifications/notificationId

リソースに対して GET 要求を実行します。
完全な本文とタイトルが表示された通知を取得する

新しい trimMessages パラメータを false に設定して、/connect/notifications リソースに対して
GET 要求を実行します。
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非公開接続
接続種別の範囲設定された着信ネットワークトポロジを取得する

新しい scope パラメータを Region に設定し
て、/network-connection/inbound/connection-types/connectionType/topologiesリソースに
対して GET 要求を実行します。

接続種別の範囲設定された発信ネットワークトポロジを取得する
新しい scope パラメータを Region に設定し
て、/network-connection/outbound/connection-types/connectionType/topologies リソース
に対して GET 要求を実行します。

クイックテキスト
クイックテキストの本文を取得する

新規 /connect/quicktextbody リソースに対して GET 要求を実行します。

Salesforce アンケート
アンケートへの招待をメールで送信する

新しい Survey Email Input リクエストボディを使用して、新しい
/connect/surveys/surveyId/send-invitation-emails リソースに対して POST 要求を実行します。

新規および変更された Connect 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。

Lightning の B2B Commerce

Cart Messages Visibility 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。
• visibility  — カートメッセージを参照可能としてマークするか (true)、否か (false) を指定します。

Cart to Wishlist 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。
• wishlistId  — カートの商品をコピーするウィッシュリストの ID。

Distinct Value Refinement 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。
• attributeType  — 属性型を検索します。値は次のとおりです。

– Custom

– ProductAttribute  (パイロット)

– Standard

Facetable Attribute 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。
• type  — このプロパティで ProductAttribute  (パイロット) 値がサポートされるようになりました。
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Wishlist Update 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。
• name  — 更新するウィッシュリスト名。

顧客納入商品ライフサイクル管理
Asset Action 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。
• actionDate  — 変更の実施日。
• amount  — 納入商品アクションによる金額の変更。
• category  — レポートの納入商品アクションカテゴリ。
• mrrChange  — 納入商品アクションによる月間経常収益の変更。
• quantityChange  — 納入商品アクションによる数量の変更。

Asset Action Source 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。
• actualTax  — 実効税額。
• adjustmentAmount  — 調整額。
• endDate  — 終了日。
• estimatedTax  — 予想税額。
• externalReference  — 納入商品アクションの原因となった外部オブジェクトのデータソース。
• externalReferenceDataSource  — 納入商品アクションの原因となった外部オブジェクトのデータ

ソース。
• productAmount  — 商品金額。
• quantity  — 数量。
• referenceEntityItem  — 納入商品アクションの原因となった Salesforce オブジェクトの ID。サポート

される Salesforce オブジェクト: 注文商品および作業指示品目。
• startDate  — 開始日。
• transactionDate  — 納入商品アクションに関連するトランザクションの日付。

Asset State Period 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。
• amount  — 納入商品状態期間によって定義される時間に割り当てられた収益額。
• endDate  — 納入商品状態期間のサービス終了日。
• mrr  — 納入商品状態期間によって定義される時間の月間経常収益。
• quantity  — 納入商品状態期間中の納入商品の数量。
• startDate  — 納入商品状態期間のサービス開始日。

Cancel Asset 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。
• assetAction  — キャンセルの原因となった納入商品アクション。
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• assetActionSources  — 納入商品アクションソースのリスト。
• assetId  — キャンセルされた納入商品の ID。
• assetStatePeriod  — キャンセルされた納入商品の最新の納入商品状態期間。

Change Asset 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。
• assetAction  — 納入商品に対する変更の原因となったアクション。
• assetActionSources  — 納入商品アクションソースのリスト。
• assetId  — アクションの結果として変更された納入商品。
• assetStatePeriod  — 変更納入商品コールによる影響を受ける納入商品状態期間のリスト。

Generate Asset 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。
• accountId  — 納入商品の親取引先。
• assetAction  — 納入商品を作成する納入商品アクション。
• assetActionSources  — 納入商品アクションソースのリスト。
• assetName  — 新しい納入商品の名前。
• assetStatePeriods  — 生成納入商品コールによる影響を受ける納入商品状態期間のリスト。
• currencyIsoCode  — ライフサイクル管理される納入商品レコードに関連付けられている 3 文字の ISO

4217 通貨コード。
• productId  — 納入商品の親商品の ID。

Salesforce 注文管理
Order Summary 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。
• name  — OrderSummary に割り当てる OrderNumber。
• status  — OrderSummary に割り当てる状況。

Salesforce アンケート
Survey Email 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。
• allowGuestUserResponse  — Salesforce アカウントを持っていない参加者が回答できるようにします。
• allowParticipantsAccessTheirResponse  — 参加者がアンケートを送信した後に自分の回答を参照

できるようにします。
• associateRecordsWithRecipients  — 受信者のアンケートへの招待に関連付ける必要がある別のレ

コードに各受信者を対応付けます。
• body  — メールの内容。メールテンプレートを指定しない場合のメールの内容を指定します。
• collectAnonymousResponse  — 参加者が匿名で回答できるようにします。
• communityId  — 組織外のユーザのアンケートを開くために使用されるコミュニティの ID。
• emailTemplateId  — アンケートへの招待の送信に使用されるメールテンプレートの ID。
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• fromEmailAddress  — ユーザのメール ID またはユーザのプロファイルに関連付けられた組織の共有
メールアドレス。

• invitationExpirationDate  — アンケートへの招待が期限切れになる日付。
• invitationOwner  — アンケートへの招待レコードの所有者の ID。
• isPersonalInvitation  — 参加者ごとに一意のアンケートを作成します。参加者が個人招待を使用し

て回答すると、回答レコードは参加者の Salesforce レコードに関連付けられます。
• recipientEngagementContexts  — アンケートへの招待が送信される基準となるコンテキストに各受

信者を対応付けます。
• recipients  — アンケートへの招待をメールで送信する対象のリード、取引先責任者、またはユーザ

の最大 300 個の ID のリスト。
• shareInvitationsWith  — アンケートへの招待レコードを共有する必要があるユーザの ID。招待レ

コードは参照アクセス権で共有されます。
• subject  — メールの件名。メールテンプレートを指定しない場合の件名を指定します。
• surveyQuestionIds  — メールに組み込まれる質問の ID。

Survey Recipient Survey Subjects 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。
• associateRecordIds  — 関連するレコードの ID。
• recipientId  — レコードを関連付ける招待の参加者 ID。

Survey Recipient Engagement Context 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。
• recipientEngagementContext  — 受信者用に生成された招待に関連付けられている追加パラメータ

の対応付け。
• recipientId  — 受信者の ID。

新規および変更された Connect 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。

Lightning の B2B Commerce

Cart Item

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。
• totalAdjustmentAmount—品目の調整額合計。
• unitAdjustedPrice—品目の単価 (調整後)。
• unitAdjustmentAmount—品目の単価に対して行われた調整。

Cart Messages 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。
• totalLineItemsWithErrors  — Cart Item Result の場合、カート品目にエラーがなければ null、カート

品目にエラーがあれば 1。Cart Summary の場合、エラーが含まれる商品品目の総数。
Cart Messages Visibility Result

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
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• visibility  — カートメッセージを参照可能に設定するか (true)、否か (false) を指定します。
Cart Product Attribute (パイロット)

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• label  — 属性の表示ラベルまたは表示名。
• sequence  — 属性セット内の属性の順序。
• value  — 属性の表示値。

Cart Product 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。
• variationAttributes  (パイロット) — 商品に関連付けられているバリエーション属性。

Cart Summary

このレスポンスボディには、次の新規追加および変更されたプロパティがあります。
• purchaseOrderNumber  — カートの購入注文。
• status  — このプロパティで pendingDelete 値がサポートされるようになりました。

Cart to Wishlist Result

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。
• productsAddedCount  — カートからウィッシュリストにコピーされた商品の数。
• wishlistId  — カートの商品がコピーされたウィッシュリストの ID。

Distinct Value Search Facet

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。
• attributeType  — このプロパティで ProductAttribute  (パイロット) 値がサポートされるようにな

りました。
Facetable Attribute

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。
• type  — このプロパティで ProductAttribute  (パイロット) 値がサポートされるようになりました。

Product Attribute Info (パイロット)

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• allowableValues  — 属性に使用可能な値。
• apiName  — 属性の API 参照名。
• availableValues  — 商品に使用可能な属性値。
• fieldEnumOrId  — カスタム項目の項目 ID または標準項目の列挙値。
• label  — 属性の表示ラベル。
• objectName  — 項目を含むオブジェクトの名前。
• sequence  — 属性セット内の属性の順序。

Product Attribute Selection Info (パイロット)

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• apiName  — 属性の API 参照名。
• label  — 属性の表示ラベル。
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• sequence  — 属性セット内の属性の順序。
• value  — 属性の表示値。

Product Attribute Set (パイロット)

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• attributes  — 属性セットのメンバーである属性のマップ。
• developerName  — 属性セットの名前。
• id  — 商品属性セットを表す商品属性レコードの ID。

Product Attribute Set Info (パイロット)

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• attributeInfo  — 属性メタデータに対する属性項目の API 参照名のマップ。
• description  — 属性セットの説明。
• developerName  — 属性セットの API 参照名。
• id  — 属性セットの ID。
• masterLabel  — 属性セットのマスタ表示ラベル。
• sequence  — 商品に関する属性セットの順序。

Product Attribute Set Summary (パイロット)

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• apiName  — 属性セットの API 参照名。
• attributes  — 属性セット内の属性のリスト。
• label  — 属性セットの表示ラベル。

Product Attribute Summary (パイロット)

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• apiName  — 属性の API 参照名。
• label  — 属性の表示ラベル。
• sequence  — 属性セット内の属性の順序。
• value  — 属性の表示値。

Product Attributes to Product Entry (パイロット)

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• canonicalKey  — 属性セット内の属性の連番に基づき、(_) を使用して連結された属性 API 値。
• productId  — 属性を選択するためのバリエーション商品 ID。
• selectedAttributes  — 商品 ID に対応付けるキーを形成するために使用できる属性値とメタデータの

順序付きリスト。
Product 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。
• attributeSetInfo  (パイロット) — メタデータに対する属性セット API 参照名のマップ。
• productClass  (パイロット) — 商品のクラス。値は次のとおりです。

– Simple

681

開発者向けの新規および変更された項目Salesforce Winter '21 リリースノート



– Variation

– VariationParent

• variationAttributeSet  (パイロット) — 商品に関連付けられているバリエーション属性セット。
• variationInfo  (パイロット) — バリエーション属性に使用可能な値、および属性値の組み合わせから

バリエーション商品 ID を解決するためのマップ。
• variationParentId  (パイロット) — バリエーションの親の ID。

Product 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。
• productClass  (パイロット) — 商品のクラス。値は次のとおりです。

– Simple

– Variation

– VariationParent

• variationAttributeSet  (パイロット) — 商品に関連付けられているバリエーション属性セット。
Product Variation Info (パイロット)

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• attributesToProductMappings  — バリエーション商品 ID に対する属性値の組み合わせのマップ。
• variantAttributeInfo  — 商品属性情報に対する項目 API 参照名のマップ。

Searchable Attribute

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。
• type  — このプロパティで ProductAttribute  (パイロット) 値がサポートされるようになりました。

CMS 管理コンテンツ
Managed Content Channel

このレスポンスボディには、次の新規追加および変更されたプロパティがあります。
• channelType  — このプロパティで PublicUnauthenticated値がサポートされるようになりました。
• domainId  — チャネルに割り当てられたドメインの ID。
• domainName  — チャネルに割り当てられたドメインの名前。
• isDomainLocked  — ドメインがロックされ、変更できなくなっているか (true)、否か (false) を示し

ます。
Managed Content Version

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。
• unauthenticatedUrl—認証されていない配信 URL。

顧客納入商品ライフサイクル管理
Asset Action Output

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  — 納入商品アクションの ID。
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Asset Action Source Output

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  — 納入商品アクションソースの ID。
• referenceId  — 納入商品アクションの原因となった Salesforce エンティティまたは外部エンティティの

ID。
Asset Output

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  — 納入商品の ID。

Asset State Period Output

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  — 納入商品状態期間の ID。

Asset Result Output

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。
• asset  — API がコールされた納入商品の ID。
• assetAction  — API コールの結果として作成された納入商品アクションの ID。
• assetActionSources  — 納入商品アクションソース。
• assetStatePeriods  — 納入商品状態期間。

管理トピック
Topic Images

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。
• coverImageUrl  — バージョン 50.0 でアップロードされた主要トピックとナビゲーショントピックの画

像はアセットファイルとして保存されます。バージョン 49.0 以前でアップロードされた画像はドキュメ
ントとして保存されます。この保存の変更により、URL も変更されます。

• featuredImageUrl  — バージョン 50.0 でアップロードされた主要トピックとナビゲーショントピック
の画像はアセットファイルとして保存されます。バージョン 49.0 以前でアップロードされた画像はド
キュメントとして保存されます。この保存の変更により、URL も変更されます。

通知
Notification

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。
• targetPageRef  — 通知対象のページ参照。

パーソナライズ
Formula Scope

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。
• contextValues—範囲のコンテキスト値の対応付け。
• fields  — 範囲の項目のリスト。
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• formula—範囲の数式。
Target

このレスポンスボディには、次の新規追加および変更されたプロパティがあります。
• formulaScope  — 対象の数式範囲。
• scope  — このプロパティはバージョン 50.0 以降では返されません。代わりに、formulaScope でこの

情報が返されます。

クイックテキスト
Quick Text Preview Body

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。
• contextType  — クイックテキストのコンテキスト。値は Preview です。
• parts  — クイックテキストボディのパート。

Quick Text Preview Body Part

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
• type  — クイックテキストボディパートの種別。値は次のとおりです。
• value  — クイックテキストボディパートの値。

Quick Text Runtime Body

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。
• contextType  — クイックテキストのコンテキスト。値は Runtime です。
• quickTextBody—クイックテキストのボディ。

Salesforce アンケート
Survey Email

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。
• errorcode  — 失敗した通話のエラーコード。
• errorMessage  — 通話が失敗した理由を説明する詳細。
• status  — 通話の状況。使用できる値は、Queued、Failed です。

Einstein Analytics REST API

Einstein Analytics REST API を使用して、組み込みアプリケーションの自動インストール要求を作成、更新、取得し
ます。複製データセットをカテゴリで照会し、新しい Salesforce データを作成します。個々のデータフロージョ
ブの詳細なノードデータを取得します。

このセクションの内容:

新規および変更された Einstein Analytics 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 Einstein Analytics 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。
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新規および変更された Einstein Analytics 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 Einstein Analytics 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。
自動インストール要求を取得する

新規 /wave/auto-install-requests リソースに対して GET 要求を実行します。複数の要求パラメータ
を使用して、結果を絞り込むことができます。

フォルダまたはテンプレートのすべての自動インストール要求を削除する
folderIdまたは templateApiName要求パラメータを指定して、新規 /wave/auto-install-requests

リソースに対して DELETE 要求を実行します。
自動インストール要求を作成する

AutoInstallInput リクエストボディを指定して、新規 /wave/auto-install-requests リソースに対して
POST 要求を実行します。

自動インストール要求を取得する
新規 /wave/auto-install-requests/autoInstallRequestId リソースに対して GET 要求を実行しま
す。

自動インストール要求を削除する
新規 /wave/auto-install-requests/autoInstallRequestId リソースに対して DELETE 要求を実行し
ます。

自動インストール要求を更新する
AutoInstallInput リクエストボディを指定して、新規
/wave/auto-install-requests/autoInstallRequestIdリソースに対して PATCH 要求を実行します。

データフロージョブのノードを取得する
新規 /wave/dataflowjobs/dataflowjobid ノードリソースに対して GET 要求を実行します。

データフロージョブのノードを取得する
新規 /wave/dataflowjobs/dataflowjobid/nodes/nodeId リソースに対して GET 要求を実行します。

Salesforce データセットを作成する
/wave/datasets リソースに対して POST 要求を実行します。

データセット種別ごとに Salesforce データセットを取得する
新しい datasetTypes要求パラメータを指定して、/wave/datasetsリソースに対して GET 要求を実行し
ます。

カテゴリごとに接続されたデータセットを取得する
新しい category 要求パラメータを指定して、/wave/replicatedDatasets 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 Einstein Analytics 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。
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Auto Install App Configuration Input (AutoInstallAppConfigurationInputRepresentation)

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。
• autoShareWithLicensedUsers  - Einstein Analytics アプリケーションが、AnalyticsViewOnlyEmbeddedApp 権

限セットが割り当てられているユーザと自動的に共有されるか (true)、否か (false) を示します。
• autoShareWithOriginator  - Einstein Analytics アプリケーションが、自動インストール要求を開始した

ユーザと自動的に共有されるか (true)、否か (false) を示します。
• deleteAppOnConstructionFailure  - WaveAppCreate 要求でエラーが発生したときに Einstein Analytics ア

プリケーションが削除されるか (true)、否か (false) を示します。
• failOnDuplicateName  - 同じ API 参照名の別のアセットが存在するときに Einstein Analytics アプリケー

ションの作成に失敗するか (true)、否か (false) を示します。
• values  - Einstein Analytics アプリケーションの作成または更新に使用するアプリケーションテンプレート

変数値の対応付け。
Auto Install Configuration Input (AutoInstallConfigurationInputRepresentation)

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。
• appConfiguration  - Einstein Analytics アプリケーションの作成または更新に使用する設定。
• parentRequestIds  - この要求が連動する親自動インストール要求 ID のコレクション。

Auto Install Request Insert Input (AutoInstallRequestInsertInputRepresentation)

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。
• configuration  - 自動インストール要求設定。
• folderId  - Einstein Analytics アプリケーションフォルダ ID。
• requestName  - 自動インストール要求の名前。
• requestType  - 自動インストール要求種別。有効な値は、OrgCompatibilityCheck、StartDataflow、

WaveAppCreate、WaveAppDelete、WaveAppUpdate、WaveEnable です。
• templateApiName  - Einstein Analytics テンプレート API 参照名または ID。

Auto Install Request Update Input (AutoInstallRequestUpdateInputRepresentation)

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。
• requestLog  - 自動インストール要求の要求ログ。この属性を使用して、自動インストール要求がキャ

ンセルされた理由についてコメントします。
Base Auto Install Request Input (BaseAutoInstallRequestInputRepresentation)

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。
• requestStatus  - 自動インストール要求の現在の状況。有効な値は、AppInProgress、Cancelled、

Enqueued、Failed、InProgress、New、Success です。
Component Widget Parameters Input (ComponentWidgetParametersInputRepresentation)

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。
• pageName  - コンポーネントのデフォルトページ。

Data Connector Input (DataConnectorInputRepresentation)

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。
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• targetConnector  - 現在の接続元コネクタに関連付けられている接続先コネクタ。
Dataset Input (DatasetInputRepresentation)

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。
• datasetType  - データセットの種別。有効な値は、Default、Live、Trended です。
• liveConnection  - ライブデータセットの接続の詳細。

Inherit Widget Parameters Input (InheritWidgetParametersInputRepresentation)

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。
• step  - ウィジェットのステップ名。

Lens Step Input (LensStepInputRepresentation)

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。
• source  - ステップのレンズアセット接続元。

Live Connection Input (LiveConnectionInputRepresentation)

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。
• connectionName  - 接続の API 参照名。
• sourceObjectName  - 接続の接続元オブジェクト名。

Table Widget Parameters Input (TableWidgetParametersInputRepresentation)

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。
• collapsible  - テーブルが折りたたみ可能か (true)、否か (false) を示します。
• numberOfFrozenColumns  - テーブルの固定列の数。

新規および変更された Einstein Analytics 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。
Auto Install App Configuration (AutoInstallAppConfigurationRepresentation)

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。
• autoShareWithLicensedUsers  - Einstein Analytics アプリケーションが、AnalyticsViewOnlyEmbeddedApp 権

限セットが割り当てられているユーザと自動的に共有されるか (true)、否か (false) を示します。
• autoShareWithOriginator  - Einstein Analytics アプリケーションが、自動インストール要求を開始した

ユーザと自動的に共有されるか (true)、否か (false) を示します。
• deleteAppOnConstructionFailure  - WaveAppCreate 要求でエラーが発生したときに Einstein Analytics ア

プリケーションが削除されるか (true)、否か (false) を示します。
• failOnDuplicateName  - 同じ API 参照名の別のアセットが存在するときに Einstein Analytics アプリケー

ションの作成に失敗するか (true)、否か (false) を示します。
• values  - Einstein Analytics アプリケーションの作成または更新に使用するアプリケーションテンプレート

変数値の対応付け。
Auto Install Configuration (AutoInstallConfigurationRepresentation)

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
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• appConfiguration  - Einstein Analytics アプリケーションの作成または更新に使用する設定。
• parentRequestIds  - この要求が連動する親自動インストール要求 ID のコレクション。

Auto Install Request Collection Representation (AutoInstallRequestCollectionRepresentation)

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。
• requests  - 自動インストール要求のリスト。

Auto Install Request Representation (AutoInstallRequestRepresentation)

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。
• appFromRequest  - この自動インストール要求に関連付けられている Einstein Analytics アプリケーション。
• configuration  - この自動インストール要求の設定属性。
• createdBy  - この自動インストール要求を作成したユーザ。
• createdDate  - この自動インストール要求が作成された日時。
• failedReason  - この自動インストール要求が失敗した理由 (該当する場合)。有効な値は、

AppConstructionFailure、AppCreateFailure、AppUpdateFailure、CancelFailed、
DeleteFailed、DependencyCancelled、DependencyFailure、FailedOther、FailedToEnqueue、
OrganizationIncompatible、RequestCancelled、RetriesExhausted、WaveDisabled です。

• folderId  - この自動インストール要求の Einstein Analytics アプリケーションの 18 文字の ID。
• folderLabel  - この自動インストール要求の Einstein Analytics アプリケーションのフォルダの表示ラベ

ル。
• id  - この自動インストール要求の 18 文字の ID。
• lastModifiedBy  - この自動インストール要求を最後に変更したユーザ。
• lastModifiedDate  - この自動インストール要求が最後に変更された日時。
• parentRequests  - この要求が連動する自動インストール要求のコレクション。
• requestLog  - この自動インストール要求の要求ログ。
• requestName  - この自動インストール要求の名前。
• requestStatus  - この自動インストール要求の現在の状況。有効な値は、AppInProgress、Cancelled、

Enqueued、Failed、InProgress、New、Success です。
• requestTemplate  - Einstein Analytics アプリケーションの作成または更新に使用する Einstein Analytics テン

プレート。
• requestType  - 自動インストール要求種別。有効な値は、OrgCompatibilityCheck、StartDataflow、

WaveAppCreate、WaveAppDelete、WaveAppUpdate、WaveEnable です。
• templateApiName  - Einstein Analytics テンプレート API 参照名または ID。
• templateVersion  - Einstein Analytics テンプレートのバージョン。
• url  - 自動インストール要求の URL。

Component Widget Parameters (ComponentWidgetParametersRepresentation)

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。
• pageName  - コンポーネントのデフォルトページ。
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Data Connector (DataConnectorRepresentation)

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。
• targetConnector  - 現在の接続元コネクタに関連付けられている対象コネクタ。

Dataflow (DataflowRepresentation)

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。
• definition  - データフローノードの表現。

Dataflow Job (DataflowJobRepresentation)

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。
• nodesUrl  - データフロージョブノードの URL。
• syncDataflows  - このデータフロージョブがトリガされたときに同期するデータフロー。

Dataflow Job Node Collection Representation (DataflowJobNodeCollectionRepresentation)

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。
• nodes  - データフロージョブノードのコレクション。
• url  - データフロージョブノードのコレクションの URL。

Dataflow Job Node Representation (DataflowJobNodeRepresentation)

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。
• duration  - データフロージョブノードの実行時間 (秒数)。
• errorLogUrl  - エラーログ blob の URL。
• inputRows  - データフロージョブノードの入力行数。
• message  - データフロージョブノードの情報メッセージまたはエラーメッセージ。
• nodeType  - データフロージョブノードのノード種別。有効な値は、Append、Augment、BinDigest、

ComputeExpression、ComputeRelative、CsvDigest、Dataset、DeleteRows、Delta、Digest、
Dim2Mea、Export、Filter、Flatten、IndexDim、Internal、Prediction、Register、
SfdcFetch、SliceDataset、SobjectDigest、Update です。

• outputRows  - データフロージョブノードの出力行数。
• startDate  - データフロージョブノードの開始日。
• status  - データフロージョブノードのランタイムの状況。有効な値は、Aborted、Error、Pending、

Running、Success、Warning です。
Dataset (DatasetRepresentation)

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。
• liveConnection  - データセットのライブ接続の詳細。

Inherit Widget Parameters (InheritWidgetParametersRepresentation)

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。
• step  - ウィジェットのステップ名。

Lens Step (LensStepRepresentation)

この新しいレスポンスボディには、次のプロパティがあります。
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• source  - ステップのアセットソース。
Live Connection (LiveConnectionRepresentation)

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。
• connectionLabel  - 接続の表示ラベル。
• connectionName  - 接続の API 参照名。
• sourceObjectName  - 接続の接続元オブジェクト名。

Node Row Count (NodeRowCountRepresentation)

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。
• failedCount  - ノードの失敗した行数。
• processedCount  - ノードの処理された行数。

Object Coverage (ObjectCoverageRepresentation)

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。
• unsupportedRecords  - 共有継承でサポートされていない特定のレコード。

Output Source (OutputSourceRepresentation)

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。
• inputRows  - Sync Out 操作の入力行数。
• isSyncOut  - オブジェクトが Sync Out 接続を表しているのか (true)、レシピ接続を表しているのか (false)

を示します。
• nextScheduledDate  - 出力元の次の実行スケジュール。
• outputRows  - Sync Out 操作の出力行数。

Recipe (RecipeRepresentation)

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。
• sourceRecipe  - 現在のレシピのアップコンバート先または復元元のレシピ。
• validationDetails  - データプレップレシピの検証の詳細。

Recipe Validation Detail (RecipeValidationDetailRepresentation)

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  - レシピの検証メッセージ。
• nodeName  - 検証の詳細で参照されるノード名。
• nodeType  - 検証の詳細で参照されるノード種別。
• severity  - 検証の失敗の重要度。有効な値は、Error、Fatal、Warning です。
• validationAction  - ノードを修正するアクション。
• validationCode  - 検証コード。

Replicated Dataset (ReplicatedDatasetRepresentation)

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。
• outputSource  - この接続済みオブジェクトに設定されている出力元 (レシピまたは接続)。
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Table Widget Parameters (TableWidgetParametersRepresentation)

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。
• collapsible  - テーブルが折りたたみ可能か (true)、否か (false) を示します。
• numberOfFrozenColumns  - テーブルの固定列の数。

Unsupported Record Collection (UnsupportedRecordCollectionRepresentation)

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。
• count  - 共有継承でカバーされないオブジェクトの数。この値は、値の配列の長さと一致しない場合も

あります。
• values  - 共有継承でカバーされないオブジェクトのコレクション。API の制限により、このコレクショ

ンはその数よりも少なくなる場合があります。
Unsupported Record (UnsupportedRecordRepresentation)

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  - レコード ID。

XMD Dimension (XmdDimensionRepresentation)

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。
• defaultAction  - ディメンションのデフォルトアクション。

ユーザインターフェース API

関連リストを操作したり、軽量なリソースを使用してレコードを作成およびコピーするためのデフォルト値を
取得したり、ユーザインターフェース API でより多くのオブジェクトを使用したりできます。
軽量なリソースを使用して、レコードを作成およびコピーするためのデフォルト値を取得する

ユーザがレコードを作成またはコピーできる UI を作成するには、まず、デフォルト値を取得する要求を実
行します。次の新しい軽量なリソースは、レイアウト情報を返さないため、返す項目を指定する必要があ
ります。
/ui-api/record-defaults/template/clone/{recordId}
/ui-api/record-defaults/template/create/{objectApiName}

新しいリソースは、各項目のレコードデータを取得してレイアウトおよびオブジェクト情報を返す次の既
存のリソースの軽量バージョンです。
/ui-api/record-defaults/clone/{recordId}
/ui-api/record-defaults/create/{objectApiName}

一連の関連リストのアクションを取得する
レコードの一連の関連リストのアクションを取得するには、次の新しいリソースを使用します。
/ui-api/actions/record/{recordId}/related-list/batch/{relatedListIds}

relatedListIdsは省略可能です。これを指定しないと、指定されたレコードのすべての関連リストのア
クションが応答に含まれます。
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以前は、一連の関連リストのアクションを取得するために、このリソースを使用していました。
/ui-api/actions/record/{recordId}/related-list/{relatedListIds}

API バージョン 50.0 以降、このリソースでは relatedListIds のリストがサポートされなくなり、1 つの
relatedListId のみがサポートされます。

親オブジェクトの関連リストを取得する
親オブジェクトの関連リストを取得するには、次の新しいリソースを使用します。
/ui-api/related-list-info/{parentObjectApiName}

関連リストのレコードデータを取得する
1 つの関連リストまたは一連の関連リストのレコードデータを取得するには、次の新しいリソースを使用し
ます。
/ui-api/related-list-records/{parentRecordId}/{relatedListId}
/ui-api/related-list-records/batch/{parentRecordId}/{relatedListIds}

関連リストのメタデータを取得または更新する
関連リストのメタデータを取得または更新するには、次の新しいリソースを使用します。
/ui-api/related-list-info/{parentObjectApiName}/{relatedListId}

一連の関連リストのメタデータを取得するには、次の新しいリソースを使用します。
/ui-api/related-list-info/batch/${parentObjectApiName}/${relatedListIds}

関連リストのレコード件数を取得する
1 つの関連リストまたは一連の関連リストのレコード件数を取得するには、次の新しいリソースを使用しま
す。
/ui-api/related-list-count/{parentRecordId}/{relatedListId}
/ui-api/related-list-count/batch/{parentRecordId}/{relatedListIds}

特定のナビゲーション項目を取得する (ベータ)

新しい navItemNamesパラメータを使用して、応答に含める特定のナビゲーション項目への応答を制限し
ます。名前は TabDefinition の名前です。
GET /ui-api/nav-items?navItemNames=accounts,tasks,approvals

サポートされるオブジェクト
大部分のユーザインターフェース API リソースで次のオブジェクトがサポートされます。リストビューリ
ソース、最後に使用した (MRU) リストビューリソース、関連リストリソースでは、より少ないオブジェク
トのセットがサポートされます (以降のセクションに記載)。
• ActionPlan

• AiVisitRecommendation

• AiVisitRecommendRequest

• AssessmentIndValue

• AssetWarranty

• DeliveryTask

• Examination
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• ExpenseReport

• ExpenseReportEntry

• IndividualApplication

• LoanApplicant

• LoanApplicantAddress

• LoanApplicantDeclaration

• LoanApplicantEmployment

• LoanApplicantIncome

• LoanApplicationAsset

• LoanApplicationFinancial

• LoanApplicationLiability

• LoanApplicationProperty

• LoanApplicationTitleHolder

• LoyaltyBenefit

• LoyaltyBenefitType

• LoyaltyLedger

• LoyaltyTierBenefit

• MessagingChannel

• MessagingEndUser

• MessagingSession

• MsgChannelLanguageKeyword

• OperatingHoursHoliday

• OpportunityParticipant

• OtherComponentTask

• PersonExamination

• PgmRebateTypBnftMapping

• PreliminaryApplicationRef

• ProductAttribute

• ProductAttributeSet

• ProductAttributeSetItem

• ProductAttributeSetProduct

• ProductServiceCampaign

• ProductTransfer

• ProductWarrantyTerm

• ProgramRebateType

• ProgramRebateTypeBenefit

• ProgramRebateTypeFilter

• ProgramRebateTypePayout

• ProgramRebateTypPayoutSrc

• RebateMemberProductAggregate
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• RebatePayment

• RebatePayoutAdjustment

• RebateProgram

• RebateProgramMember

• RebateProgramMemberPayout

• RebateProgramPayoutPeriod

• ReceivedDocument

• RegulatoryAuthority

• RegulatoryAuthorizationType

• RegulatoryCodeAssessmentInd

• RegulatoryCodeViolation

• ResidentialLoanApplication

• SetupAssistantStep

• ShiftPattern

• SignatureTask

• SignatureTaskLineItem

• TrainingCourseParticipant

• TransactionJournal

• TrnCourse

• ViolationEnforcementAction

• ViolationType

• WarrantyTerm

• WaveAutoInstallRequest

• WebStoreCatalog

リストビューリソースでサポートされるオブジェクト
• AiVisitRecommendation

• AiVisitRecommendRequest

• AssetWarranty

• DeliveryTask

• Examination

• ExpenseReport

• ExpenseReportEntry

• IndividualApplication

• LoyaltyBenefit

• LoyaltyBenefitType

• LoyaltyLedger

• LoyaltyTierBenefit

• MessagingChannel

• MessagingSession

• OperatingHoursHoliday
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• OpportunityParticipant

• PersonExamination

• PgmRebateTypBnftMapping

• PreliminaryApplicationRef

• ProductServiceCampaign

• ProductTransfer

• ProductWarrantyTerm

• ProgramRebateType

• ProgramRebateTypeFilter

• ProgramRebateTypeBenefit

• ProgramRebateTypePayout

• ProgramRebateTypPayoutSrc

• RebateMemberProductAggregate

• RebatePayment

• RebatePayoutAdjustment

• RebateProgram

• RebateProgramMember

• RebateProgramMemberPayout

• RebateProgramPayoutPeriod

• RegulatoryAuthority

• RegulatoryAuthorizationType

• RegulatoryCodeAssessmentInd

• RegulatoryCodeViolation

• ShiftPattern

• SignatureTask

• SignatureTaskLineItem

• TrainingCourseParticipant

• TransactionJournal

• TrnCourse

• ViolationEnforcementAction

• ViolationType

• WarrantyTerm

MRU リストビューリソースでサポートされるオブジェクト
• AiVisitRecommendation

• AiVisitRecommendRequest

• AssetWarranty

• DeliveryTask

• Examination

• ExpenseReport

• ExpenseReportEntry
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• IndividualApplication

• LoyaltyBenefit

• LoyaltyBenefitType

• LoyaltyLedger

• LoyaltyTierBenefit

• MessagingChannel

• MessagingSession

• OperatingHoursHoliday

• OpportunityParticipant

• PersonExamination

• PgmRebateTypBnftMapping

• PreliminaryApplicationRef

• ProductServiceCampaign

• ProductTransfer

• ProductWarrantyTerm

• ProgramRebateType

• ProgramRebateTypeBenefit

• ProgramRebateTypeFilter

• ProgramRebateTypePayout

• ProgramRebateTypPayoutSrc

• RebateMemberProductAggregate

• RebatePayment

• RebatePayoutAdjustment

• RebateProgram

• RebateProgramMember

• RebateProgramMemberPayout

• RebateProgramPayoutPeriod

• RegulatoryAuthority

• RegulatoryAuthorizationType

• RegulatoryCodeAssessmentInd

• RegulatoryCodeViolation

• ShiftPattern

• SignatureTask

• SignatureTaskLineItem

• TrainingCourseParticipant

• TransactionJournal

• TrnCourse

• ViolationEnforcementAction

• ViolationType

• WarrantyTerm
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関連リストリソースでサポートされるオブジェクト
• ActionPlanTemplateItem

• ActionPlanTemplateItemValue

• ActionPlanTemplateVersion

• AssessmentTask

• Asset

• AuthorizedInsuranceLine

• Claim

• ClaimCase

• ClaimItem

• ClaimParticipant

• ContactEncounterParticipant

• Contract

• ContractContactRole

• ContractLineItem

• CoverageType

• DistributorAuthorization

• Entitlement

• EntityMilestone

• Expense

• HealthcareProvider

• Individual

• InsuranceClaimAsset

• InsurancePolicyAsset

• InsurancePolicyCoverage

• InsurancePolicyParticipant

• JobProfile

• LoanApplicant

• LoanApplicantDeclaration

• LoanApplicantEmployment

• LoanApplicantIncome

• LoanApplicationAsset

• LoanApplicationFinancial

• LoanApplicationTitleHolder

• Location

• LoyaltyBenefit

• LoyaltyProgramMember

• LoyaltyProgramPartner

• LoyaltyTier

• LoyaltyTierGroup
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• MaintenanceAsset

• MaintenancePlan

• MessagingSession

• ProducerPolicyAssignment

• ProductCoverage

• ProductTransfer

• ProductWarrantyTerm

• ProgramRebateType

• ProgramRebateTypeBenefit

• ProgramRebateTypeFilter

• ProgramRebateTypePayout

• Quote

• QuoteDocument

• QuoteLineItem

• RebateMemberProductAggregate

• RebatePayoutAdjustment

• RebateProgramMember

• RebateProgramMemberPayout

• RebateProgramPayoutPeriod

• RecordsetFilterCriteria

• ResourceAbsence

• ResourcePreference

• RetailVisitKpi

• ReturnOrder

• ReturnOrderLineItem

• SalesAgreementProduct

• SalesAgreementProductSchedule

• ServiceAppointment

• ServiceContract

• ServiceCrewMember

• ServiceResource

• ServiceResourceSkill

• SkillRequirement

• SurveyResponse

• Tenant

• TimeSheet

• UsageEntitlement

• UsageEntitlementPeriod

• User

• Visitor
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• WorkOrder

• WorkOrderLineItem

• WorkPlanSelectionRule

• WorkPlanTemplate

• WorkStep

• WorkStepTemplate

Bulk API 2.0

次のコールは、API バージョン 50.0 で変更されました。
Bulk API 2.0 の物理削除操作を使用して、項目を完全に削除する

Bulk API 2.0 取得ジョブで hardDelete 操作がサポートされるようになりました。
ジョブの作成時にデフォルトの名前空間を指定する

Bulk API 2.0 で Sforce-Call-Options ヘッダーがサポートされるようになり、ジョブを作成するときにデ
フォルトの名前空間を指定できるようになりました。

Big Object からデータを取得する
Bulk API 2.0 クエリジョブで Salesforce Big Object がサポートされるようになりました。

Bulk API 2.0 クエリで要求された順序で列を返す
Bulk API 2.0 クエリは、アルファベット順ではなく、要求された順序で応答列を返すようになりました。一括
クエリを作成および監視するには、POST 要求と GET 要求に同じ API バージョンを使用する必要があります。
そうしないと、409 エラーが返されます。

Tooling API の新規オブジェクトと変更されたオブジェクト
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。

サービス
組み込みサービスのカスタムコンポーネントを作成する

EmbeddedServiceCustomComponent オブジェクトを使用します。このオブジェクトは、API バージョン 44.0 で導
入され、『Tooling API Developer Guide (Tooling API 開発者ガイド)』に追加されました。

組み込みサービスのフロー機能を有効にする
EmbeddedServiceFlow および EmbeddedServiceFlowConfig オブジェクトを使用します。これらのオブジェクトは、
API バージョン 45.0 で導入され、『Tooling API Developer Guide (Tooling API 開発者ガイド)』に追加されました。

組み込みサービスのチャネルメニューを設定する
EmbeddedServiceMenuSettings および EmbeddedServiceMenuItem オブジェクトを使用します。このオブジェクト
は、API バージョン 47.0 で導入され、『Tooling API Developer Guide (Tooling API 開発者ガイド)』に追加されました。

コミュニティ
ブランドセットまたはブランドセットプロパティに関するメタデータを取得する

BrandingSet および BrandingSetProperty オブジェクトは、API バージョン 40.0 で導入され、『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。
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カスタマイズ
フローを実行する API バージョンを指定する

Flow オブジェクトで ApiVersion 項目を使用します。詳細は、「個別のフローとプロセスの実行時動作の
変更を都合に合わせて採用する」 (ページ 511)を参照してください。

リリース更新に関する情報を取得する
新しい ReleaseUpdate オブジェクトを使用します。

開発
変更データキャプチャの強化された項目を管理する

新しい EnrichedField オブジェクトを使用して、強化された項目を照会、取得、削除します。
PlatformEventChannelMember の一部として強化された項目を追加します。

第二世代管理パッケージまたはロック解除済みパッケージの作成時にメタデータ検証をするために、スクラッ
チ組織の作成で使用するシェイプ (機能、設定、制限、ライセンス) を備える組織を指定する

Package2VersionCreateRequest オブジェクトで新しい SourceOrg項目を使用します。ソース組織は本番組織で
ある必要があります。

ロック解除済みパッケージおよび第二世代管理パッケージに関連するエラーについてのメール通知を受信する
ユーザを設定する

Package2 オブジェクトで新しい PackageErrorUsername 項目を使用します。
SourceMember オブジェクトが新しいエンティティを表しているのか、既存のエンティティの変更を表してい
るのかを判断する

SourceMember オブジェクトで新しい IsNewMember 項目を使用します。

メタデータ API

メタデータ API の型や項目が新規追加および変更されています。

Salesforce 全体
[設定] のカスタムオブジェクト詳細ページとレコード詳細ページの最上部に、関連リストのフロート表示リン
クを表示する

UserInterfaceSettings メタデータ型で enableRelatedListHovers 項目を使用します。
カスタムテーマの色をアプリケーション内ガイダンスに追加する

Prompt メタデータ型で themeColor および themeSaturation 項目を使用します。

Lightning Scheduler

カスタム Apex クラスをスケジュールポリシーを関連付けて、外部カレンダーでサービスリソースの対応可能
状況をチェックする

AppointmentSchedulingPolicy メタデータ型で新しい extCalEventHandler 項目を使用します。
1 時間を超える予定時間枠を定義する

AppointmentSchedulingPolicy メタデータ型で appointmentStartTimeInterval 項目の新しい値を使用しま
す。
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Salesforce Einstein

顧客の入力を会話データの一部としてログに記録するかどうかを定義する
Bot メタデータ型で新しい logPrivateConversationData 項目を使用します。API バージョン 48.0 で導入
されたこの項目は『メタデータ API 開発者ガイド』に追加されています。

ダイアログにシステム機能を割り当てる
BotVersion メタデータ型で新しい ConversationSystemDialog サブタイプを使用します。API バージョン
48.0 で導入されたこのサブタイプは『メタデータ API 開発者ガイド』に追加されています。

特定の言語に使用する言語プロバイダを定義する
既存の BotVersion メタデータ型で新しい nlpProviders 項目を使用します。API バージョン 49.0 で導入され
たこの項目は『メタデータ API 開発者ガイド』に追加されています。

会話の修復シナリオでのボットの動作を特定する
BotVariableOperation メタデータ型で新しい optionalCollect項目を使用します。API バージョン 48.0 で導入
されたこの項目は『メタデータ API 開発者ガイド』に追加されています。

会話の修復に修復試行を追加する
既存の BotVariableOperation メタデータ型で新しい retryMessages項目を使用します。API バージョン 48.0 で
導入されたこの項目は『メタデータ API 開発者ガイド』に追加されています。

ボットバージョンに割り当てられる言語または自然言語サービスを定義する
BotVersion メタデータ型で新しい ConversationDefinitionNlpProvider サブタイプを使用します。API

バージョン 49.0 で導入されたこのサブタイプは『メタデータ API 開発者ガイド』に追加されています。

営業
商談の [金額] および [完了予定日] 項目の変更の強調表示設定を管理する

OpportunitySettings メタデータ型で oppAmountDealMotionEnabled および
oppCloseDateDealMotionEnabled 項目を使用します。

Inbox モバイルアプリケーションを有効にし、Microsoft Intune を使用してデバイスおよびアプリケーションを
管理する

EmailIntegrationSettings メタデータ型で新しい enableInboxMobileIntune 項目を使用します。
Salesforce で行ったイベントの変更が Outlook および Gmail と同期しているかどうかを確認する。

EmailIntegrationSettings メタデータ型で新しい orgIsSyncingEventsOutbound 項目を使用します。

サービス
組み込みサービスチャット機能をカスタマイズする

EmbeddedServiceFlowConfig および EmbeddedServiceMenuSettings メタデータ型で新しい
embeddedServiceCustomizations 項目を使用します。

ナレッジの商品と機能への投票を有効にする
KnowledgeSettings メタデータ型で新しい votingEnabled 項目を使用します。

最適化サービスを有効にして Field Service のデータにアクセスする
FieldServiceSettings メタデータ型で新しい optimizationServiceAccess 項目を使用します。

ライブメッセージングの会話エントリへのアクセスを制限する
LiveMessageSettings メタデータ型で新しい enableCheckCEUserPerm 項目を使用します。
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分析
安全な画像共有およびダウンロードを有効にする

AnalyticsSettings メタデータ型で新しい enableSecureImageSharing 項目を使用します。
Analytics アセットのウォッチリスト機能を有効にする

AnalyticsSettings メタデータ型で新しい enableOrgHasWatchlistEnabled 項目を使用します。
Lightning Experience レポート機能を有効にして、レポートの作成時に自動的にカスタムレポートタイプ項目を
追加する

AnalyticsSettings メタデータ型で新しい enableReportCrtAutoAddPref 項目を使用します。
優先度ベースのデータフロー要求スケジュールを有効にする

AnalyticsSettings メタデータ型で新しい enableRequestPrioritySchdl 項目を使用します。
カスタム会計年度を有効にして、Salesforce から Analytics にカスタム会計年度の定義をインポートする。

AnalyticsSettings メタデータ型で新しい enableWaveCustomFiscal 項目を使用します。
複数値ディメンションインデックス付けを有効にする

AnalyticsSettings メタデータ型で新しい enableWaveIndexMVDim 項目を使用します。
Analytics アプリケーションが InProgress の状態でいられる最大時間を指定する

AnalyticsSettings メタデータ型で新しい maxHoursAppInProgress 項目を使用します。
Analytics の 1 年の終わりが決算期なのか年末なのかを指定する

AnalyticsSettings メタデータ型で新しい setWaveIsYearEndFiscalYear 項目を使用します。
削除: APU バージョン 50.0 で AnalyticsSettings メタデータ型から次の項目を削除

• analyticsCalendarApp

• canEnableLiveMetrics

• enableDataBlending

• inheritSharingForNonOpptyObjects

• inheritSharingForOpptyObject

コミュニティ
新しいナビゲーショントピックと主要トピックの画像を移行する

ContentAsset および ManagedTopics メタデータ型を使用します。API バージョン 49.0 以前でアップロードされた
管理トピックの画像の場合、Document および ManagedTopics メタデータ型を使用します。

Chatter

Chatter の質問からの通知を無効にする
ChatterEmailsMDSettings メタデータ型で新しい noQnOwnNotifyOnCaseCmt、noQnOwnNotifyOnRep、
noQnSubNotifyOnBestR、noQnSubNotifyOnRep 項目を使用します。

カスタマイズ
動作の変更: SharingSettings 型の enableSecureGuestAccess 項目は、設定した値に関係なく常に true

enableSecureGuestAccess の値の変更は、Salesforce には適用されません。
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削除: RecordPageSettings 型の enableDynamicForms 項目を削除
enableDynamicForms 項目は API バージョン 50.0 で削除されます。

外部データソースとして Isotope に接続する
ExternalDataSource メタデータ型で type 項目の新しい ContenHubIsotope 値を使用します。

カスタム権限の [ライセンスが必要です] オプションを確認する
Salesforce 管理パッケージを使用している場合、CustomPermission オブジェクトの参照のみの isLicensed 項
目は、カスタム権限で Salesforce ライセンスが必要かどうかを示します。

プロファイルのコピー時に、組織がアクセスできる権限のみが有効になるようにする
UserManagementSettings メタデータ型で新しい restrictedProfileCloning 項目を使用します。false の
場合、コピー元のプロファイル内の現在有効になっている一部の権限に組織がアクセスできなくても、そ
のすべての権限がコピー先のプロファイルでも有効になります。

Lightning フロー
フローを実行する API バージョンを指定する

Flow メタデータ型で apiVersion 項目を使用します。詳細は、「個別のフローとプロセスの実行時動作の
変更を都合に合わせて採用する」 (ページ 511)を参照してください。

テキストテンプレートフローリソースのテキストビュー設定を記憶する
Flow メタデータ型の FlowTextTemplate サブタイプで新しい isViewedAsPlainText 項目を使用します。

トリガレコードがトリガ更新前の条件を満たさず、$Record が条件を満たすようになった場合にのみ true と評
価するように、FlowDecision のルールを制限します。

Flow メタデータ型の FlowRule メタデータサブタイプで新しい doesRequireRecordChangedToMeetCriteria

項目を使用します。
レコードが指定された条件を満たさない状態から満たすように更新された場合にのみ、レコードトリガフロー
を実行する

Flow メタデータ型の FlowRule サブタイプで新しい doesRequireRecordChangedToMeetCriteria 項目を
使用します。詳細は、「特定の変更に対してのみ実行されるレコードトリガフローを使用してパフォーマ
ンスを向上」 (ページ 505)を参照してください。

「AND」および「OR」演算子を使用して検索条件ロジックを設定することで、フロークエリの結果を絞り込む
Flow メタデータ型の FlowRecordDelete、FlowRecordLookup、FlowRecordUpdate、FlowStart、FlowDynamicChoiceSet サ
ブタイプで新しい filterLogic 項目を使用します。

Sandbox 組織で別のユーザとしてフローエラーをデバッグする
FlowSettings メタデータ型で新しい canDebugFlowAsAnotherUser 項目を使用します。詳細は、「Sandbox

組織で別のユーザとしてフローエラーをデバッグする」 (ページ 499)を参照してください。
削除: EmailAdministrationSettings 型の sendEmailsEvenWhenAutomationUpdatesSameRecord 項目を削除

sendEmailsEvenWhenAutomationUpdatesSameRecord 項目は API バージョン 50.0 で削除されます。
削除: FlowSettings 型の enableInvocableFlowFixEnabled 項目を削除

enableInvocableFlowFixEnabled 項目は API バージョン 50.0 で削除されます。
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セキュリティと ID

Salesforce が ID プロバイダの場合に SAML 要求および応答を保護する
ConnectedApp メタデータ型で新しい samlSigningAlgoType 項目を使用します。

削除: CustomSites メタデータ型の requireInsecurePortalAccess 項目を削除
requireInsecurePortalAccess 項目は API バージョン 50.0 で削除されます。

特定の OAuth エンドポイントのクロスオリジンリソース共有 (CORS) を有効にする
SecuritySettings メタデータ型の SessionSettings メタデータサブタイプで新しい enableOauthCorsPolicy 項
目を使用します。

PEM 対応のユーザ認証証明書を表示および変更する
新しい UserAuthCertificate メタデータ型を使用します。

アクセス権が取り消された UserDevices からのログインを防止する
SecuritySettings メタデータ型の SessionSettings メタデータサブタイプで新しい enforceUserDeviceRevoked

項目を使用します。

開発
シミュレーションモードを有効にし、AppExchange の App Analytics を使用して、本番以外の環境からカスタム
インテグレーションをテストする

新しい AppAnalyticsSettings メタデータ型で新しい enableSimulationMode 項目を使用します。
Visualforce での連続する API ナビゲーションコールを禁止する

LightningExperienceSettings メタデータ型で新しい enableNoBackgroundNavigations 項目を使用します。
Lightning コンポーネントの安全な静的リソースの有効化

LightningExperienceSettings メタデータ型で新しい enableAuraSecStaticResCRUCPref項目を使用します。
この項目は、「Lightning コンポーネントの安全な静的リソースの有効化」リリース更新に関連します。

Customer 360 Audiences

Customer 360 Audiences メタデータ API を使用して、Customer 360 Audiences データストリーム、データレイク、
データモデルオブジェクトを変更または管理する。

新しい DataSource、DataStreamDefinition、MktDataTranObject メタデータ型をチェックして、変更の可能性を確認
します。

Quip: テンプレート管理、新しいユーザエンゲージメントテンプ
レート総計値、リレーションの対応付けライブアプリケーション
での Salesforce データ、条件設定済みリストビューなど

組み込み Quip 文書をテンプレートとしてマークします。Quip のテンプレートライブラリを使用してテンプレー
トの利用を促進します。ユーザエンゲージメントに関する詳細な総計値を取得して、ユーザの Quip テンプレー
ト使用状況を把握します。Quip 文書またはスプレッドシートにインラインのライブ Salesforce データメンション
を追加します。Salesforce と Quip のハイブリッドのリレーションの対応付けを作成します。
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このセクションの内容:

Quip Setup Starter 管理パッケージを使用した Quip for Customer 360 機能の発見
よく使用される Quip for Customer 360 機能を試してみるには、Quip Setup Starter 管理パッケージをインストール
します。Quip Setup Starter を使用することで、テンプレートの作成、Quip Lightning コンポーネントの設定、
オートメーションの設定などにかかる時間を節約できます。管理パッケージは、組織に影響を与えないよ
うに Sandbox にインストールすることも、本番 Salesforce 組織に直接インストールすることもできます。
Quip と Salesforce での Quip テンプレートの管理 (テンプレートライブラリ)

チームが使用する Quip 文書をテンプレートとして区別するには、文書をテンプレートとしてマークしま
す。オブジェクトに基づいて Salesforce にどの文書が組み込まれているかを確認し、組み込み文書をテンプ
レートに変換し、Quip のテンプレートライブラリからそれらの文書にアクセスします。
組み込み Quip テンプレートでの総計値を使用したユーザエンゲージメントに関するレポート
Quip 文書を使用しているユーザやコーチングが必要なユーザを把握します。レポートとダッシュボードを
使用して、ドキュメントやテンプレートでのユーザエンゲージメントのトレンドを理解します。総計値は
Salesforce レコードに関連付けられている文書とテンプレートで使用できます。
Quip 文書へのインラインの Salesforce レコード項目の追加 (データメンション)

Quip 文書、スプレッドシート、アカウントプランで、書式設定の邪魔にならないように Salesforce のライブ
データを追加します。インラインデータメンションを使用すれば、データは通常のテキストのように表示
されますが、Salesforce と同期しているため、最新の状態が保たれます。データメンションからレコード項
目を編集することもできます。そのため、Quip で Salesforce の作業を維持しやすくなります。
Salesforce ライブデータを使用した Quip でのリレーションの対応付けの作成
インポートした Salesforce レコードデータを使用してアカウントプラン内でリレーションの対応付けを作成
します。Salesforce 外部に存在する対応付けにデータを追加するには、カスタム Quip カードを作成します。
Salesforce レコード権限を使用したリンクされた Quip 文書へのアクセス権の決定
同期共有では、Salesforce レコードに関連付けられた Quip 文書へのアクセス権を管理するオプションがいく
つかあります。新しい [Salesforce レコードアクセス権] オプションでは、Salesforce レコードへのアクセス権を
持つユーザは、リンクされた Quip 文書に対して同じアクセス権を持ちます。セキュリティを損なうことな
く、リンクされた Quip 文書のアクセス権を組織レベルで設定できます。
Quip での Salesforce のライブデータの管理
ミラー化された Salesforce 権限を使用して Quip 内の Salesforce データを安全で動的な状態に保ち、ライブレ
ポート機能を無効にします。ミラー化された Salesforce 権限を有効にすると、Quip 内のユーザは Quip でも
Salesforce と同じ Salesforce データにのみアクセスできるようになります。
Salesforce への Quip 接続状況のテスト
Quip 状態チェックを使用して、Quip サイトと Salesforce 組織との接続に関する一連のテストを自動的に実行
します。Quip 状態チェックで問題が検出されると、その場で結果と接続を稼働させるための解決策が表示
されます。状態チェックは、Salesforce に対する Quip サイトの接続、または個々のユーザの Quip と Salesforce

の接続について実行できます。
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Quip での検索条件を使用した Salesforce リストビューのカスタマイズ
Quip で Salesforce リストライブアプリケーションを選定して、関心のあるレコードのみが表示されるように
します。Quip のカスタマイズ可能な検索条件を使用すると、ドキュメントに対する編集権限を持つユーザ
は、指定した項目に基づいてリストビューや関連リストを絞り込むことができます。関連リストが管理し
やすくなり、ユーザは時間が経つにつれて古くなったり関連性がなくなったりしたレコードを除外できま
す。
Quip for Customer 360 の設定、有効化プロセス、その他の機能強化の簡略化
Quip と Salesforce で Quip for Customer 360 エクスペリエンスが強化されました。
新しい Quip API を使用したカスタムオートメーションの作成
Quip API エンドポイントを使用して、ビジネスプロセスを自動化し、チームを連携させます。

Quip Setup Starter 管理パッケージを使用した Quip for Customer 360 機
能の発見
よく使用される Quip for Customer 360 機能を試してみるには、Quip Setup Starter 管理パッケージをインストールし
ます。Quip Setup Starter を使用することで、テンプレートの作成、Quip Lightning コンポーネントの設定、オート
メーションの設定などにかかる時間を節約できます。管理パッケージは、組織に影響を与えないように Sandbox

にインストールすることも、本番 Salesforce 組織に直接インストールすることもできます。
対象: この変更は、Professional Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning

Experience に適用されます。
対象ユーザ: Quip for Customer 360 プランまたは無料 Quip トライアルを使用する Salesforce 組織で使用できます。
理由: Salesforce 管理パッケージを使用して、Quip for Customer 360 で何ができるかを確認します。事前定義された
設定を使用するか、ビジネスニーズに合わせて自分で設定します。この管理パッケージでは、アカウントプラ
ンと商談ノートのテンプレートを作成し、それらを Salesforce レコードに組み込み、テンプレートからドキュメ
ントが作成されるタイミングを指定することができます。Quip Setup Starter では、すべての準備が整っているこ
とを確認するために Quip と Salesforce の接続もチェックされます。完了したら、Quip Setup Starter の設定を保持
することも、安全に削除して自分で最初から作成することもできます。
方法:
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Sandbox または本番組織に Quip Setup Starter 管理パッケージをダウンロードし、案内される手順に従います。

関連トピック:

動画「Quip Setup Starter Overview (Quip Setup Starter 概要)」

Quip と Salesforce での Quip テンプレートの管理 (テンプレートライ
ブラリ)
チームが使用する Quip 文書をテンプレートとして区別するには、文書をテンプレートとしてマークします。
オブジェクトに基づいて Salesforce にどの文書が組み込まれているかを確認し、組み込み文書をテンプレートに
変換し、Quip のテンプレートライブラリからそれらの文書にアクセスします。
対象: この変更は、Professional Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning

Experience に適用されます。
時期:テンプレートマネージャとテンプレート検証は、Sandbox プレビューまでに使用可能になります。文書を
テンプレートとしてマークすることと、非公開ギャラリーへのアクセスは、Web では 2020 年 10 月までに、デ
スクトップ Quip アプリケーションでは 2020 年 11 月前半までに可能になります。
対象ユーザ: Quip for Customer 360 プランまたは無料 Quip トライアルを使用する Salesforce 組織で使用できます。
理由: Quip でユーザのテンプレート利用を促進します。テンプレートとしてマークすることによって、Quip 文
書とテンプレートを区別しやすくなります。非公開ギャラリーを使用して、Quip 文書を簡単に管理できます。
方法: Quip テンプレートの次の機能の使用を開始しましょう。
• 文書をテンプレートとしてマーク

テンプレートとして使用される Quip 文書を簡単に見つけて使用するには、Quip から文書をテンプレートと
してマークします。また、テンプレートのロックを使用すれば、テンプレートが誤って編集されないよう
にしたり、テンプレートが使用できる状態であることを示すことができます。後で編集を行う場合は、ロッ
クを解除します。文書をテンプレートとしてマークした後に、他のユーザと共有するか、[自分が作成] 非
公開ギャラリーに保存します。ユーザとシステム管理者が文書をテンプレートとしてマークできます。文
書をテンプレートとしてマークした後にリセットすることはできません。

• テンプレートライブラリを使用した Quip テンプレートの管理
システム管理者とユーザが Quip でテンプレートを見つけやすく、作成しやすくなります。エンドユーザ
は、どこで作業するかを選択し、Quip のテンプレートから文書を作成できます。Quip テンプレートライブ
ラリでは、ユーザはテンプレートを作成して [自分が作成] ギャラリーや [自分と共有] ギャラリーなどの非
公開ギャラリーで共有したり、サンプルテンプレートを使用して作業を開始したりできます。

• テンプレートマネージャからの組み込み文書の表示
Quip 文書コンポーネントによってどの Quip 文書が Salesforce レコードに組み込まれているかを確認するに
は、[設定] の [Quip] ページでテンプレートマネージャに移動します。Salesforce で [設定] に移動して、[クイッ
ク検索] ボックスに「Quip」と入力します。テンプレートマネージャを見つけて、組み込み文書を確認する
オブジェクトを選択します。そこから、Quip で文書のプレビューを開き、テンプレートとしてマークする
ことができます。テンプレートとしてマークできるのは、Quip でフルアクセス権がある文書のみです。
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• Quip 文書コンポーネントからの Quip テンプレートの検証
Lightning アプリケーションビルダーで Quip 文書コンポーネントに追加された文書がテンプレートであるこ
と、リンクが共有されていること、その文書へのアクセス権があることを確認するには、[テンプレートを
検証]をクリックします。テンプレート検証によって、可能性のあるエラーのトラブルシューティングを行
う時間を節約し、新しい Quip 文書をテンプレートに変換することができます。

関連トピック:

Quip サポート: Getting Started with Templates (テンプレートの使用開始)
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組み込み Quip テンプレートでの総計値を使用したユーザエンゲージ
メントに関するレポート
Quip 文書を使用しているユーザやコーチングが必要なユーザを把握します。レポートとダッシュボードを使用
して、ドキュメントやテンプレートでのユーザエンゲージメントのトレンドを理解します。総計値は Salesforce

レコードに関連付けられている文書とテンプレートで使用できます。
対象: この変更は、Professional Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning

Experience に適用されます。
対象ユーザ: Quip for Customer 360 プランまたは無料 Quip トライアルを使用する Salesforce 組織で使用できます。
理由: Lightning ダッシュボードに新しい Quip ユーザエンゲージメント総計値を追加します。データを使用して、
うまく機能しているビジネスプロセスと再確認が必要なビジネスプロセスを判断します。Quip for Customer 360

のエンゲージメント総計値を使用すると、テンプレート利用状況を測定し、ユーザのニーズに合わせてテンプ
レート戦略を調整できます。
方法: [設定] で、[クイック検索] ボックスに「Quip」と入力します。[Quip for Customer 360 の利用状況に関する
データを収集] の下で[Quip 総計値を有効化]をクリックします。Quip エンゲージメント総計値を使用して Lightning

レポートとグラフを作成し、それらをダッシュボードに追加します。総計値データの更新には 48 時間かかり
ます。Quip エンゲージメントについてのレポートを作成するには、2 日以上前に総計値を有効にします。

Quip 文書へのインラインの Salesforce レコード項目の追加 (データメ
ンション)
Quip 文書、スプレッドシート、アカウントプランで、書式設定の邪魔にならないように Salesforce のライブデー
タを追加します。インラインデータメンションを使用すれば、データは通常のテキストのように表示されます
が、Salesforce と同期しているため、最新の状態が保たれます。データメンションからレコード項目を編集する
こともできます。そのため、Quip で Salesforce の作業を維持しやすくなります。
対象: この変更は、Professional Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning

Experience に適用されます。
時期: Quip 文書へのライブ Salesforce レコード項目の追加は、2020 年 10 月 31 日までに使用可能になります。
Salesforce Sandbox プレビューでは使用できません。
対象ユーザ: Quip for Customer 360 プランまたは無料 Quip トライアルを使用する Salesforce 組織で使用できます。
理由: アカウントプランを最新で取引先固有の状態に保ちます。営業担当は常に最新の情報を利用でき、Quip

と Salesforce のどちらから作業するかを選べます。ライブ Salesforce データメンションを使用することで、Quip と
Salesforce のハイブリッドエクスペリエンスを作成できます。それには、Quip で複数のソースからデータを取得
するカスタムスプレッドシートを作成し、項目レベルでライブ Salesforce データメンションを含めます。他の
チームとのコラボレーションは、相手チームが Salesforce を使用していない場合でも簡単に行うことができ、す
べてのデータを 1 か所にまとめることができます。
方法: ライブ Salesforce データメンションを設定するために、Quip では「Allow Salesforce Collaboration Object Access

(Salesforce コラボレーションオブジェクトアクセスを許可)」 C2C 権限セットが作成され、デフォルトで割り当
てられます。
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Quip 文書またはスプレッドシートで、ユーザは Salesforce レコードにメンションし、そのレコードのいずれかの
項目を選択できます。ユーザが Salesforce でアクセス権のある項目のみが表示され、追加できます。Quip 文書を
参照できるユーザは、その文書に追加されたライブ Salesforce メンションを参照できます。項目に対する編集ア
クセス権を持つユーザのみが、編集内容を Salesforce に同期できます。

Salesforce ライブデータを使用した Quip でのリレーションの対応付
けの作成
インポートした Salesforce レコードデータを使用してアカウントプラン内でリレーションの対応付けを作成しま
す。Salesforce 外部に存在する対応付けにデータを追加するには、カスタム Quip カードを作成します。
対象: この変更は、Professional Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning

Experience に適用されます。
時期:リレーションの対応付けへの Salesforce データの追加は、2020 年 10 月までに使用可能になります。Salesforce

Sandbox プレビューでは使用できません。
対象ユーザ: Quip for Customer 360 プランまたは無料 Quip トライアルを使用する Salesforce 組織で使用できます。
理由: 営業担当がカスタマイズ可能な Salesforce リレーションの対応付けを使用してアカウントプランニングを
把握できるようにします。Salesforce の取引先責任者レコードからカードを作成して主要な関係者を視覚化し、
Quip での編集内容を Salesforce に同期します。Salesforce の対応付けにカスタム Quip カードを追加して、Salesforce

内に存在しないデータや Salesforce に属していないデータを整理します。対応付けの Salesforce データは最新の状
態に保たれるため、チームは常に同期していて、コラボレーションが妨げられません。
方法: Quip 文書で「@リレーションの対応付け」と入力します。Salesforce データを Quip のカスタム対応付けに追
加するには、Map Builder に移動し、[Salesforce からインポート] をクリックします。インポートするレコードを
選択して、[インポート] をクリックします。
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Salesforce レコード権限を使用したリンクされた Quip 文書へのアク
セス権の決定
同期共有では、Salesforce レコードに関連付けられた Quip 文書へのアクセス権を管理するオプションがいくつか
あります。新しい [Salesforce レコードアクセス権] オプションでは、Salesforce レコードへのアクセス権を持つ
ユーザは、リンクされた Quip 文書に対して同じアクセス権を持ちます。セキュリティを損なうことなく、リ
ンクされた Quip 文書のアクセス権を組織レベルで設定できます。
対象: この変更は、Professional Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning

Experience に適用されます。
対象ユーザ: Quip for Customer 360 プランまたは無料 Quip トライアルを使用する Salesforce 組織で使用できます。
理由: 同期共有の [Salesforce レコードアクセス権] オプションを使用すると、リンクされた Quip 文書のアクセス
権を Salesforce レコードの権限と一致させることができます。それによって、組織レベルで文書へのアクセス権
を設定する時間を節約し、組織のデータや情報のセキュリティを確保できます。

文書へのアクセスをさらに詳細に管理するために、同期共有文書のメンバーシップを制限できるようになりま
した。同期共有によって文書に追加されたユーザは、永続的な文書メンバーにはなりません。同期共有のアク
セスレベルが変更されると、文書へのアクセス権も変更されます。ユーザがレコードへのアクセス権を失った
場合は、リンクされている Quip 文書へのアクセス権も失います。

同期共有が有効になっていることをユーザが確認できるようになりました。ユーザが自分の文書がレコードメ
ンバーと共有されることを把握できるように、ユーザが非公開の文書を Salesforce レコードにリンクしようとす
ると通知されます。また、ユーザはリンクされた自分の文書に対するレコードメンバーのアクセスレベルを
[共有] ボタンから確認できます。

711

Salesforce レコード権限を使用したリンクされた Quip 文
書へのアクセス権の決定

Salesforce Winter '21 リリースノート



Quip での Salesforce のライブデータの管理
ミラー化された Salesforce 権限を使用して Quip 内の Salesforce データを安全で動的な状態に保ち、ライブレポー
ト機能を無効にします。ミラー化された Salesforce 権限を有効にすると、Quip 内のユーザは Quip でも Salesforce

と同じ Salesforce データにのみアクセスできるようになります。
対象: この変更は、Professional Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning

Experience に適用されます。
対象ユーザ: Quip for Customer 360 プランまたは無料 Quip トライアルを使用する Salesforce 組織で使用できます。
理由: ミラー化された Salesforce 権限を使用することで、Quip での Salesforce アクセスがシンプルになります。コ
ラボレーションを妨げずに Quip で Salesforce の機密データの安全性を保つことができます。Quip でユーザに表
示されるデータは、そのユーザが Salesforce でアクセスできるデータのみになるため、プライバシーについて心
配することなく共有やコラボレーションを行いやすくなります。
方法: Quip 管理コンソールで、ミラー化された Salesforce 権限を有効にします。

Salesforce への Quip 接続状況のテスト
Quip 状態チェックを使用して、Quip サイトと Salesforce 組織との接続に関する一連のテストを自動的に実行しま
す。Quip 状態チェックで問題が検出されると、その場で結果と接続を稼働させるための解決策が表示されま
す。状態チェックは、Salesforce に対する Quip サイトの接続、または個々のユーザの Quip と Salesforce の接続に
ついて実行できます。
対象: この変更は、Professional Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning

Experience に適用されます。
対象ユーザ: Quip for Customer 360 プランまたは無料 Quip トライアルを使用する Salesforce 組織で使用できます。
方法: Quip 管理コンソールで [設定] に移動し、[Salesforce] を選択します。[接続された Salesforce 組織] で、[Test

Connection Health (接続状況をテスト)] をクリックします。
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Quip での検索条件を使用した Salesforce リストビューのカスタマイ
ズ
Quip で Salesforce リストライブアプリケーションを選定して、関心のあるレコードのみが表示されるようにしま
す。Quip のカスタマイズ可能な検索条件を使用すると、ドキュメントに対する編集権限を持つユーザは、指定
した項目に基づいてリストビューや関連リストを絞り込むことができます。関連リストが管理しやすくなり、
ユーザは時間が経つにつれて古くなったり関連性がなくなったりしたレコードを除外できます。
対象: この変更は、Professional Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning

Experience に適用されます。
時期: 2020 年 10 月下旬までに Salesforce リストライブアプリケーションに検索条件を追加できるようになりま
す。Salesforce Sandbox プレビューでは使用できません。
対象ユーザ: Quip for Customer 360 プランまたは無料 Quip トライアルを使用する Salesforce 組織で使用できます。

Quip for Customer 360 の設定、有効化プロセス、その他の機能強化の
簡略化
Quip と Salesforce で Quip for Customer 360 エクスペリエンスが強化されました。
対象: この変更は、Professional Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning

Experience に適用されます。
時期: Quip for Customer 360 の機能強化は 2020 年 9 月下旬までに利用可能になります。Salesforce Sandbox プレビュー
では使用できません。
対象ユーザ: Quip for Customer 360 プランまたは無料 Quip トライアルを使用する Salesforce 組織で使用できます。
理由: Quip for Customer 360 の機能強化には次の機能が含まれています。
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• Salesforce シングルサインオン (SSO) を使用した Salesforce から Quip への自動接続。
– Quip と Salesforce の接続を設定するときに、Quip と Salesforce に同じ SSO を使用するユーザは、Quip から

Salesforce にログインし直す必要がありません。
– Salesforce ライブアプリケーションとインテグレーションは、自動的に SSO 組織に接続されます。

• Quip 文書コンポーネントからの Quip テンプレートのカスタム URL 項目の作成。
– クリック数を減らして時間を節約するには、Lightning アプリケーションビルダーで組み込み Quip 文書を

保存するカスタム項目を作成します。
• ユーザによる Quip の Salesforce データ用の優先 Salesforce 組織のマーク。

– 複数の組織に接続しているユーザは、優先組織を選択できます。
– ライブアプリケーション、ライブメンション、活動の記録、レポートでは、手動で変更しない限り、優

先 Salesforce 組織からデータが取得されます。
– ユーザが優先とマークできるのは、Quip で Salesforce 許可リストに含まれている組織のみです。

• Quip 文書からのすべてのカスタムおよび標準 Salesforce オブジェクトの活動の記録。
• Quip のサポート対象活動種別への電話、ToDo、行動の追加。

新しい Quip API を使用したカスタムオートメーションの作成
Quip API エンドポイントを使用して、ビジネスプロセスを自動化し、チームを連携させます。
対象: この変更は、Professional Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Lightning

Experience に適用されます。
時期: 新しい Quip オートメーション API は 2020 年 10 月までに使用可能になります。2020 年 11 月までに Quip 文
書を PDF にエクスポートしてください。Salesforce Sandbox プレビューでは使用できません。
対象ユーザ: Quip for Customer 360 プランまたは無料 Quip トライアルを使用する Salesforce 組織で使用できます。
理由: 新しい Quip API エンドポイントには次のものが含まれます。
• Export to PDF Automation API

– 承認サイクルを完了とマークする、または記録のためのスナップショットを作成するには、Quip 文書を
PDF にエクスポートします。

– Quip 文書から PDF を生成し、それを指定された Quip 文書に添付します。
• Live App Export Automation API

– ライブアプリケーションデータを分析する、Salesforce 組織を移行する、またはライブアプリケーション
を別の場所で再初期化するには、ライブアプリケーションエクスポートオートメーション API を使用し
ます。

– 特定のビジネスニーズに応えるには、ライブアプリケーションをカスタマイズします。
– Salesforce ライブアプリケーションを HTML タグにエクスポートします。この HTML タグはライブアプリ

ケーションに戻すことができます。
• Locked Sections Automation API
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Quip テンプレートの整合性を保ち、ベストプラクティスを標準化するには、テンプレートのセクション
をロックします。

–

– ドキュメントのセクションをロックおよびロック解除します。

Pardot: Lightning のメール、Einstein の機能強化、その他のカスタ
マイズ

機能強化されたメール環境を使用してメールテンプレートおよびメールコンテンツを作成、送信、管理できま
す。Salesforce CMS に接続してメールマーケティング用の画像をホストして再利用し、頻繁に使用するメールレ
コードに関する積み上げ総計値を取得できます。インポートエラーを解決した後にプロスペクトを迅速に再同
期して、Einstein 属性の成功マイルストンをカスタマイズすることもできます。

このセクションの内容:

Pardot メール環境: メールのデザイン変更
Pardot マーケティング担当者は、より合理化され、使いやすくなったエンドツーエンドのメール環境で
Lightning プラットフォームの機能を使用できるようになりました。メール環境のデザイン変更には、機能
強化されたメールデザイン機能、プレビューオプションとテストオプション、設定可能な送信環境が含ま
れます。マーケターは必要に応じてテンプレートからメールコンテンツを作成したり、画像、HTML、プレー
ンテキスト、HML 差し込み項目を追加してメールをカスタマイズできます。再利用するためにメールコン
テンツを保存し、コンテンツのパフォーマンスに関するレポートを表示できます。
分析とレポート: 環境の改善
Einstein 属性の調整オプション、わかりやすくなった B2B Marketing Analytics ダッシュボード、カスタム項目の
同期に役立つベータ機能など、Pardot の分析サービス全体で更新が行われています。また、メールレポート
も改善され、独自の送信メール統計を再計算しやすくなりました。
マーケティングアセットとドメイン
新機能により、よりセキュアなドメインやその他の機能強化を含めて、ユーザはより強力な機能を利用で
きます。
取引先の取引先責任者関連リストからのプロスペクトリストへの追加
Summer ‘20 では、マーケター向けに特定のレコードおよびリストビューページからの Pardot リストおよび
Engagement Studio リストへの追加のサポートが追加されました。このサポートが拡張され、マーケターが取
引先レコードの取引先責任者関連リストからリストに追加できるようになりました。Salesforce から離れる
ことなく、レコードおよびリストビューから Pardot リストに追加します。
解決済みエラーを使用したより簡単なプロスペクトの同期
[プロスペクトの同期エラー] ページの新しいオプションにより、管理者は Salesforce と同期する解決済みエ
ラーでプロスペクトをトリガできます。既存のエラーを修正してから Pardot の [プロスペクトの同期エラー]

ページに戻り、プロスペクトを選択して、ボタンをクリックして同期をトリガします。以前は、解決済み
エラーがあるプロスペクトは手動で Pardot に同期または再インポートしていました。
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標準キャンペーンインフルエンスレポートでのよりクリーンなデータの取得
[キャンペーンと影響を受ける商談] (カスタマイズ可能なキャンペーンインフルエンス) 標準レポートは、主
要なキャンペーンメンバーのみを表示するように絞り込まれるようになりました。すべてのキャンペーン
メンバーレコードが [取引先責任者] 列に表示されて重複が発生する問題が修正されました。
ObjectChangeLog の廃止
ObjectChangeLog は、マーケティングデータ共有を有効にした Salesforce 組織向けの Winter ’21 リリースで廃止
が予定されています。マーケティングデータ共有を使用していて、特定のレコードが Pardot と同期される
のを防ぐために ObjectChangeLog に関するカスタムロジックを作成している場合、代わりにマーケティング
データ共有ルールを使用してください。
プロスペクトの位置の自動入力は一時的に使用不可
Pardot で IP アドレスに基づいて見込み客の場所を自動入力するオプションは一時的に使用できなくなってい
ます。この機能をよく利用されているお客様もいらっしゃることと存じますが、この機能は 2020 年 12 月 14

日に削除されます。このデータに基づいているワークフローは、2020 年 12 月 14 日にこの機能が削除される
前に編集してください。
Internet Explorer 11 の Pardot サポートを 2020 年 12 月 31 日に廃止
Pardot による Internet Explorer 11 (IE11) のサポートは 2020 年 12 月 31 に廃止される予定です。廃止日以降も IE11

を引き続き使用することはできますが、Pardot ではそのすべての機能のサポートが保証されません。他の
サポートされるブラウザのいずれかを使用して Pardot にアクセスしてください。
Pardot API: 新規および変更された項目
これらの新機能および変更により、Pardot API をより効果的に使用できます。
Pardot API バージョン 5 (ベータ)

Pardot API の新しく標準化されたバージョンをお試しいただけるようになりました。Pardot API のバージョン
5 には新しいエンドポイントが用意されているため、独自の外部ランディングページテンプレートおよび
ファイルを Pardot にインポートできます。

Pardot メール環境: メールのデザイン変更
Pardot マーケティング担当者は、より合理化され、使いやすくなったエンドツーエンドのメール環境で Lightning

プラットフォームの機能を使用できるようになりました。メール環境のデザイン変更には、機能強化された
メールデザイン機能、プレビューオプションとテストオプション、設定可能な送信環境が含まれます。マーケ
ターは必要に応じてテンプレートからメールコンテンツを作成したり、画像、HTML、プレーンテキスト、HML

差し込み項目を追加してメールをカスタマイズできます。再利用するためにメールコンテンツを保存し、コン
テンツのパフォーマンスに関するレポートを表示できます。

このセクションの内容:

エンゲージメールの簡単な作成
より直感的なデザイン機能を使用して Lightning Experience でメールをシームレスに作成して編集できます。
ゼロからメールを作成することも、テンプレートで作成を開始してわずかクリック数回でカスタマイズす
ることもできます。Pardot マーケターはメールコンポーネントを目的の場所に直接ドラッグしてスタイル設
定を追加できます。メールコンテンツのプレビューと詳細はメールコンテンツレコードで利用できます。
メールコンテンツを作成して、アプリケーションランチャーから Pardot ユーザが使用可能な新しい [メール
コンテンツ] タブからメールをデザインできます。
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メール用の Salesforce CMS からの画像の挿入
ユーザがメールマーケティングコンテンツ用の画像とテンプレートを Salesforce CMS からすばやく選択でき
るようにできます。メールコンテンツおよびテンプレートで使用するために CMS を有効にすれば、わざわ
ざ個別のファイルをホストしたりコピーして貼り付けのエラーに悩まされたりすることはありません。接
続を有効にして設定すると、ユーザはボタンをクリックするだけでリポジトリにアクセスできるようにな
ります。
Lightning Experience での集計メール総計値の確認
積み上げ総計値はメールコンテンツレコードおよびメールテンプレートレコードで使用できます。マーケ
ティング担当者には、特定のコンテンツおよびテンプレートが使用されているすべての場所から取得され
る統計に基づいてそのパフォーマンスの集計が表示されます。各リストメール送信およびキャンペーンレ
ベルのメールマーケティングレポートも引き続き使用できます。
Lightning Experience でのメールのプレビューとテスト
ユーザはメールコンテンツレコードからメールをプレビューしてテストできます。大規模な受信者リスト
にメールを送信する前に、テストリストまたは個別のメールアドレスに送信してテストを実行します。特
定の受信者としてプレビューし、パーソナライズに関する問題の可能性を確認してトラブルシューティン
グします。
メール送信の定義
メールコンテンツを作成した後で、マーケターはリストメールとして送信する前に誰にメールを送信する
かを定義します。キャンペーン、受信者、除外リスト、さらに送信者名、メール、完了アクションなどの
送信者オプションを選択します。送信環境では、メールの受信者、送信のタイミング、返信の処理方法を
完全に制御できます。

エンゲージメールの簡単な作成
より直感的なデザイン機能を使用して Lightning Experience でメールをシームレスに作成して編集できます。ゼ
ロからメールを作成することも、テンプレートで作成を開始してわずかクリック数回でカスタマイズすること
もできます。Pardot マーケターはメールコンポーネントを目的の場所に直接ドラッグしてスタイル設定を追加
できます。メールコンテンツのプレビューと詳細はメールコンテンツレコードで利用できます。メールコンテ
ンツを作成して、アプリケーションランチャーから Pardot ユーザが使用可能な新しい [メールコンテンツ] タブ
からメールをデザインできます。
対象: この変更は、Salesforce Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition を備え
た Lightning Experience のすべての Pardot エディションに適用されます。Pardot Classic またはスタンドアロンの Pardot

アプリケーションでは使用できません。
対象ユーザ: 「ドラッグアンドドロップコンテンツビルダーへのアクセス」および「メールコンテンツの管理」
ユーザ権限を持つ Pardot マーケティング担当者がメールのデザイン機能にアクセスできます。
方法: 新しいメールコンテンツエンティティは、Pardot ユーザがアプリケーションランチャーから使用できま
す。マーケターは [メールコンテンツ] タブからメールコンテンツレコードを作成し、コンポーネントを追加し
てレコードから要素をデザインできます。テンプレートからメールを作成すると、メールの [件名] 項目と [HTML

内容] 項目にテンプレートから入力されます。
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レコードから [ビルダーで編集] をクリックします。

標準コンポーネントを追加し、各コンポーネントをデザインして、CMS から画像を追加し、メールをスタイル
設定して、差し込み項目を追加します。

関連トピック:

魅力的なメールテンプレートのインタラクティブな作成
Salesforce ヘルプ: Create Emails in Lightning Experience (Lightning Experience でのメールの作成) (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)

メール用の Salesforce CMS からの画像の挿入
ユーザがメールマーケティングコンテンツ用の画像とテンプレートを Salesforce CMS からすばやく選択できるよ
うにできます。メールコンテンツおよびテンプレートで使用するために CMS を有効にすれば、わざわざ個別の
ファイルをホストしたりコピーして貼り付けのエラーに悩まされたりすることはありません。接続を有効にし
て設定すると、ユーザはボタンをクリックするだけでリポジトリにアクセスできるようになります。
対象: この変更は、Salesforce Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition を備え
た Lightning Experience のすべての Pardot エディションに適用されます。Pardot Classic またはスタンドアロンの Pardot

アプリケーションでは使用できません。
方法: Pardot メールで CMS 画像を使用するには、検証済みの Salesforce-Pardot コネクタがあり、接続されている
キャンペーンと Handlebars Merge Language を使用している必要があります。これらの要件を満たしたら、Salesforce
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の [設定] で CMS 接続および権限を設定できるようになります。ドメインを追加し、CMS でワークスペースおよ
びチャネルを選択してから、使用するチャネルを指定します。

メモ:  Professional Edition のユーザは Salesforce CMS および Pardot メールで使用するためにカスタムドメインを
作成できるようになりました。設定中に、Salesforce CMS コンテンツ配信ネットワーク (CDN) オプションの
みを選択できます。他の使用およびメソッドでのカスタムドメインの作成は、Enterprise Edition と Unlimited

Edition に制限されたままです。
メールの内容をデザインするには、画像ブロックをキャンバスにドラッグして [CMS から選択]をクリックしま
す。画像を選択するか、[コンテンツを追加]をクリックして画像を挿入します。接続されたチャネルが複数の
CMS ワークスペースで使用されている場合、ワークスペースタイトルをクリックして別のワークスペースを選
択し、別の画像にアクセスします。CMS 画像は画像および HTML コンポーネント、リッチテキストエディタ、
背景で使用できます。

関連トピック:

コンテンツ配信ネットワーク (CDN) を使用した CMS コンテンツの提供

Lightning Experience での集計メール総計値の確認
積み上げ総計値はメールコンテンツレコードおよびメールテンプレートレコードで使用できます。マーケティ
ング担当者には、特定のコンテンツおよびテンプレートが使用されているすべての場所から取得される統計に
基づいてそのパフォーマンスの集計が表示されます。各リストメール送信およびキャンペーンレベルのメール
マーケティングレポートも引き続き使用できます。
対象: この変更は、Salesforce Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition を備え
た Lightning Experience のすべての Pardot エディションに適用されます。Pardot Classic またはスタンドアロンの Pardot

アプリケーションでは使用できません。
方法: 設定は必要ありません。エンゲージメント総計値は、メールテンプレートとメールコンテンツ詳細ペー
ジに表示されます。
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Lightning Experience でのメールのプレビューとテスト
ユーザはメールコンテンツレコードからメールをプレビューしてテストできます。大規模な受信者リストに
メールを送信する前に、テストリストまたは個別のメールアドレスに送信してテストを実行します。特定の受
信者としてプレビューし、パーソナライズに関する問題の可能性を確認してトラブルシューティングします。
対象: この変更は、Salesforce Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition を備え
た Lightning Experience のすべての Pardot エディションに適用されます。Pardot Classic またはスタンドアロンの Pardot

アプリケーションでは使用できません。
対象ユーザ: 「ドラッグアンドドロップコンテンツビルダーへのアクセス」および「メールコンテンツの管理」
ユーザ権限を持つ Pardot ユーザがメールコンテンツをプレビューしてテストできます。メールをプレビューし
てテストするには、ユーザには「見込み客の表示」および「セグメンテーションリストの表示」 Pardot 権限も
必要です。
方法: メールコンテンツレコードから、プロスペクトとしてプレビューすることを選択するか、リストまたは
選択した個人にテストメールを送信します。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Preview and Test Send Emails in Lightning (Lightning でのメールのプレビューとテスト送信) (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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メール送信の定義
メールコンテンツを作成した後で、マーケターはリストメールとして送信する前に誰にメールを送信するかを
定義します。キャンペーン、受信者、除外リスト、さらに送信者名、メール、完了アクションなどの送信者オ
プションを選択します。送信環境では、メールの受信者、送信のタイミング、返信の処理方法を完全に制御で
きます。
対象: この変更は、Salesforce Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition を備え
た Lightning Experience のすべての Pardot エディションに適用されます。Pardot Classic またはスタンドアロンの Pardot

アプリケーションでは使用できません。
対象ユーザ: 「メールコンテンツの管理」ユーザ権限を持つ Pardot ユーザがメールを送信できます。ユーザに
は「メール送信」、「リストメール送信」、「メール作成」、「キャンペーンの表示」、「セグメンテーショ
ンリストの表示」 Pardot 権限も必要です。
方法: メールコンテンツレコードからメールを送信および再送信します。メールはリストメールとして送信さ
れ、レコードの [関連] タブから関連メール送信を表示できます。モーダルでは、送信オプションを選択し、完
了アクションを定義して、メールを後で送信するようにスケジュールします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: Send Emails in Lightning Experience (Lightning Experience でのメールの送信) (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)

分析とレポート: 環境の改善
Einstein 属性の調整オプション、わかりやすくなった B2B Marketing Analytics ダッシュボード、カスタム項目の同
期に役立つベータ機能など、Pardot の分析サービス全体で更新が行われています。また、メールレポートも改
善され、独自の送信メール統計を再計算しやすくなりました。
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このセクションの内容:

Pardot Einstein 属性の成功マイルストンの選択
商談ライフサイクルのフェーズを成功マイルストンとして選択することで、ビジネスプロセスをより正確
に反映するように Einstein 属性モデルを調整できます。デフォルト設定では、商談が作成されたときにコン
バージョン、つまり成功を追跡します。ただし、この設定がビジネスにとって最適ではない場合、変更で
きるようになりました。最初の設定時にこの成功マイルストンを選択するか、新しい条件に基づいてモデ
ルを保持できます。
新しいキャンペーンインサイトを使用した顧客の理解
Einstein キャンペーンインサイトでプロスペクトの会社の規模に関するトレンド情報が提供されるようにな
りました。これらのインサイトはキャンペーンやアセットに反応した人について記述するもので、エンゲー
ジメントパターンを見つけて適切な人々に対象を絞るのに役立ちます。この新しい情報を利用して、キャ
ンペーンのさらに良質な利用者を作成できます。
よりわかりやすい B2BMA ダッシュボード総計値の取得
フィードバックに基づき、B2B Marketing Analytics のウィジェットの多数の表示ラベルが更新されてわかりや
すくなりました。たとえば、総計値または検索条件が Salesforce または Pardot から取得されたか、合計また
は一意の値である場合、明記されます (1)。ウィジェットまたは値の詳細を確認するために、ユーザはダッ
シュボードの [ヘルプ] ボタン (2) をクリックすればダッシュボードの参照ドキュメントを確認できます。
プロスペクトのカスタム項目データの迅速な取得 (ベータ)

このソリューションにより、さまざまな分析アプリケーションにおける Pardot プロスペクトのカスタム項
目のパフォーマンスが向上します。Pardot オブジェクト同期は、カスタムプロスペクトデータを新しいデー
タセットにコピーすることで機能します。他の大量のデータセットからプロスペクトデータを個別に更新
できるため、Analytics Platform でのパフォーマンスが改善されます。
Pardot でのより正確なメールの開封およびクリック率の表示
疑わしいセキュリティスキャナからインタラクションを除外するために、メールの開封とリンクのクリッ
クアクティビティで絞り込みが追加されました。メールマーケターとマーケティングマネージャに、スキャ
ナアクティビティが含まれないより精度の高いプロスペクトのスコア、ジャーニー、完了アクションが表
示されるようになりました。
自信を持ってリストメール統計を再計算
メール統計で次にプロスペクトをマージしたとき、または不一致に気づいたときに円滑に実行し続けるこ
とができます。読み込み時間を改善するために、統計の再計算ジョブが非同期で実行されるようになりま
した。ジョブを開始したユーザには、ジョブの完了時にメールで通知されます。

Pardot Einstein 属性の成功マイルストンの選択
商談ライフサイクルのフェーズを成功マイルストンとして選択することで、ビジネスプロセスをより正確に反
映するように Einstein 属性モデルを調整できます。デフォルト設定では、商談が作成されたときにコンバージョ
ン、つまり成功を追跡します。ただし、この設定がビジネスにとって最適ではない場合、変更できるようにな
りました。最初の設定時にこの成功マイルストンを選択するか、新しい条件に基づいてモデルを保持できま
す。
対象: この変更は、Salesforce Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Pardot Advanced Edition

および Pardot Premium Edition に適用されます。
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方法: Salesforce の [設定] で [Einstein 属性] を見つけ、どのフェーズを成功マイルストンとして使用するかを選択
します。属性モデルを変更した場合、モデルがリセットされ、新しい結果が表示されるまで最大 24 時間かか
る場合があります。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: How Einstein Attribution Works (Einstein 属性の仕組み) (リリースプレビューの時点で内容が刷新さ
れたり、使用不能になる可能性があります)

新しいキャンペーンインサイトを使用した顧客の理解
Einstein キャンペーンインサイトでプロスペクトの会社の規模に関するトレンド情報が提供されるようになりま
した。これらのインサイトはキャンペーンやアセットに反応した人について記述するもので、エンゲージメン
トパターンを見つけて適切な人々に対象を絞るのに役立ちます。この新しい情報を利用して、キャンペーンの
さらに良質な利用者を作成できます。
対象: この変更は、Salesforce Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Pardot Advanced Edition

の Lightning Experience に適用されます。
方法: キャンペーンインサイトモデルでトレンドが識別されると、この新しいデータを使用した論理的の根拠
のメッセージが表示されます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: How Einstein Campaign Insights Works (Einstein キャンペーンインサイトの仕組み) (リリースプレ
ビューの時点で内容が刷新されたり、使用不能になる可能性があります)

よりわかりやすい B2BMA ダッシュボード総計値の取得
フィードバックに基づき、B2B Marketing Analytics のウィジェットの多数の表示ラベルが更新されてわかりやすく
なりました。たとえば、総計値または検索条件が Salesforce または Pardot から取得されたか、合計または一意の
値である場合、明記されます (1)。ウィジェットまたは値の詳細を確認するために、ユーザはダッシュボード
の [ヘルプ] ボタン (2) をクリックすればダッシュボードの参照ドキュメントを確認できます。
対象: この変更は Lightning Experience と Salesforce Classic に適用され、Pardot Plus Edition と Pardot Advanced Edition に含
まれています。また、B2B Marketing Analytics アドオンを備える Pardot Pro Edition および Ultimate Edition でも使用で
きます。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: B2B Marketing Analytics Dashboards (B2B Marketing Analytics 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)
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プロスペクトのカスタム項目データの迅速な取得 (ベータ)
このソリューションにより、さまざまな分析アプリケーションにおける Pardot プロスペクトのカスタム項目の
パフォーマンスが向上します。Pardot オブジェクト同期は、カスタムプロスペクトデータを新しいデータセッ
トにコピーすることで機能します。他の大量のデータセットからプロスペクトデータを個別に更新できるた
め、Analytics Platform でのパフォーマンスが改善されます。
対象: この設定は Lightning Experience および Salesforce Classic の B2B Marketing Analytics および B2B Marketing Analytics Plus

に適用されます。
• B2B Marketing Analytics Plus は、Pardot Premium Edition または B2B Marketing Analytics Plus アドオンが含まれる Salesforce

Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition で使用できます。
• B2B Marketing Analytics は、Pardot Plus Edition および Advanced Edition、および B2B Marketing Analytics を使用する Pardot

Pro Edition および Ultimate Edition で使用できます。

メモ: ベータ機能である Pardot オブジェクト同期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、そのままの状態で提供され、
サポートされておらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はい
かなる責任も負いません。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。Pardot オブジェクト同期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。

理由: Salesforce と Pardot でカスタム項目データを共有する方法のせいで、組織が大きいとアプリケーションの読
み込み時間が長くなっていました。この設定ではデータが重複するため、この設定は数千万件のデータ行があ
り、カスタム項目が 500 件未満の大きな組織のみにお勧めします。
方法: Salesforce の [設定] で Pardot オブジェクト同期を有効にして、最初の同期を実行します。Analytics Studio で
[データマネージャ] を開き、同期が完了していてデータが正常に表示されることを確認します。更新を受信す
るには、ユーザはプロスペクトカスタム項目を使用するアプリケーションをすべて再設定する必要がありま
す。

Pardot でのより正確なメールの開封およびクリック率の表示
疑わしいセキュリティスキャナからインタラクションを除外するために、メールの開封とリンクのクリックア
クティビティで絞り込みが追加されました。メールマーケターとマーケティングマネージャに、スキャナアク
ティビティが含まれないより精度の高いプロスペクトのスコア、ジャーニー、完了アクションが表示されるよ
うになりました。
対象: この変更は Pardot のすべてのエディションに適用されます。
方法: スキャナから取得されたと疑われるアクティビティは自動的に除外されます。この機能を有効にしたり、
IP アドレスのリストを保持したりする必要はありません。
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自信を持ってリストメール統計を再計算
メール統計で次にプロスペクトをマージしたとき、または不一致に気づいたときに円滑に実行し続けることが
できます。読み込み時間を改善するために、統計の再計算ジョブが非同期で実行されるようになりました。
ジョブを開始したユーザには、ジョブの完了時にメールで通知されます。
対象: この変更は Pardot のすべてのエディションに適用されます。
方法: 送信済みメールのレポートを開き、[再計算] をクリックします。ジョブが開始されたら、プロセスが実
行中であることがバナーに表示されます。統計が再計算されたら、再計算を要求したユーザに完了通知が届き
ます。

マーケティングアセットとドメイン
新機能により、よりセキュアなドメインやその他の機能強化を含めて、ユーザはより強力な機能を利用できま
す。

このセクションの内容:

Pardot プラグインでの WordPress ブロックエディターのシームレスな使用
Pardot WordPress プラグインが WordPress ブロックエディターに対応するようになりました。WordPress 機能を
使用してフォームや動的コンテンツブロックなどの Pardot アセットを WordPress ページに適用します。
Salesforce SSO を使用した WordPress プラグインの認証
Pardot WordPress プラグインで使用できる認証方式が更新されました。Pardot と Salesforce の間でより一貫した
環境を確保するために、Pardot 認証の代わりに Salesforce SSO を使用して認証します。既存の Pardot 認証は
2021 年 2 月に削除されます。
新しい Pardot トラッカードメインの自動的な保護
Pardot アカウント設定の新しいオプションにより、システム管理者は新しいトラッカードメインの SSL 証明
書を自動的に有効化できます。SSL 証明書により、検証済みのトラッカードメインを HTTPS で安全に読み込
めるようになります。以前は、Pardot システム管理者はすべてのトラッカードメインで SSL 証明書を手動で
有効にしていました。
任意のトラッカードメインを使用したより多くの Pardot アセットのカスタマイズ
任意のトラッカードメインを使用して Pardot フォームハンドラ、動的コンテンツ、ソーシャル投稿、多変
量ランディングページテストのリンクをカスタマイズできるようになりました。以前は、これらのアセッ
トリンクのデフォルトはプライマリトラッカードメインでした。テンプレートのないメールは、この機能
が含まれない単なる Pardot アセットになりました。
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Pardot プラグインでの WordPress ブロックエディターのシームレスな使用
Pardot WordPress プラグインが WordPress ブロックエディターに対応するようになりました。WordPress 機能を使用
してフォームや動的コンテンツブロックなどの Pardot アセットを WordPress ページに適用します。
対象: この変更は Pardot のすべてのエディションに適用されます。

Salesforce SSO を使用した WordPress プラグインの認証
Pardot WordPress プラグインで使用できる認証方式が更新されました。Pardot と Salesforce の間でより一貫した環
境を確保するために、Pardot 認証の代わりに Salesforce SSO を使用して認証します。既存の Pardot 認証は 2021 年
2 月に削除されます。
対象: この変更は Pardot のすべてのエディションに適用されます。

新しい Pardot トラッカードメインの自動的な保護
Pardot アカウント設定の新しいオプションにより、システム管理者は新しいトラッカードメインの SSL 証明書
を自動的に有効化できます。SSL 証明書により、検証済みのトラッカードメインを HTTPS で安全に読み込める
ようになります。以前は、Pardot システム管理者はすべてのトラッカードメインで SSL 証明書を手動で有効に
していました。
対象: この変更は Pardot のすべてのエディションに適用されます。
方法: Pardot アカウント設定で、新たに検証したトラッカードメインで SSL 証明書を作成するオプションをオン
にします。

任意のトラッカードメインを使用したより多くの Pardot アセットのカスタマ
イズ
任意のトラッカードメインを使用して Pardot フォームハンドラ、動的コンテンツ、ソーシャル投稿、多変量ラ
ンディングページテストのリンクをカスタマイズできるようになりました。以前は、これらのアセットリンク
のデフォルトはプライマリトラッカードメインでした。テンプレートのないメールは、この機能が含まれない
単なる Pardot アセットになりました。
対象: この変更は Pardot のすべてのエディションに適用されます。
時期: この機能は、2020 年 7 月の時点ですべての Pardot ユーザが使用できます。
方法: 編集用に Pardot アセットを開き、トラッカードメインドロップダウンをクリックして、使用するドメイ
ンを選択します。
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取引先の取引先責任者関連リストからのプロスペクトリストへの追
加
Summer ‘20 では、マーケター向けに特定のレコードおよびリストビューページからの Pardot リストおよび
Engagement Studio リストへの追加のサポートが追加されました。このサポートが拡張され、マーケターが取引
先レコードの取引先責任者関連リストからリストに追加できるようになりました。Salesforce から離れることな
く、レコードおよびリストビューから Pardot リストに追加します。
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
ンに適用されます。
方法: [Pardot リストに追加] オプションと [Engagement Studio リストに追加] オプションを取引先ページレイアウ
トの取引先責任者関連リストに追加します。

解決済みエラーを使用したより簡単なプロスペクトの同期
[プロスペクトの同期エラー] ページの新しいオプションにより、管理者は Salesforce と同期する解決済みエラー
でプロスペクトをトリガできます。既存のエラーを修正してから Pardot の [プロスペクトの同期エラー] ページ
に戻り、プロスペクトを選択して、ボタンをクリックして同期をトリガします。以前は、解決済みエラーがあ
るプロスペクトは手動で Pardot に同期または再インポートしていました。
対象: この変更は Pardot のすべてのエディションに適用されます。
方法: 同期エラーを修正したら、Pardot の同期エラーページに戻ります。解決済みエラーがあるプロスペクトを
選択してから、ドロップダウンメニューをクリックして再同期します。
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関連トピック:

IdeaExchange: Resolve Salesforce Sync Errors from the sync error page (同期エラーページからの Salesforce 同期エラーの
解決)

IdeaExchange: Re-sync option for Salesforce Prospect sync error list (Salesforce プロスペクト同期エラーリストの再同期オ
プション)

標準キャンペーンインフルエンスレポートでのよりクリーンなデー
タの取得
[キャンペーンと影響を受ける商談] (カスタマイズ可能なキャンペーンインフルエンス) 標準レポートは、主要
なキャンペーンメンバーのみを表示するように絞り込まれるようになりました。すべてのキャンペーンメン
バーレコードが [取引先責任者] 列に表示されて重複が発生する問題が修正されました。
対象: この変更は、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の
Lightning Experience、Classic、および Salesforce モバイルアプリケーションに適用されます。

ObjectChangeLog の廃止
ObjectChangeLog は、マーケティングデータ共有を有効にした Salesforce 組織向けの Winter ’21 リリースで廃止が予
定されています。マーケティングデータ共有を使用していて、特定のレコードが Pardot と同期されるのを防ぐ
ために ObjectChangeLog に関するカスタムロジックを作成している場合、代わりにマーケティングデータ共有
ルールを使用してください。
対象: この変更は、2019 年 2 月 12 日以降に購入またはアップグレードした Pardot Premium Edition または Pardot

Advanced Edition の Pardot Lightning アプリケーションに適用されます。
理由: マーケティングデータ共有ルールでは、以前に ObjectChangeLog に関して作成できたのと同じカスタマイ
ズが可能です。ObjectChangeLog を削除すると、Salesforce 組織がレコードを Pardot と同期する必要性が低くなり
ます。
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プロスペクトの位置の自動入力は一時的に使用不可
Pardot で IP アドレスに基づいて見込み客の場所を自動入力するオプションは一時的に使用できなくなっていま
す。この機能をよく利用されているお客様もいらっしゃることと存じますが、この機能は 2020 年 12 月 14 日に
削除されます。このデータに基づいているワークフローは、2020 年 12 月 14 日にこの機能が削除される前に編
集してください。

関連トピック:

Temporary Suspension of Pardot Prospect Location Data (Pardot 見込み客の場所データの一時的な停止) (2020 年 11 月
30 日まで閲覧可能)

Internet Explorer 11 の Pardot サポートを 2020 年 12 月 31 日に廃止
Pardot による Internet Explorer 11 (IE11) のサポートは 2020 年 12 月 31 に廃止される予定です。廃止日以降も IE11 を
引き続き使用することはできますが、Pardot ではそのすべての機能のサポートが保証されません。他のサポー
トされるブラウザのいずれかを使用して Pardot にアクセスしてください。
時期: Pardot による IE11 のサポートは 2020 年 12 月 31 日に終了します。

Pardot API: 新規および変更された項目
これらの新機能および変更により、Pardot API をより効果的に使用できます。

API のエクスポート
プロスペクトオブジェクト: プロスペクトレコードのカスタム項目データのエクスポートのサポートが追加さ
れました。
訪問者アクティビティオブジェクト: 新しいアクティビティレコードと変更されたアクティビティレコードの
みを取得する手順が追加されました。

関連トピック:

開発者ドキュメント: Pardot API ドキュメント

Pardot API バージョン 5 (ベータ)
Pardot API の新しく標準化されたバージョンをお試しいただけるようになりました。Pardot API のバージョン 5 に
は新しいエンドポイントが用意されているため、独自の外部ランディングページテンプレートおよびファイル
を Pardot にインポートできます。
対象: この変更は Pardot のすべてのエディションに適用されます。

メモ: ベータ機能の Pardot API の v5 は、プレビュー版であり、Salesforce のマスターサブスクリプション契
約の「本サービス」には含まれていません。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
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を目的とし、本番環境での使用はできません。この機能は、そのままの状態で提供され、サポートされ
ておらず、ここから生じる、またはこれに関連する被害または損害に対して、Salesforce はいかなる責任も
負いません。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。Pardot API の v5 に関するフィードバックと提案は、こちらのGoogle フォームからお寄せください。

方法: Pardot のアカウント設定から Pardot API v5 エンドポイントへのアクセスを有効にします。

関連トピック:

開発者ドキュメント: Pardot API ドキュメント

マーケティング: Journey Builder での Transactional 送信と行動ト
リガー、Datorama の E コマースオプティマイザアプリケーショ
ン、Interaction Studio での Einstein

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。
• 2020 年 10 月リリース
• 2020 年 7 月リリース
• 2020 年 3 月リリース
• 2020 年 1 月リリース
• 2019 年 10 月リリース
• 2019 年 8 月リリース
• 2019 年 6 月リリース
• 2019 年 4 月リリース
• 2019 年 1 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
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リリース更新とセキュリティアラート: 正式リリースと改善点

正式にリリースされたリリース更新では、重要な更新とアラートを 1 か所で確認できます。パフォーマンス、
セキュリティ、ユーザに影響するすべての変更について Salesforce 組織が常に最新の状態になるようにする、い
くつかの機能強化が追加されました。

このセクションの内容:

リリース更新による 1 か所での組織変更の表示 (正式リリース)

前回のリリースで見逃した方のために、重要な更新とセキュリティアラートに以前表示されていた情報よ
りも詳細なビューがリリース更新で提供されています。改善された形式ですべての更新とアラートを確認
できます。Salesforce 組織の重要な更新情報を確認するために、複数の場所をクリックする必要はなくなり
ました。
リリース更新と同じ場所でのセキュリティアラートの検索
Salesforce 組織に影響するセキュリティアラートを見つける場合、リリース更新ノード内で検索します。以
前は、セキュリティアラートは別の場所にありました。
リリース更新
Salesforce では、定期的に更新をリリースしています。これらの更新は、パフォーマンス、ロジック、セキュ
リティ、Salesforce の使い勝手を向上するものですが、既存のカスタマイズが正しく機能しなくなる可能性
もあります。これらの重要な更新は [設定] の [リリース更新] ノードにあります。

リリース更新による 1 か所での組織変更の表示 (正式リリース)
前回のリリースで見逃した方のために、重要な更新とセキュリティアラートに以前表示されていた情報よりも
詳細なビューがリリース更新で提供されています。改善された形式ですべての更新とアラートを確認できま
す。Salesforce 組織の重要な更新情報を確認するために、複数の場所をクリックする必要はなくなりました。
対象: この変更は、Database.com を除くすべてのエディションの Lightning Experience および Salesforce Classic に適用
されます。
方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「リリース更新」と入力します。

731

リリース更新とセキュリティアラート: 正式リリースと
改善点

Salesforce Winter '21 リリースノート



1. タブを使用して、特定のカテゴリのリリース更新を表示します。ベータで以前に使用されていた[ステップ
完了] タブは、[アーカイブ済み] に置き換えられました。[期限間近]、[期限切れ]、または [アーカイブ済み]

で更新を表示すると、更新の状況を示すバナーが上部に表示されます。たとえば、[アーカイブ済み] の完
了済み更新では、「推奨される手順をすべて実行しました。」というテキストが表示されます。適用情報
も含まれます。

メモ: ベータ版では、適用日が近づいている更新の詳細ページの上部に「期限間近」というテキスト
が表示されていました。このテキストは削除されました。

2. [ステップ完了期日] の日付を確認します。この日付以降のテストは常にサポートされるとは限らないため、
この日付までにテストを完了することをお勧めします。

3. Salesforce が更新を適用するリリースを確認するには、[更新スケジュール済み] または [適用日] の情報を使用
します。ベータリリースでは、[自動適用日] に適用情報が示されていました。使用しているインスタンス
のメジャーリリースアップグレード日を確認するには、ツールチップにマウスポインタを置きます。

メモ: 一部のリリース更新には特定の日付が含まれています。このような場合は、いつ適用が予定さ
れているかのガイダンスとしてこの更新内の日付情報を使用してください。

4. [詳細を表示] をクリックすると、ホームページを離れずに更新についての情報をすばやく確認できます。
5. テストの実行を開始または停止し、更新ステップを完了し、[使用開始] をクリックしてステップの更新履

歴を表示します。
元のリリース以降、更新に新たなステップが追加されている場合は、角笛アイコンを探します。これは、更新
に完了が必要な新しいステップが含まれていることを示します。

リリース更新と同じ場所でのセキュリティアラートの検索
Salesforce 組織に影響するセキュリティアラートを見つける場合、リリース更新ノード内で検索します。以前
は、セキュリティアラートは別の場所にありました。
対象: この変更は、Database.com を除くすべてのエディションの Lightning Experience および Salesforce Classic に適用
されます。
方法: [設定]から、[クイック検索] ボックスに「リリース更新」と入力します。[リリース更新] ページで、セキュ
リティアラートカードを見つけることができます。セキュリティアラート機能は同じままです。
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リリース更新
Salesforce では、定期的に更新をリリースしています。これらの更新は、パフォーマンス、ロジック、セキュリ
ティ、Salesforce の使い勝手を向上するものですが、既存のカスタマイズが正しく機能しなくなる可能性もあり
ます。これらの重要な更新は [設定] の [リリース更新] ノードにあります。
[リリース更新] ページには、組織に影響する更新のリストがあります。各更新には、実行するステップごとの
アクションが記載されています。円滑に移行するために、多くのリリース更新でテスト実行を使用できます。
[ステップ完了期日] の日付の前に組織への影響を評価できるように、必要に応じて何回でもテスト実行オプ
ションを使用して更新を有効化化および無効化できます。

適用済みの更新
以前のリリースで発表された次の更新が適用されます。
ユーザプロファイルに基づくゲストユーザとポータルユーザの @AuraEnabled Apex メソッドへのアクセスの制
限 (更新、適用済み)

この更新により、@AuraEnabledメソッドを含む Apex クラスにアクセス可能なゲスト、ポータル、または
コミュニティユーザを詳細に制御できるようになります。コミュニティまたはポータルで使用される
@AuraEnabled  Apex クラスにゲストユーザプロファイルを追加します。この更新が有効化されると、ゲス
トユーザ、ポータルユーザ、コミュニティユーザはユーザのプロファイルで Apex クラスへのアクセスが許
可されている場合にのみ、@AuraEnabled  Apex メソッドにアクセスできます。この更新は、Winter '21 で適
用されます。

ユーザプロファイルに基づく認証済みユーザの @AuraEnabled Apex メソッドへのアクセスの制限 (更新、適用済
み)

この更新により、@AuraEnabledメソッドを含む Apex クラスにアクセス可能な認証済みユーザを詳細に制
御できるようになります。この更新が適用されると、認証済みユーザはユーザのプロファイルで Apex クラ
スへのアクセスが許可されている場合にのみ、@AuraEnabled  Apex メソッドにアクセスできます。この更
新は、Winter '21 で適用されます。

従来のトランザクションセキュリティ: 終了
拡張トランザクションセキュリティポリシーフレームワークを使用すると、任意の標準オブジェクトまた
はカスタムオブジェクトに対してアクションを実行するトランザクションセキュリティポリシーを作成で
きます。新しいフレームワークが正式リリースされたため、従来のフレームワークを使用して記述された
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すべてのポリシーは無効になります。必ず従来のトランザクションセキュリティポリシーを新しいフレー
ムワークに移行してください。このリリース更新は Winter '20 で最初に使用可能になりました。

以前にリリース済みの更新
以前のリリースで発表された次の更新を依然として利用できます。
ICU ロケール形式の有効化 (以前にリリース済みの更新)

どこにいても業務を行えるように、日時に International Components for Unicode (ICU) 形式が採用されます。ICU

では、すべてのロケールでこれらの形式の国際標準が設定されます。この新しい形式によって、Salesforce

Platform 全体で一貫したエクスペリエンスが提供され、世界中の ICU 準拠のアプリケーションとのインテグ
レーションが向上します。ICU 形式は Oracle の Java 8 Development Kit (JDK8) 形式を置き換えます。このリリース
更新は Winter '20 で最初に使用可能になりました。

参照項目でレコード名を表示する権限の必須化 (以前にリリース済みの更新)

Salesforce 組織のデータの保護を強化するために、参照項目でレコード名を表示できるユーザが制限されま
す。このデータを表示するには、ユーザはこれらのレコードへの参照アクセス権または「すべての参照レ
コード名の表示」権限が必要になります。この更新は、[作成者] や [最終更新者] などのシステム項目にも適
用されます。このリリース更新は Spring '20 で最初に使用可能になりました。

標準外部プロファイルを使用したセルフ登録やコミュニティおよびポータルへのログインをユーザに許可 (以
前にリリース済みの更新)

この更新を有効化すると、組織の [セルフ登録およびユーザ作成で標準外部プロファイルの使用を許可] 設
定が有効になります。この設定により、システム管理者はセルフ登録、ユーザ作成、ログインで標準外部
プロファイルを使用できるようになります。

自動項目更新によるメール通知の抑制の防止 (以前にリリース済みの更新)

この更新は、Summer '17 でリリースされ、Spring '20 で適用される予定でしたが、Salesforce カスタマーサポー
トに問い合わせる形式でのみ利用できるようになりました。ユーザへの ToDo の割り当てなどのさまざまな
操作で、影響されるユーザにメールで通知することを選択できます。この更新では、プロセス、ワークフ
ロールール、Apex トリガによってメール通知が抑制されることが防止されます。

新たに発表された更新
次のリリース更新は、Winter '21 で新たに発表されました。
標準プロファイルでの標準オブジェクト編集の無効化 (更新)

標準オブジェクト権限を標準プロファイルに保存することで、変更できないようにします。この更新で適
用される検証により、標準プロファイルオブジェクト権限に対する変更がブロックされ、組織の整合性が
保証されます。

コミュニティユーザ、パートナー、顧客のメールアドレス変更時に確認が必要 (更新)

このセキュリティ更新では、コミュニティのメールアドレスの変更を確認することが外部ユーザに要求さ
れます。

[私のドメイン] のリリース (更新)

最新の機能を使用してブラウザの要件に準拠するには、すべての Salesforce 組織に [私のドメイン] が必要で
す。それをリリースするか、会社名に基づいて割り当てます。[私のドメイン] はすべてのアプリケーショ
ン URL に影響するため、Winter '22 でこの更新が適用される前に、[私のドメイン] をテストしてリリースする
ことをお勧めします。
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Salesforce Inbox の組織レベルのメール追跡設定の確認 (更新)

この更新により、Salesforce Inbox のメール追跡が無効になっている場合の矛盾が修正されますが、ユーザは
引き続き追跡機能を使用でき、追跡情報は引き続き収集されます。

[カスタム通知を送信] アクションにユーザ権限が必要 (更新)

この更新により、[カスタム通知を送信] アクションをトリガできるユーザをより詳細に制御できるように
なります。この更新を有効化した場合、ユーザコンテキストで実行されるフロー、REST API コール、または
Apex コールアウト内で [カスタム通知を送信] アクションをトリガするには、ユーザには「カスタム通知を
送信」ユーザ権限が必要になります。「カスタム通知を送信」ユーザ権限を使用して、Salesforce 組織のセ
キュリティを向上し、カスタム通知を目的のユーザおよび使用事例に制限します。

カスタム項目の表示ラベルの HTML の表示の無効化 (更新)

Salesforce 組織の保護を強化するために、この更新では、カスタム項目の表示ラベルの HTML 書式を許可する
従来の動作が削除されます。有効化した場合、カスタム項目の表示ラベルの HTML タグはプレーンテキスト
として表示されます。

同じコンテキストと同じユーザアクセス権で一時停止中のフローインタビューを再開する (更新) (ページ 520)

この更新を有効化すると、一時停止中の自動起動フローが常に一時停止前と同じコンテキストと同じユー
ザアクセス権で再開されます。

注文: 注文の新しい保存動作 (更新)

注文でのカスタムアプリケーションロジックの実行がより簡単になりました。新規の注文商品または編集
された注文商品によって親注文が変更されると、Salesforce ではカスタムアプリケーションロジックが評価
されます。

延期された更新
次の更新が延期されました。
暗黙的な共有での @AuraEnabled Apex コントローラの with sharing の使用 (更新、延期)

この更新は Spring '21 に延期されました。これは Spring '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でした。この
更新により、with sharing または without sharing を指定しないときの @AuraEnabled  Apex コント
ローラのデフォルトの動作が with sharing に変更されます。

管理パッケージの global 以外の Apex コントローラメソッドへのアクセスの無効化 (更新、延期)

この更新は Summer '21 に延期されました。これは Winter '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でした。こ
の更新では、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。

Lightning コンポーネントマークアップの Apex プロパティでのアクセス修飾子の適用 (更新、延期)

この更新は Summer '21 に延期されました。これは Summer '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でした。こ
の更新により、Lightning コンポーネントで、他のコンテキストでの Apex プロパティの使用との一貫性が確
保されます。たとえば、マークアップ式は非公開の Apex getter を使用して Apex プロパティにアクセスでき
なくなります。
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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 (更新、延期)

この更新は Spring '21 に延期されました。これは Winter '21 で自動的に有効化 (適用) される予定でした。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。
Lightning コンポーネントの安全な静的リソースの有効化 (更新、延期)

この更新は Summer '21 に延期されました。これは Spring '21 で自動的に有効化 (適用) される予定でした。セ
キュリティを向上するため、この更新ではすべての静的リソースが lightning ドメインではなく visualforce ド
メインから提供されます。この変更により、静的リソースに含まれるスクリプトは、同じ発生元のセキュ
リティポリシーのために、lightning ドメイン内のドキュメントにアクセスできなくなります。

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 (更新、延期)

この重要な更新は、Summer '19 でリリースされ、Summer '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でしたが、
Winter '21 に延期され、さらに Winter '22 に再び延期されました。このリリースの更新により、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。

呼び出し可能アクションの部分的保存の有効化 (更新、延期)

この更新は、Winter '20 でリリースされ、Summer '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でしたが、Winter '21

に延期され、さらに Spring '21 に再び延期されました。このリリースの更新により、失敗した呼び出し可能
アクションの動作と影響が改善されます。影響を受けるのは、一括で実行された呼び出し可能アクション
への外部 REST API コールのみになります。この更新を適用すると、1 つの要求で一連のアクションを呼び出
した場合に、1 つの失敗した呼び出し可能アクションによってトランザクション全体が失敗することがなく
なります。この更新を適用しない場合、1 つの呼び出し可能アクションが失敗すると、トランザクション内
の他の呼び出し可能アクションがロールバックされ、トランザクション全体が失敗します。

フロー差し込み項目でのデータアクセス権の適用 (更新、延期)

この更新は、Spring '20 でリリースされ、Summer '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でしたが、Spring '21

に延期されました。この更新により、Flow Builder が差し込み項目を使用して関連レコードの項目にアクセ
スするときに実行ユーザのデータアクセス権が適用されます。

フローでの従来の Apex アクションのアクセス修飾子の考慮 (更新、延期)

この更新は、Spring '20 でリリースされ、Summer '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でしたが、Spring '21

に延期されました。このリリースの更新を有効にすると、開発者は従来の Apex アクションが適切に保護さ
れて、管理パッケージの他のコンポーネントでのみ使用できることを確信できます。この更新により、従
来の Apex 公開アクションが含まれているフローが失敗するようになります。

Apex クラスへの明示的なアクセス権を適用するルールの無効化 (更新、延期)

「Apex クラスへの明示的なアクセス権を適用するルールの無効化」の更新は、Summer '20 でリリースされ、
Spring '21 で自動的に有効化 (適用) される予定でしたが、Summer '21 に延期されました。このリリース更新
は、「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」の更新を置き換えるものです。更
新「Apex クラスへの明示的なアクセス権を適用するルールの無効化」により、組織は元の状態に戻り、Apex

アクションが含まれるフローを実行できるようにする場合にのみユーザにフローへのアクセス権が必要に
なります。

プロセスおよびフロー数式での null のレコード変数または参照関係項目の null 値の確認 (更新、延期) (ページ
525)

この重要な更新は、Spring '19 でリリースされ、Spring '20 で自動的に有効化 (適用) される予定でしたが、Spring

'21 に延期されました。注意: この更新は、2020 年 7 月 10 日より前に Summer '20 を受け取った Salesforce 組織
ではすでに有効になっています。この場合、必要に応じて Spring '21 まで更新を無効にすることができます。
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この更新により、計算に null のレコード変数または null の参照関係項目が含まれているときに、プロセスお
よびフロー数式で null 値を返すことができるようになります。

Visualforce、エクスペリエンスビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL の一貫性の確保 (更新、
延期)

Visualforce、エクスペリエンスビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL からインスタンス名が削
除されます。インスタンス名は、Salesforce 組織がホストされている場所を示します。インスタンス名を削
除することで、ドメインがわかりやすく、覚えやすくなります。この更新は、[私のドメイン] がリリース
されている組織に適用されます。この更新の有効化後、インスタンス名を含む URL (ブックマークなど) は自
動的に新しいホスト名にリダイレクトされます。Spring '18 でリリースされたこの更新は、Summer ’22 まで延
期されます。

Visualforce ページでの連続した API ナビゲーションコールの防止 (更新、延期)

この更新は、Summer '20 でリリースされ、Spring '21 で自動的に有効化される予定でしたが、Winter '22 に延期
されました。Visualforce ページでは、API ナビゲーションコールが連続して実行されることがあり、不要な動
作が発生する可能性があります。このリリース更新により、この API ナビゲーションコールパターンが回避
され、最初のナビゲーションコールのみが実行されます。

タブ中心のダイアログを使い続ける方法 (更新、延期)

この更新は、Winter '20 でリリースされ、Winter '21 で自動的に有効化される予定でしたが、Winter '22 に延期
されました。Lightning コンソールアプリケーションで、UI とのインタラクションがダイアログで中断され
なくなりました。このリリースの更新は、ワークスペースのタブやサブタブでトリガされたダイアログの
フォーカスを、そのダイアログをトリガしたタブに制限します。

廃止された更新
以前のリリースで発表された次の更新は廃止されました。これは [リリース更新] ノードから削除されており、
適用されません。
Lightning コンポーネントの連動関係アクセス権チェックの有効化 (更新、廃止)

この更新は廃止され、アクションは不要になりました。

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。

カスタマーサクセスグループ
Salesforce カスタマーサクセスグループの認定エキスパート、コンサルタント、革新的なツールが、サポート、
ベストプラクティス、プロフェッショナルサービスを通じて、あらゆる場面で手助けします。リリースごと
に、すべての Salesforce 製品からの結果をすばやく確認するのに役立つ新しい方法と改善された方法を取り入れ
ています。このリリースの特長は、次のとおりです。
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• Salesforce Anywhere、work.com、セキュリティセンターなどで利用可能なプレミアサクセスプラン。
• work.com、Salesforce Maps、Service Cloud 音声のオプションが含まれる新しいアクセラレータと更新されたアク

セラレータ。
• Datorama 用の新しいジャンプスタートと変換エンゲージメント。簡略化されたサポートケースの記録と新

しいアプリケーション内リソース。
• プロアクティブな監視の機能強化。
上記のすべての新サービスおよび機能強化は世界中で利用できます。

myTrailhead: myTrailhead 向けの Salesforce Identity を使用したユー
ザのログイン環境の合理化

myTrailhead 向けの Salesforce Identity を使用すると、myTrailhead にすばやく簡単にアクセスできます。ユーザは、
Salesforce Trailhead に登録したり、プロファイルを作成したりする必要はありません。myTrailhead 向けの Salesforce

Identity で使用する認証プロバイダを制御することで、特定の利用者に myTrailhead アクセス権を付与できます。
たとえば、myTrailhead アクセス権の対象を内部ユーザまたはコミュニティメンバーにすることができます。

このセクションの内容:

簡単な 1 ステップでの myTrailhead へのログイン
myTrailhead 向けの Salesforce Identity を使用すると、ユーザは複数ステップの Salesforce Trailhead アカウント設定
をスキップできます。myTrailhead URL は myTrailhead への直接リンクであるため、シングルサインオンリンク
を構築する必要はありません。Trail Tracker ユーザは、myTrailhead 専用の Trailblazer アクティビティを割り当て
てレポートできます。

簡単な 1 ステップでの myTrailhead へのログイン
myTrailhead 向けの Salesforce Identity を使用すると、ユーザは複数ステップの Salesforce Trailhead アカウント設定を
スキップできます。myTrailhead URL は myTrailhead への直接リンクであるため、シングルサインオンリンクを構
築する必要はありません。Trail Tracker ユーザは、myTrailhead 専用の Trailblazer アクティビティを割り当ててレポー
トできます。
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。myTrailhead 向けの Salesforce Identity は、myTrailhead サブドメインを作成していないユーザか、誰も
回答済みのテストを送信していないサブドメインを所有するユーザが使用できます。
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 サイトにログインでき
ます。「myTrailhead ブランド管理」権限と「アプリケーションのカスタマイズ」権限に加えて、「すべての
データの編集」権限または「接続アプリケーションを管理する」権限のいずれかを持つユーザは、接続アプリ
ケーションを作成して、myTrailhead 向けの Salesforce Identity を設定できます。
方法: 会社の myTrailhead サブドメインを作成したら、myTrailhead の認証プロバイダを設定するように求められま
す。

738

myTrailhead: myTrailhead 向けの Salesforce Identity を使用
したユーザのログイン環境の合理化

Salesforce Winter '21 リリースノート



myTrailhead 向けの Salesforce Identity を使用すると、ユーザは最もすばやく簡単にコンテンツにアクセスできるた
め、myTrailhead 向けの Salesforce Identity をお勧めします。ただし、ユーザが myTrailhead と Salesforce Trailhead の両
方にアクセスできるようにする場合は、Trailblazer.me を使用してください。

myTrailhead 向けの Salesforce Identity では、myTrailhead の認証ページとして機能するログイン URL を指定します。
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内部ユーザが myTrailhead にアクセスできるようにするには、[私のドメイン] の URL を使用します。その場合、
シングルログアウトを有効にすることもできます。これにより、ユーザは Salesforce からログアウトすると、
myTrailhead からもログアウトされるようになります。Salesforce 組織で [私のドメイン] を設定していない場合、
http://login.salesforce.com を使用します。コミュニティメンバーが myTrailhead にアクセスできるよう
にする場合、コミュニティの URL を使用します。
Salesforce 組織に接続アプリケーションを作成して、myTrailhead を組織に関連付けることもできます。接続アプ
リケーションは、OpenID Connect および OAuth2.0 を使用して、myTrailhead と Salesforce 組織間のデータ共有を容易
にします。

設定を完了するには、myTrailhead 向けの Salesforce Identity の設定ページで、認証ページの URL と、接続アプリケー
ションの 2 つの詳細を入力します。次に、[有効化] をクリックします。

関連トピック:

Salesforce ヘルプ: myTrailhead サブドメインの認証プロバイダを設定する (リリースプレビューの時点で内容が
刷新されたり、使用不能になる可能性があります)
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コンテンツへのスポットライト

新しいソリューションキット、新しい動画、ID コンテンツの新しいホームなど、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。法的ドキュメントは独自のセクションに移動されました。

このセクションの内容:

1 か所ですべての ID コンテンツにアクセス
Salesforce 環境を改善するため、すべての ID コンテンツを Salesforce ヘルプの新しいホームに再配置しました。
Salesforce ヘルプと developer.salesforce.com 全体に分散する ID コンテンツを検索する代わりに、1 つの場所に移
動すれば済むようになりました。この場所で、ID のヘルプおよび実装に関するすべてのコンテンツ (ユーザ
認証、接続アプリケーション、OAuth、顧客およびパートナーの ID など) を見つけることができます。新し
い ID コンテンツのホームを参照してください。
Salesforce ソリューションキットを使用したクロスクラウドソリューションの解決
Salesforce ソリューションキットは、複雑なクロスクラウドの使用事例のソリューションを実装するために
役立ちます。各ソリューションキットには、特定の商品、設定、ベストプラクティスのおすすめが含まれ
ています。
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。

1 か所ですべての ID コンテンツにアクセス
Salesforce 環境を改善するため、すべての ID コンテンツを Salesforce ヘルプの新しいホームに再配置しました。
Salesforce ヘルプと developer.salesforce.com 全体に分散する ID コンテンツを検索する代わりに、1 つの場所に移動
すれば済むようになりました。この場所で、ID のヘルプおよび実装に関するすべてのコンテンツ (ユーザ認証、
接続アプリケーション、OAuth、顧客およびパートナーの ID など) を見つけることができます。新しい ID コン
テンツのホームを参照してください。
対象: この変更は、すべてのエディションの Lightning Experience および Salesforce Classic に適用されます。
方法: Salesforce の ID に関するすべてのヘルプの内容を確認するには、「ユーザの識別およびアクセス権の管理」
ヘルプセクションを参照してください。
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Salesforce ソリューションキットを使用したクロスクラウドソリュー
ションの解決
Salesforce ソリューションキットは、複雑なクロスクラウドの使用事例のソリューションを実装するために役立
ちます。各ソリューションキットには、特定の商品、設定、ベストプラクティスのおすすめが含まれていま
す。

新規ソリューションキット
Run Conversational Campaigns for WhatsApp (WhatsApp での対話形式キャンペーンの実行) ソリューションキット

マーケティングメッセージからエージェントやチャットボットによるライブ WhatsApp チャットに顧客を直
接リンクして質問を受け付けることで商品の販促に繋げます。

Run Conversational Campaigns for SMS (SMS での対話形式キャンペーンの実行) ソリューションキット
マーケティングメッセージからエージェントやチャットボットによるライブ SMS チャットに顧客を直接リ
ンクして質問を受け付けることで商品の販促に繋げます。

商品と価格設定データの同期ソリューションキット
CPQ と B2B Commerce の商品および価格設定データの一元化された情報源を確立します。

カートと見積のリンクソリューションキット
B2B Commerce のカートを CPQ に統合し、営業担当が見積と顧客の最終処理を行い注文を完了できるように
します。

カートとキャッシュのリンクソリューションキット
収益管理プロセスを改善するために、B2B Commerce を CPQ の請求および注文情報に接続します。

Communicate Store Changes (ストアの変更のお知らせ) ソリューションキット
ストアのポリシー、営業時間、場所などの最新情報を顧客に知らせることで、信頼関係を築きます。

Schedule an Appointment (予定のスケジュール) ソリューションキット
地域で管理されている、または顧客が希望するソーシャルディスタンスを確保するために、買い物客が予
定をスケジュールできるようにするスケーラブルなプロセスを実装します。

Facilitate Curbside Pickup (駐車場での受け取りの促進) ソリューションキット
顧客の来店、駐車場での注文の準備、そして購入の完了に向けた準備を複数のシステムにログインせずに
行います。

ローン猶予ソリューションの作成
COVID-19 の感染拡大の影響で爆発的に増えたローン修正要求に対応します。Salesforce のクロスクラウドツー
ルは、コールセンターへのトラフィックを抑え、プロセスの可視性を高めつつ、借り主のニーズに迅速に
答えるためのデジタルチャネルを提供します。

更新されたソリューションキット
Turn Abandoned Carts into Completed Sales (放棄されたカートをセールス完了に変える) ソリューションキット

カートに商品を入れたまま注文を完了しない買い物客と繋がります。カートに戻って購入を完了するよう
に促す、パーソナライズされた行動関連メッセージを送信します。
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Redeem Coupons (クーポンの利用) ソリューションキット
対象を絞ったカスタマージャーニーを提供して購入に繋げます。購入の完了を増やし、エクスペリエンス
をパーソナライズして、クーポンの使用状況を追跡します。

Order on Behalf of a Customer (代理注文) ソリューションキット
インターネットにアクセスできない、または欲しい商品が見つからないために支援が必要な買い物客に代
わって商品を注文します。

Personalize Marketing Recommendations (パーソナライズされたマーケティング推奨項目) ソリューションキット
以前に購入した商品に基づいてメールでおすすめを送信することで、買い物客の興味をつなぎ止めます。

Keep Customers in the Loop with Transactional Email (トランザクションメールで顧客に最新情報を伝える) ソリュー
ションキット

注文の状況をメールで顧客に伝えることで、サービスセンターへの通話量を減らします。ストアフロント
への訪問を増やします。

View Order History and Cancel Orders (注文履歴の参照および注文のキャンセル) ソリューションキット
カスタマーサービスを強化して、エージェントが注文をキャンセルできるようにします。Commerce Cloud と
Service Cloud を接続してエクスペリエンスをパーソナライズします。

Engage Customers with Conversational Commerce (対話型コマースでの顧客とのエンゲージ) ソリューションキッ
ト

Commerce Cloud でライブエージェントチャットまたはチャットボットを実装するときに、より充実したカス
タマーサービスを提供して、販売を促進します。ブランドロイヤルティの構築、注文状況の確認、その他
の支援をサービスエージェントに提供します。

Implement Seamless Cross-Cloud Identity (シームレスなクロスクラウド ID) の実装ソリューションキット
すべての e コマースサイトとコミュニティで顧客ごとに 1 つの ID を使用することで、顧客データを統合し
ます。1 つの ID を有効化して、製品カタログ全体で顧客の可視性を実現します。

Cross-Cloud Engagement Data Models (クロスクラウドエンゲージメントデータモデル) ソリューションキット
Marketing Cloud、Commerce Cloud、Sales Cloud、Service Clouds、Community Cloud の顧客に対して共通プロファイ
ルを作成することで、顧客ロイヤリティを高めます。標準クラウドインテグレーションを活用するための
各種顧客データの最適な記録システムを決定します。

動画を見る (英語のみ)
ユーザが Salesforce の新機能や改善された機能について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 「Focus on Report Results in Salesforce Console (Salesforce コンソールでレポート結果に焦点を当て

る)」では、変化の速い Salesforce コンソール環境でのレポートデータの表示方法を説明します。フォーカス
を失うことなくワンクリックで目的の結果にアクセスできます。

• 新しい動画 「Configure SAML Single Sign-On with Salesforce as the Identity Provider (Salesforce を ID プロバイダとし
て使用した SAML シングルサインオンの設定)」では、Salesforce 組織を ID プロバイダとして使用したシング
ルサインオンの設定方法を説明します。ユーザが各自の Salesforce ログイン情報を使用して外部アプリケー
ションにログインできるようにする方法を確認してください。
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法的ドキュメント

新たな季節を迎えるにあたって、Salesforce の法的ドキュメントが更新されました。

信頼とコンプライアンス
このリリースに関連する信頼とコンプライアンスのドキュメントへの変更の完全なリストについては、『Salesforce

Trust & Compliance Documentation (信頼とコンプライアンスに関するドキュメント)』の「Change Log (変更ログ)」を
参照してください。

744

法的ドキュメントSalesforce Winter '21 リリースノート

https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/trust-and-compliance-change-log.pdf
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/trust-and-compliance-change-log.pdf

	Salesforce Winter '21 リリースノート
	リリースノートの使用方法
	検索条件を使用した最も関心のあるニュースへの焦点の絞り込み
	Salesforce Lightning Experience および Salesforce Classic の機能の把握
	お客様のご要望
	リリースノートの変更
	フィードバックについて

	リリースの準備
	機能が使用可能になる方法と状況
	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およびデバイス
	Salesforce Classic でサポートされるブラウザおよびデバイス
	Einstein Analytics でサポートされるブラウザ

	Salesforce 全体
	Salesforce ヘルプのリリースノートで新機能と優れたユーザエクスペリエンスの情報を取得
	Winter '16 より前の Salesforce リリースのリリースノート PDF をダウンロード
	多要素認証: アカウントアクセスの保護
	1 か所での多要素認証の実装の促進
	[設定] 内の「2 要素認証」ユーザ権限と表示ラベルの名前変更

	検索
	新しい検索可能なオブジェクトが検索結果の対象に
	アジア言語での名前項目の検索結果を改善

	Salesforce Anywhere: ビジネスをリアルタイムで計画してスピードアップ (ベータ)
	クロスクラウド統合: Customer 360 ガイド、ソリューションキット
	Customer 360 ガイドの紹介
	コンシューマエクスペリエンスのトランスフォーメーション
	Turn Abandoned Carts into Completed Sales (放棄されたカートをセールス完了に変える) ソリューションキット
	Redeem Coupons (クーポンの利用) ソリューションキット
	Order on Behalf of a Customer (代理注文) ソリューションキット
	Personalize Marketing Recommendations (パーソナライズされたマーケティング推奨項目) ソリューションキット
	Keep Customers in the Loop with Transactional Email (トランザクションメールで顧客に最新情報を伝える) ソリューションキット
	View Order History and Cancel Orders (注文履歴の参照および注文のキャンセル) ソリューションキット
	Engage Customers with Conversational Commerce (対話型コマースでの顧客とのエンゲージ) ソリューションキット
	Implement Seamless Cross-Cloud Identity (シームレスなクロスクラウド ID) の実装ソリューションキット
	Cross-Cloud Engagement Data Models (クロスクラウドエンゲージメントデータモデル) ソリューションキット
	Run Conversational Campaigns for WhatsApp (WhatsApp での対話形式キャンペーンの実行) ソリューションキット
	Run Conversational Campaigns for SMS (SMS での対話形式キャンペーンの実行) ソリューションキット
	Communicate Store Changes (ストアの変更のお知らせ) ソリューションキット
	Schedule an Appointment (予定のスケジュール) ソリューションキット
	Facilitate Curbside Pickup (駐車場での受け取りの促進) ソリューションキット



	Lightning Experience エンゲージメント: アプリケーション内ガイダンスとヘルプメニュー
	新規作成ページ、編集ページ、コピーページへのアプリケーション内ガイダンスの追加
	アプリケーション内ガイダンスへのカスタムテーマ色の追加
	アプリケーション内ガイダンスへの直接リンクの共有
	ヘルプメニューからの Trailhead の検索
	ヘルプメニューへのより多くのカスタムリソースの追加
	Salesforce アプリケーション内コンテンツについて

	Salesforce アンケート: 参加者の環境の改善、アンケートテンプレート、他
	データに基づくアンケートページの表示
	メール内のアンケートの質問のパーソナライズ
	300 人のユーザへのメールでのアンケートへの招待
	テンプレートアンケートを使用して同僚の作業をすばやく開始
	ページでの質問の並び替え
	コピー元のアンケートからの翻訳の保持
	右から左へ記述される言語で回答するときの参加者の環境の改善
	メール送信除外設定の遵守
	組織のメール制限の考慮
	単一選択質問のデザインの変更

	Lightning Scheduler: 制御された直接的な外部カレンダーの操作、組み込みフロー、スケジュールの柔軟性の向上、その他
	Lightning Scheduler の予定を外部カレンダーに直接書き込む
	リソースの対応可能状況を外部カレンダーから直接確認
	まったく新しい方法での予約のスケジュール
	Lightning Scheduler フローでのカスタムスケジュールポリシーの使用
	ユーザ権限に関係なく Lightning Scheduler フローを実行
	顧客フローの管理
	Lightning Scheduler のその他の変更

	Salesforce インテグレーションを破損する可能性がある、SameSite Cookie の動作に関する Microsoft Edge の変更への準備
	Salesforce インテグレーションを破損する可能性がある、SameSite Cookie の動作に関する Firefox の変更への準備
	Optimizer アプリケーションの活用
	強調表示パネルでのより多くのレコード情報の表示
	Lightning Web コンポーネントの UI の変更
	レコードのコピーの UI への変更
	ごみ箱検索機能の削除
	Apple® Safari での設定ページおよび Visualforce ページへのアクセス
	Cisco Webex の廃止
	Skype の廃止
	タブ中心のダイアログを使い続ける方法 (更新、延期)
	デジタル信頼カードを使用した透過的なビジネスの再開

	Work.com
	サービス
	Einstein for Service
	Einstein ボット
	更新されたボットのガイド付き設定によりボットの作成をすぐに開始
	入力のおすすめを使用したインテントモデルの強化 (ベータ)
	高度な権限を使用したチームによるボット開発
	新しいマップビューのアクセシビリティ機能の活用 (正式リリース)
	Einstein ボットがより多くの言語に対応
	カスタムコンテキスト変数の対応付けによる具体的な情報の取得
	拡張ボットセッション総計値による詳細なインサイトの取得
	Einstein ボット: セッションタイムアウトの更新
	Einstein ボット: ルーティングの更新

	Einstein ケース分類
	[Einstein を試す] のおすすめが迅速化
	制御項目は省略可能
	自動更新問題のインサイトの入手
	Einstin ケース分類の予測項目の詳細

	Einstein 返信のおすすめ: 新しい柔軟な形式と複数言語のサポート
	新しいドッキングフォーマットを使用した会話の進行の維持
	8 言語の返信のおすすめによるグローバルリーチの拡大 (パイロット)

	Einstein 記事のおすすめ: より簡単なエージェントアクセスと新しいデータチェック
	Lightning Knowledge ユーザへの Einstein 記事のおすすめの表示 (更新)
	データの欠陥の早期発見と修正


	フィールドサービス
	Field Service の新しい名前
	タイムシートを使用した作業時間の追跡 (正式リリース)
	商品保証の記録
	高度な繰り返しによる予防メンテナンスの改善 (ベータ)
	サービス契約品目の合計金額の取得
	BusinessHours.add で 1 日前の正しい営業日を探す
	翻訳された作業指示件名の取得
	Field Service Scheduling
	番地レベルのルーティングを使用した移動時間の推定 (正式リリース)
	サービス予定を使用した作業の優先度の対象設定
	状態チェックの新しいテストによる健全性の確保
	ルーティングおよび最適化用の Sandbox サービスのオフロード

	Field Service Mobile アプリケーション
	カスタム通知を使用した意味のあるメッセージの送信
	タイムシートを使用した作業時間の記録 (正式リリース)
	通知のメッセージを逃さない
	再設計されたアクションランチャーによる効率化


	サービスの設定
	チャネル
	音声: Sales Cloud での正式リリース、API ツールキット、プロセス自動化ツール、コラボレーションと使いやすさの改善
	Voice を使用した Sales Cloud の強化
	強化された設定による Voice 設定時間の短縮
	Service Cloud Voice ツールキット API を使用したエージェントのための Next Best Action の提案 (正式リリース)
	音声コールレコードに基づいた Lightning フロー、プロセス、ワークフローの開始
	マクロとクイックアクションを使用した音声コールレコードでの作業の効率化
	通話記録の一時停止と再開をエージェントに許可
	機能強化された通話記録プレーヤーでの通話記録の聴取
	より直感的なユーザインターフェースを使用した適切なエージェントへの通話者の転送
	組み込みのキーパッドを使用した内線番号のダイヤル
	音声コールレコードでの Chatter を使用したコラボレーションの強化
	誤って通話を終了しないための警告の取得
	Service Cloud 音声のトランスクリプト監視を使用したトレーニングの促進
	標準レポートでの Amazon Connect 料金の追跡
	パッケージへの音声コールカスタム項目の追加
	変更されたテレフォニーインテグレーション REST API による安全性の確保

	Messaging
	リードと商談を使用したメッセージングテンプレートの作成
	メッセージングセッションオブジェクトの権限の指定
	オムニチャネルルーティング種別の名称変更
	スキルベースのルーティングルールを使用して適切なエージェントにメッセージを転送
	ブロードキャストメッセージングを使用した一対多メッセージの送信

	チャット
	オムニチャネルルーティング種別の名称変更
	スキルベースのルーティングルールを使用した適切なエージェントへのチャットの転送

	Web 用埋め込みサービス
	チャネルメニューコード設定を使用した顧客とのインタラクションの再考
	組み込みチャットおよびチャネルメニューのコード設定を使用したコミュニティのカスタマイズ
	新しいメッセージアイコンを使用したチャットの会話の追跡
	スクリーンリーダーのボットの応答の合理化


	ナレッジ
	Lightning Knowledge の共有の機能強化 (正式リリース)
	ゲストユーザおよび大規模コミュニティユーザとのナレッジ共有の使用
	公開およびアーカイブ済み記事の所有権の移行
	ドラフト記事での一括所有権変更の実行
	記事の所有権の変更の追跡

	チャネルのナレッジの改善
	リンク済み記事の権限の変更

	ルーティング
	スキルベースのルーティングの属性設定の名称変更
	オムニチャネルのスキルベースのルーティングルールを使用した、適切なスキルを持つエージェントへのチャットとメッセージのルーティング
	チャットとメッセージングのルーティングタイプの名称変更
	他のエージェント、キュー、スキルへのチャットの転送
	スーパーバイザに自分のチームのエージェントのみを表示させる (正式リリース)
	Omni-Channel Supervisor での Service Cloud 音声トランスクリプトの監視

	ケース管理
	メール-to-ケースの新しいスレッド動作によるセキュリティの強化
	事前作成済みフローによるエージェントインタラクションの向上
	事前作成済みマクロによるエージェントの生産性向上
	事前作成済みクイックテキストによる顧客とのインタラクションの合理化
	サービスの設定

	その他の変更
	サービスコンソール: 既存のレコードの重複の回避


	セールス
	High Velocity Sales
	Einstein コールコーチング
	課題とトレンド用語に関連するインサイトの表示
	音声コールの共有
	コールコーチングダッシュボードの機能強化
	より多くの通話プレーヤー機能の使用
	音声コールレコードからの Chatter へのアクセス
	通話ハイライトメールで受信する情報の追加
	より多くの設定情報の表示

	セールスケイデンスにアクセスできるユーザの制御
	別の担当へのセールスケイデンスの対象の引き継ぎ
	セールスケイデンスの対象の一時停止
	対象の状況での作業キューの絞り込み
	より構造化された作業キューで整理
	作業キューの検索条件をセッション単位で適用して作業に集中
	クリック発信先の番号の選択
	High Velocity Sales のその他の変更
	自動メールのユーザあたりの日次制限の導入
	セールスケイデンスの有効な対象に対する制限の導入
	各セールスステップで一時停止された対象数の表示
	レポートでの返信総数とリンククリック総数の表示


	Salesforce Maps
	Salesforce Maps
	Uber を利用した目的地への到着
	Lightning コンポーネントおよびフローを使用した Salesforce Maps の拡張
	テリトリー計画の配置に一致する図形レイヤのプロット
	ルートの移動時間および距離のレポート
	Lightning Experience からの複数レコードの対応付け
	Map の新しい図形レイヤ
	Salesforce Maps のその他の機能強化

	Salesforce Maps テリトリー計画
	配置の比較
	テリトリー計画データを使用した Salesforce 項目の更新
	複数の国および地域のデータセットの作成
	配置データへのアクセスと復元
	Field Service のテリトリーの計画
	大きなデータセット用のレコードの集計
	新しいコンテナの発見
	Salesforce Maps テリトリー計画のその他の機能強化

	Salesforce Maps Advanced
	外部データソースからのデータレイヤの作成
	取引先チームのメンバーへのルートの割り当て
	担当者の訪問ウィンドウの定義


	Sales Cloud Einstein
	商談スコアリングモデルの最適化
	少ないデータで Einstein リードスコアリングを有効化
	名前を変更した商談項目表示ラベルに表示される主要な要因
	商談とリードスコアリングを設定するユーザ権限の追加
	Einstein 活動キャプチャで次のレベルへ

	中核的なセールス機能
	商談
	変更された商談を一目で確認
	Einstein 商談スコアリングの改善

	コラボレーション売上予測
	外出先での売上予測の取得
	Lightning Experience の売上予測ページでの商談フェーズの更新

	エンタープライズテリトリー管理
	注文
	中核的なセールス機能のその他の変更
	ObjectTerritory2Association に追加された PK Chunking サポート
	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
	Microsoft Office 365 を Salesforce に接続する方法の増加
	Salesforce と接続済みアカウント間のデータフローの制御
	メールインサイトを使用した見込み客または取引先責任者から要求を受けたタイミングの確認
	新規ユーザによるデフォルトの共有設定の変更の防止
	ユーザの設定への追加の簡易化
	Einstein 活動キャプチャを無効にしたときの設定および構成の保持
	Activities ダッシュボードの拡張機能
	内部活動を使用した活動タイムラインの乱雑化の回避

	メール操作環境
	Lightning Experience での [対応可能時間を挿入] を使用したミーティング時間の簡単な調整
	最適なタイミングでのリストメールの送信
	新しい最大サイズ 35 MB での大きなメールの作成
	デフォルトのメールの文字コードを UTF-8 に変更
	デフォルトの送信エラーアラートを使用した取引先責任者およびリードの合理化

	メールテンプレート
	魅力的なメールテンプレートのインタラクティブな作成

	Salesforce Inbox モバイル
	WDC
	従来の Work.com の WDC への変更


	Google とのインテグレーション
	Gmail™ インテグレーション
	Einstein 活動キャプチャが有効な場合に Gmail インテグレーションから手動でメールを記録
	Inbox を備えた Gmail インテグレーションでの対応可能時間の挿入の改善
	Inbox を備えた Gmail インテグレーションからメール追跡の位置情報を削除

	Lightning Sync for Google

	Microsoft® とのインテグレーション
	Outlook® インテグレーション
	古いバージョンの Outlook および Windows での Outlook インテグレーションのサポート継続
	Einstein 活動キャプチャが有効な場合に Outlook インテグレーションから手動でメールを記録
	Outlook インテグレーションでの共有メールボックスとカレンダーのサポート
	Inbox を備えた Outlook インテグレーションでの対応可能時間の挿入の改善
	Inbox を備えた Outlook インテグレーションからメール追跡の位置情報を削除

	Lightning Sync for Microsoft® Exchange®
	Salesforce の新規のお客様は Lightning Sync を使用不可
	一部の Microsoft Office 365 ユーザに必要な設定変更

	Salesforce for Outlook
	Salesforce for Outlook の廃止スケジュール
	サービスが中断された場合のアクセスの復元
	バージョン固有の Salesforce for Outlook リリースノートの検索


	Salesforce CPQ と Salesforce Billing
	Salesforce CPQ
	見積品目エディタに表示される見積項目の動的な制御
	商談のない注文の作成
	修正時のアドオン商品の販売、および過去の日付にさかのぼって有効になる修正の回避
	ソリューションキットで CPQ と B2B Commerce を接続
	商品と価格設定データの同期ソリューションキット
	カートと見積のリンクソリューションキット
	カートとキャッシュのリンクソリューションキット

	見積品目エディタの商品のおすすめを使用した営業担当の売上増大
	Salesforce Shield を使用したデータの保護
	見積品目の番号項目の値が一意であることを確認する検証の追加
	使用量ベースの価格設定を使用する組織での注文商品を有効化する権限の変更
	CPQ および Advanced Approvals の権限セットライセンスへの移行が完了

	Salesforce Billing
	顧客が何を購入したかの理解
	CPQ 見積を使用しない注文および注文商品の作成
	Salesforce Billing オブジェクトの財務アクションに関する情報の収集
	請求期間に基づくキャンセルおよび修正の計算の調整
	テストゲートウェイアダプタを使用した Salesforce Billing 支払機能の実証
	Salesforce Billing での外部承認済み支払の捕捉
	請求期間作成ロジックの更新


	Sales Cloud のその他の変更
	Salesforce Inbox の組織レベルのメール追跡設定の確認 (更新)


	Industries
	Health Cloud
	Winter '21 アップグレードの前提条件
	インテリジェントなドキュメントの自動化: 患者サービスおよびサポートの受け入れの合理化
	受け入れドキュメントのより適切な処理
	紹介の管理
	受け入れドキュメントのデータの暗号化

	Intelligent Sales: モバイルでのフィールド在庫管理、商品の逐次化、他
	外出先での在庫の管理
	シリアル番号を使用した商品の追跡
	訪問中に承認された注文でのシリアル番号の追跡
	Chatter 投稿通知を使用して常に転送要求を把握
	インテリジェントなセールスのその他の変更

	Einstein Analytics for Healthcare の機能強化により使用事例に合わせてヘルスケアアプリケーションをカスタマイズ
	Health Cloud の新規および変更されたオブジェクト
	Health Cloud の新規アプリケーションビルダーコンポーネント

	Financial Services Cloud
	Financial Services Cloud の住宅ローン: 事前作成済みのコミュニティと新しいフローによるカスタマーエクスペリエンスの拡張
	Financial Services コミュニティを使用したローン処理のスピードアップと融資担当者の支援
	新しい Financial Services クライアントポータルでのセルフサービスコミュニティの設定
	新しい Financial Services コンポーネントを使用したコミュニティのカスタマイズ

	新しい Financial Services Cloud フローとフロー画面コンポーネント
	セルフサービスヘルプ標準フローテンプレートの追加
	Financial Services コミュニティの新しいフロー画面要素の使用

	新しい概要ビュー Lightning アプリケーションビルダーコンポーネントの使用
	住宅ローンオブジェクトレコード変更通知の取得
	ローン申込の作成または更新と、単一のエンドポイントからのレコードの更新/挿入
	ローン猶予ソリューションの作成
	Analytics for Mortgage: Analytics for Mortgage アプリケーションによる売上増

	Financial Services Cloud の保険: 世帯の保険契約の統合ビュー、保険契約のレコードタイプの検索条件、取引先リレーションのサポート
	保険契約コンポーネント: 世帯の保険契約、レコードタイプの検索条件、その他
	世帯のすべての保険契約の統合ビューをエージェントに提供
	保険契約リストと関連指標の合理化
	保険契約レコードを保険契約コンポーネントから直接追加

	取引先リレーションを使用した保険レコードへのパートナーアクセスの簡素化
	[印刷用に表示] を使用した保険レコードの詳細の印刷
	Analytics for Insurance: 予測アプリケーションテンプレート、日付の絞り込み、営業マネージャデータアクセス
	Einstein Discovery for Insurance Analytics で保険契約更新を最大限に増やす
	会計年度カレンダーによるデータの絞り込み
	営業マネージャのデータアクセスのカスタマイズ


	Financial Services Cloud の Wealth Management: 新しい予測機能
	Predict Client Churn Risk for Wealth Management (Wealth Management の顧客離れリスクの予測)
	Predict the Likelihood to Add Assets for Wealth Management (Wealth Management に資産を追加する可能性の予測)

	準拠データ共有: 準拠を強化するための高度なデータ共有設定 (正式リリース)
	Actionable Relationship Center: 複雑なリレーションと関連リストの管理
	Financial Services Cloud モバイル用 Lightning コンポーネントで生産性を高める
	Financial Services Cloud におけるレコードの積み上げ集計
	ケースレコードの積み上げ集計を使用した世帯ケースの可視化
	レコードの積み上げ集計の最適化
	レコードの一括積み上げ集計の改善されたパフォーマンスおよび詳細な制御

	インタラクション日付の計算の迅速化
	ID ドキュメント項目の暗号化
	新規および変更された Financial Services Cloud オブジェクト項目
	Financial Services Cloud の新規および変更されたメタデータ型
	REST API

	Public Sector Solutions: ライセンスと許可の管理をよりシンプルに、高速に、そして透過的に (正式リリース)
	Public Sector Solutions を使用した行政サービスの変革
	容易に設定できるデータモデルによる多様な認証プロセスの定義
	階層ビューコンポーネントを使用した申込の統合ビューの提供
	検査管理モバイルアプリケーションによる効果的な検査の計画
	代理指定人のライセンスと許可証のニーズに合わせた機能が豊富なポータルの作成
	代理指定人による申請のプランと優先順位付けを支援する
	動的フォームによる多様なライセンスと許可証のニーズへの対応
	自動承認プロセスによるライセンスと許可証の発行の高速化
	コード違反の追跡と規制基準へのコンプライアンスの適用
	Public Sector Solutions の新しいオブジェクト
	Public Sector Solutions の新しいメタデータ型

	Consumer Goods Cloud: 直接店舗配送、訪問推奨などの機能
	Einstein 訪問のおすすめ: 適切なタイミングでの適切な店舗への訪問を計画
	配送 ToDo を使用した店舗へのタイムリーな配送
	訪問の実行: 柔軟性と生産性の向上
	Consumer Goods 標準オブジェクトに基づいたカスタム ToDo の作成
	訪問の絞り込みと並び替え

	Consumer Goods Cloud のその他の変更
	店舗のリテールエグゼキューションの強化
	Consumer Goods Cloud の新しいオブジェクト

	Manufacturing Cloud: 払い戻し (パイロット)、機能強化された取引先販売予測
	払い戻し管理: 払い戻し処理のワンストップソリューション (パイロット)
	払い戻し金額を容易に計算するための払い戻しプログラムの定義 (パイロット)
	払い戻し支払の処理 (パイロット)
	コミュニティを介してパートナーに払い戻し情報を提供 (パイロット)

	販売計画の更新と取引先販売予測の計算の柔軟性の向上
	販売計画の更新期間の開始を定義して今後に備える
	販売計画を指定してより高い精度で取引先販売予測を計算
	取引先販売予測での商談確度の使用
	商談商品スケジュールを使用した取引先販売予測の改善 (パイロット)

	Lightning External Apps ライセンスでの製造業パートナーコミュニティテンプレートの使用
	Einstein Analytics for Manufacturing: 目標分析、マネージャのデータアクセス制御
	目標に対する営業パフォーマンスの追跡
	営業マネージャのデータアクセスのカスタマイズ

	変更された Manufacturing Cloud メタデータ型
	変更された Manufacturing Cloud Tooling API オブジェクト

	一括管理: 数回のクリックでの大量のデータの処理 (パイロット)
	大量のレコードを処理するための一括処理ジョブの定義 (パイロット)
	一括処理ジョブのスケジュール (パイロット)
	一括処理ジョブの監視 (パイロット)

	Data Processing Engine: まったく新しい方法での組織のデータの変換 (パイロット)
	数回のクリックでのデータの変換 (パイロット)
	Data Processing Engine の実行 (パイロット)
	Data Processing Engine の状況の追跡 (パイロット)

	公衆衛生向け緊急時対応管理
	Winter '21 アップグレードの前提条件


	Analytics
	Einstein Analytics の新しい名前の導入: Tableau CRM
	レポートとダッシュボード
	メールで配信されるレポート結果の受信登録 (正式リリース)
	カスタムレポートタイプへの項目の自動追加 (ベータ)

	Einstein Analytics
	設定およびデータインテグレーション
	Sync Out を使用した Snowflake の古い Salesforce データの回避 (ベータ)
	レシピから Snowflake への Einstein Analytics データセットの書き込み (正式リリース)
	次世代のデータプレップを使用したデータプレップ (正式リリース)
	データプレップでより多くの関数を使用して計算済み数式列を作成
	コードを使用しないクリックのみの日時変換を使用した日付の計算
	集計関数を使用した統計の迅速な計算
	レシピでのプレビュー表示数の増加
	データプレップレシピの行レベルセキュリティの管理
	データマネージャからワンクリックでデータセットを編集
	[設定] からの自動インストール Analytics アプリケーションの監視と更新

	事前作成済みテンプレートおよびアプリケーション
	Revenue Operations Analytics アプリケーションでの営業パフォーマンスに関するインサイトの改善

	アプリケーションの構築
	一部のテーブル列の固定と、残りの列のスクロール
	グループ化された列のすばやい展開または折りたたみ
	ディメンションの 1 クリックアクションのカスタマイズ
	Snowflake でのデータに関するインサイトの直接的な取得 (正式リリース)
	ローカルタイムゾーンの日時データを使用したインサイトの精度の向上 (ベータ)
	条件付き書式を使用したダッシュボードテキストの主要な総計値の強調
	ロック済みまたは非表示の検索条件を使用した組み込みダッシュボードのデータの保護
	再利用可能なダッシュボードコンポーネントを使用したダッシュボードの作成および管理の時間の節約 (パイロット)
	ダッシュボードのより多くのデータのファセットを追加
	自動インストールの Analytics テンプレートの作成
	イベントログファイルの Einstein Analytics データのダウンロードを表示する

	Einstein Discovery
	カスタム改善テキストを使用したユーザアクションのガイド
	プロセス自動化数式の結果の予測
	ストーリーの 1 つの変数の高カーディナリティの有効化
	データが正規分布かどうかの視覚的な判断
	自動更新を使用したモデルの定期的な更新
	データセット変更通知と適用された検索条件による最新情報の入手
	データプレップ中のデータセットへの予測の組み込み (パイロット)
	機密変数を使用したストーリーの異種影響の最小化
	テンプレートを使用したストーリーの作成の迅速な開始
	適切に調整された XGBoost および GBM モデル
	Salesforce 組織での外部モデルの実装 (パイロット)
	ランダムフォレストアルゴリズムを使用した正確なモデルの作成 (パイロット)
	説明を使用したストーリーバージョンへの注釈の追加
	分析中のストーリーの作成のキャンセル
	Einstein Discovery ストーリーの迅速な読み込み
	Einstein 予測サービスで予測の焦点を絞る

	すべてのユーザのための Analytics
	Einstein Analytics ウォッチリストによる重要な総計値の監視 (正式リリース)
	レンズおよびダッシュボードウィジェットを登録してタイムリーな最新情報をメールで取得 (正式リリース)
	ダッシュボードおよびレンズの画像を共有するユーザの制御
	モバイルアプリケーション
	カスタムリンクによるレコードページからダッシュボードへのアクセス
	Android 用の Salesforce モバイルアプリケーションでの Einstein Analytics の使用
	Einstein Analytics for iOS/Android の Winter '21 バージョンへのアップグレード
	モバイルオフラインを使用して Analytics をあらゆる場所で使用 (ベータ)
	Einstein Analytics for iOS のその他の機能強化
	Einstein Analytics for Android のその他の機能強化



	SAQL の新機能
	Einstein Analytics のカスタム会計年度サポートの取得 (正式リリース)
	SAQL で複数値項目を文字列項目に変換 (ベータ)
	1 つのカスタムタイムゾーンを使用したローカルタイムゾーン固有のクエリの作成 (ベータ)
	SAQL クエリでの三角関数と ASCII 変換関数の使用
	より多くの会計年度データの関数を使用した日付情報へのアクセス



	Salesforce Einstein
	コマース
	Salesforce 注文管理
	プロセス例外の管理
	返品承認の管理
	新しく更新された注文管理フローへのアクセス
	カスタム番号および状況を使用した注文概要の作成
	カスタム支払方法の処理

	Lightning B2B Commerce
	外部ユーザによる外部管理取引先のユーザの代理購入および管理
	改善された注文概要コンポーネントの使用
	Time to Live を使用した正確なチェックアウト情報の提供
	B2B Commerce インテグレーションダッシュボードを使用した迅速な接続
	配送方法コンポーネントを使用した配送オプションの表示
	購入者へのボリューム割引に関するわかりやすい情報の提供
	価格設定ワークスペースでの B2B Commerce 価格設定の管理
	1 箇所でのすべての商品の確認とアクションの実行
	関連付けられているストアの表示と商品の検索機能の管理
	価格設定とエンタイトルメントを表示するためのストアへの購入者グループの関連付け
	ストアの検索結果のブックマーク
	検索結果がない場合の環境の簡単な取得
	商品検索結果のブレッドクラムの表示または非表示
	すべてのカート品目の追加、リストの名前変更、リストの削除 (ベータ)
	カートエラーの永続的な非表示


	コミュニティ
	Community Cloud に代わる Experience Cloud の登場
	Lightning コミュニティ
	予定されている CSP の変更に備えたコミュニティの準備
	[ページ] メニューを使用したページおよび URL の管理
	レコードベース条件によるレコード詳細ページへの利用者の適用
	[印刷用に表示] による Lightning コミュニティレコードの詳細とリストの印刷
	Bolt ソリューションのタイルメニューのパッケージ化
	外部ユーザが外部管理取引先を使用して他のユーザを管理できるようにする
	トピックコンポーネントのトピック ID 項目の復活

	開発者の生産性
	LWC ベースのテンプレートを使用した迅速かつ効率的な環境の構築 (パイロット)
	コミュニティによる lightning:hasPageReference、および lightning:navigation のデフォルト項目値のサポート

	ゲストユーザ
	[ゲストユーザのレコードアクセス権を保護] を無効化できない
	ゲストユーザによって作成されたレコードのデフォルトの所有者への自動的な割り当て (以前にリリース済みの更新)
	ゲストユーザに対するオブジェクト権限を減らす
	ゲストユーザのオブジェクト権限の変更からのオプトアウト (以前にリリースされた更新)
	ゲストユーザプロファイルでの「すべてのユーザの表示」などの権限の削除 (以前にリリース済みの更新、適用済み)
	[ゲストユーザがこのコミュニティの他のメンバーを表示できるようにする] 設定の無効化
	管理トピックの画像のセキュリティの改善
	<apex:inputField> を使用する場合のエンティティ権限の上書き

	セキュリティと共有
	ユーザに SMS での認証を許可
	メールアドレスの変更通知のカスタマイズ

	その他の変更
	Internet Explorer 11 での Lightning コミュニティ機能のテスト終了
	Lightning コミュニティの信頼済みサイトパスで大文字と小文字を区別
	標準外部プロファイルを使用したセルフ登録やコミュニティおよびポータルへのログインをユーザに許可 (以前にリリース済みの更新)
	ユーザ設定コンポーネントおよびユーザプロファイルのサマリーと画像コンポーネントの置き換え
	大規模コミュニティユーザの記事の共有の有効化
	組み込みチャットおよびチャネルメニューのコード設定を使用したコミュニティのパーソナライズ
	最終更新日が復活


	Salesforce CMS
	コンテンツ配信ネットワーク (CDN) を使用した CMS コンテンツの提供
	ローカル画像とドキュメントの Salesforce CMS へのインポート
	フォルダを使用した Salesforce CMS コンテンツの整理
	Salesforce CMS での CMS コレクションコンポーネントのナレッジ記事のサポートを追加
	強化されたリッチテキストエディタでのより簡単なコンテンツの追加
	Salesforce CMS アプリケーションとタブをデフォルトで有効化
	Salesforce CMS でのコンテンツタイプによる絞り込み

	Files
	Connect REST API でのファイル変換の切り替え

	モバイル
	Salesforce モバイルアプリケーション
	Salesforce モバイルアプリケーションのすべての新機能
	Salesforce モバイルアプリケーションの要件の変更
	ユーザの重要なページへのショートカットの作成
	改善されたスクロールによるアプリケーションのナビゲーション
	iOS での活動タイムラインを使用した活動の追跡
	レポートの強調表示で要点を示す
	カレンダーの月表示による全体像の把握
	モバイルユーザがレコードページからダッシュボードにアクセスする方法の合理化
	Android の新しいモバイルナビゲーション項目を使用した外出中での Einstein Analytics へのアクセス
	Financial Services Cloud モバイル用 Lightning コンポーネントで生産性を高める
	Android デバイスのセキュリティパッチの更新

	App Store および Google Play の更新

	通知
	[カスタム通知を送信] アクションにユーザ権限が必要 (更新)
	ページ参照ナビゲーションを使用してカスタム通知の受信者を新しい場所に移動

	Mobile Publisher
	Marketing Cloud 通知の設定 (パイロット)
	モバイルデバイスのカメラを使用したバーコードのスキャン (ベータ)
	コミュニティアプリケーションでのユーザのナビゲーション方法のカスタマイズ (パイロット)

	Salesforce Anywhere

	カスタマイズ
	Lightning フロー
	Flow Builder
	レコードの削除前に実行するフローのトリガ
	Sandbox 組織で別のユーザとしてフローエラーをデバッグする
	キャンバス上での自動起動フローの直接デバッグ (ベータ)
	自動レイアウトでフロー要素を自動的に配置 (ベータ)
	特定の変更に対してのみ実行されるレコードトリガフローを使用してパフォーマンスを向上
	特定のレコードが変更された場合にのみフローパスを使用
	すべての Flow Builder 要素で AND、OR、およびカスタム演算子を使用する
	リンクをクリックするだけで Flow Builder エラーを特定する
	トリガを使用した自動起動フローで関連レコードデータに簡単にアクセスする
	フローのあらゆる場所で Salesforce 組織のグローバル変数を使用する
	Flow Builder での差し込み項目の表示ラベルの表示
	テキストのテンプレート設定の保存
	選択リストコンポーネントと複数選択リストコンポーネントのフロー画面プレビューでインタラクティブ機能を廃止

	Lightning フローの管理
	個別のフローとプロセスの実行時動作の変更を都合に合わせて採用する
	[設定] の [フロー] ページでフローのトリガをすばやく確認する
	フローインタビューログのフロー表示ラベルと画面表示ラベル
	共有なしのシステムコンテキストでフローを実行することによる外部ユーザのおすすめオブジェクトへのアクセス
	Salesforce Classic でレコード所有者が変更された時点でフローを実行する

	Lightning フロー拡張
	複数のオブジェクトで機能するフロー画面コンポーネントの作成 (正式リリース)
	カスタムフロー画面コンポーネントのより簡単な設定 (正式リリース)
	複数のオブジェクトで機能するカスタムフロー画面コンポーネントおよびアクションのより簡単な設定
	公開 Web サービスからフローへのアクションの簡単な追加 (パイロット)

	Lightning フローリリース更新
	同じコンテキストと同じユーザアクセス権で一時停止中のフローインタビューを再開する (更新)
	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 (更新、延期)
	呼び出し可能アクションの部分的保存の有効化 (更新、延期)
	フロー差し込み項目でのデータアクセス権の適用 (更新、延期)
	フローでの従来の Apex アクションのアクセス修飾子の考慮 (更新、延期)
	Apex クラスへの明示的なアクセス権を適用するルールの無効化 (更新、延期)
	プロセスおよびフロー数式での null のレコード変数または参照関係項目の null 値の確認 (更新、延期)
	自動項目更新によるメール通知の抑制の防止 (以前にリリース済みの更新)

	API バージョン 50.0 でのフローおよびプロセス実行時の改善

	Lightning アプリケーションビルダー
	動的フォームでレコードの詳細を分割 (正式リリース)
	動的アクションの新しい柔軟性をデスクトップ (正式リリースおよびベータ) とモバイル (ベータ) でフルに活用
	Lightning ページのパフォーマンスの分析
	Lightning アプリケーションビルダーのヘッダーとツールバーの変更
	Lightning ページをパッケージ化するときのレコードタイプの取得
	Lightning アプリケーション設定のアプリケーションのパフォーマンス (ベータ) の廃止
	Lightning アプリケーションビルダーのアクセシビリティの改善

	Einstein ビルダー: パーソナライズされたおすすめの提供 (ベータ)、予測のパフォーマンスのテスト、数値予測でのレコードの信頼性範囲と上位予測因子の表示
	Einstein のおすすめビルダーを使用したおすすめ (ベータ)
	Einstein 予測ビルダー: アクション満載のスコアカードで予測結果のエキスパートになる
	Einstein 予測ビルダー: 予測のパフォーマンスを対話形式でテスト
	数値予測でのレコードの上位予測因子と信頼性範囲の表示

	グローバリゼーション
	改善されたメール通知による翻訳のインポートエラーの理解
	ICU ロケール形式の有効化 (以前にリリース済みの更新)
	クメール語を使用するユーザとつながる
	より大きいデータ翻訳ファイルのインポートおよびエクスポート
	翻訳インポートまたはエクスポート要求は一度に 1 つだけ送信できる

	プロファイルと権限
	プロファイル検索条件オプションによる組織のセキュリティの強化
	「すべてのプロファイル参照」権限の確認
	プロファイル内の権限のコピーの制限
	Professional Edition での権限セットグループの使用
	カスタム権限の [ライセンスが必要です] オプションを確認する

	Salesforce Connect
	指定ログイン情報と外部データソースの認証へのアクセス制限
	Salesforce Connect が HIPAA に準拠
	外部オブジェクト ID の対応付けの有効期限

	Einstein Next Best Action
	HIPAA 準拠 Einstein Next Best Action によるヘルスケアデータの保存と暗号化
	音声通話レコードを使用したイベント駆動型のおすすめの作成
	Einstein おすすめビルダーを使用して、AI によるおすすめを戦略に追加 (ベータ)

	外部サービス
	従来の外部サービス登録の管理と再作成
	従来の外部サービスバージョンの廃止

	共有
	組織の共有設定と条件に基づく共有ルールの同時リリース
	[ゲストユーザの組織の共有設定と共有モデルの保護] の無効化不可

	項目
	カスタム項目の表示ラベルの HTML の表示の無効化 (更新)
	Lightning Experience での削除済み項目の管理

	カスタムメタデータ型
	カスタムメタデータ型での地理位置情報データ型リレーションのサポート
	カスタムメタデータ型の作成時にサポート対象のリレーションエンティティを表示

	一般設定
	ユーティリティバーの配置の選択
	[見積申請] アクションの表示条件の選択 (正式リリースとベータ)
	[設定] でのレコードタイプ作成の変更
	参照項目でレコード名を表示する権限の必須化 (以前にリリース済みの更新)
	標準プロファイルでの標準オブジェクト編集の無効化 (更新)


	セキュリティ、プライバシー、ID
	認証と ID
	多要素認証アシスタントを使用した多要素認証の実装
	多要素認証の用語の使用にアップグレード
	モバイルデバイス追跡を使用したデバイスの表示および取り消し
	Identity Connect を使用した権限セットと公開グループの管理
	OAuth エンドポイントへのクロスオリジン要求の実行
	Salesforce が ID プロバイダである場合の SAML メッセージの保護
	小文字の Sandbox 名を使用するための ID プロバイダ SAML 要求の更新
	OAuth 2.0 ユーザエージェントフローで更新トークンの mobileauth.salesforce.com リダイレクト URL をサポート
	「ログイン時に ID の確認をスキップ」権限の明確化

	ドメイン
	[私のドメイン] のリリース (更新)
	新しい Salesforce 組織作成時の [私のドメイン] の定義
	Visualforce、エクスペリエンスビルダー、Site.com Studio、コンテンツファイルの URL の一貫性の確保 (更新、延期)
	サイトのセキュアでない HTTP 接続を許可する設定の削除

	Salesforce Shield
	Shield Platform Encryption: ドキュメントに関連付けられたデータの暗号化、非推奨のリリース更新
	保健受付ドキュメントに関連付けられたデータの暗号化
	ID ドキュメント項目の暗号化
	Salesforce CPQ データの暗号化
	「システム管理者プロファイルから「暗号化鍵を管理」権限を削除」リリース更新の非推奨 (以前にリリース済みの更新)

	イベントモニタリング: トランザクションセキュリティの廃止、新しいイベント
	従来のトランザクションセキュリティ: 終了
	BulkApiResult イベントを使用してデータ損失の防止
	新しい ApiAnomalyEvent を使用した API クエリの異常の検出
	Event Monitoring Analytics アプリケーションの予期しない例外の分析
	イベントログファイルの Einstein Analytics データのダウンロードを表示する
	再構築された JSON 形式と脅威データのより簡単な相関付け


	その他の変更
	セキュリティ、プライバシー、ID リリースノートセクションに対する変更
	セキュリティセンターを使用したセキュリティポリシーモニタリングの合理化 (正式リリース)
	TLS 1.2 暗号化の確認と更新
	Apex Crypto クラスによる ECDSA のサポート


	Customer 360 Truth
	Customer 360 Audiences
	Customer 360 データマネージャ
	お客様とパートナーの ID
	コミュニティユーザ、顧客、パートナーが SMS で ID を確認
	コミュニティユーザ、パートナー、顧客のメールアドレス変更時に確認が必要 (更新)
	コミュニティのメールアドレス変更の検証メールのカスタマイズ

	プライバシーおよびデータコンプライアンス
	プライバシーセンター
	同意イベントストリーム


	リリース
	新しい変更セットコンポーネント

	開発
	Lightning コンポーネント
	lightning-input-rich-text ベースコンポーネントへのカスタムボタンの追加 (ベータ)
	第二世代パッケージでの Lightning メッセージチャネルのサポート
	クライアント側キャッシュのタイムアウトの増加
	ui 名前空間の Aura コンポーネントの廃止
	DOM API の変更で必要になる可能性のある UI テストの更新
	複数のオブジェクトで機能するフロー画面コンポーネントの開発 (正式リリース)
	Lightning Web コンポーネントのカスタムプロパティエディタの作成 (正式リリース)
	フローの汎用 sObject および sObject[] 入力を使用するカスタムプロパティエディタの作成
	Lightning Web コンポーネントプレイグラウンドの廃止
	リリース更新: @AuraEnabled Apex クラスへのプロファイルベースのアクセスの適用、その他
	ユーザプロファイルに基づくゲストユーザとポータルユーザの @AuraEnabled Apex メソッドへのアクセスの制限 (更新、適用済み)
	ユーザプロファイルに基づく認証済みユーザの @AuraEnabled Apex メソッドへのアクセスの制限 (更新、適用済み)
	Lightning コンポーネントの連動関係アクセス権チェックの有効化 (更新、廃止)
	暗黙的な共有での @AuraEnabled Apex コントローラの with sharing の使用 (更新、延期)
	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 (更新、延期)
	Lightning コンポーネントマークアップの Apex プロパティでのアクセス修飾子の適用 (更新、延期)
	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 (更新、延期)
	Lightning コンポーネントの安全な静的リソースの有効化 (更新、延期)


	Einstein Vision および Language
	Einstein Vision および Language OpenAPI 仕様のダウンロード
	Einstein Vision: 表示ラベルを返すエンドポイントの非推奨化と置換
	例を返す Einstein Vision エンドポイントの非推奨化

	Einstein Language: 複数言語での Einstein Intent モデルの作成
	例を返す Einstein Language エンドポイントの非推奨化


	Visualforce
	第二世代パッケージでの Lightning メッセージチャネルのサポート
	Visualforce URL の短縮
	Visualforce ページでの連続した API ナビゲーションコールの防止 (更新、延期)
	<apex:inputField> の新しい属性によるエンティティ編集権限の上書き

	Apex
	安全なナビゲーション演算子を使用した Null ポインタ例外の回避
	Apex コールアウトの PATCH HTTP メソッドを使用したリソースの更新
	Apex からのカスタム通知の送信
	RequestId および Quiddity を使用した実行時の Apex コンテキストの検出
	新しい sObject エラーメソッドを使用した Apex テストの改善
	最大 50,000 件の Big Object レコードの一括削除
	@namespaceAccessible アノテーションのサポートの強化

	API
	Composite 要求の強化

	パッケージ化
	Salesforce CLI を使用したパッケージツリーの視覚化
	ロック解除済みの第二世代管理パッケージへのアップグレードのスケジュールおよび転送 (正式リリース)
	不要なパッケージおよびパッケージバージョンの削除
	パッケージエラー通知の取得
	ロック解除済みパッケージのコードカバー率の適用
	パッケージバージョン作成テストでのパッケージ化されていないメタデータの指定 (パイロット)
	ライセンス管理組織での多要素認証の設定
	使用できなくなるブランチパッケージ組織

	スクラッチ組織: 組織シェイプと新機能
	組織のシェイプを使用したスクラッチ組織の作成の簡易化 (ベータ)
	機能が追加されたスクラッチ組織の作成

	プラットフォーム開発ツール
	Salesforce CLI のプレリリースバージョンのインストール

	Lightning Design System: スタイル設定フックおよび他のコンポーネントブループリントの機能強化
	Lightning Design System スタイル設定フックを使用したコンポーネントのカスタマイズ (ベータ)
	ダブルダッシュの BEM 表記の廃止
	Lightning Design System コンポーネントブループリントの更新

	AppExchange パートナー
	AppExchange の Marketplace Analytics の地域別の活動の概要を使用して、リスト活動を促進している場所を確認
	AppExchange の App Analytics シミュレーションモードを使用したカスタムインテグレーションのテスト

	変更データキャプチャ
	追加項目による変更イベントメッセージの強化 (ベータ)
	追加のオブジェクトに関する変更イベント通知の受信

	プラットフォームイベント
	ユーザインターフェースからのプラットフォームイベントトリガ登録の管理
	イベント公開および配信の利用状況の監視
	プラットフォームイベントメッセージの公開後の Apex コールアウトの実行
	大規模プラットフォームイベント公開操作の状況の取得 (ベータ)

	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
	新規追加または変更された Lightning Web コンポーネント
	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
	新規追加または変更された Aura コンポーネント

	Apex: 新規および変更された項目
	Cache 名前空間
	LxScheduler 名前空間
	System 名前空間

	ConnectApi (Connect in Apex): 新規および変更されたクラスおよび Enum
	新規および変更された Connect in Apex クラス
	新規および変更された Connect in Apex 入力クラス
	新規および変更された Connect in Apex 出力クラス
	新規および変更された Connect in Apex Enum

	API: 新規および変更された項目
	新しいオブジェクトと変更されたオブジェクト
	新規追加または変更された標準プラットフォームイベント
	REST API
	SOAP API
	WSDL のデータ型の変更
	新規、変更、および廃止されたコール

	Connect REST API
	新規および変更された Connect REST API リソース
	新規および変更された Connect REST API リクエストボディ
	新規および変更された Connect REST API レスポンスボディ

	Einstein Analytics REST API
	新規および変更された Einstein Analytics REST API リソース
	新規および変更された Einstein Analytics REST API リクエストボディ
	新規および変更された Einstein Analytics REST API レスポンスボディ

	ユーザインターフェース API
	Bulk API 2.0
	Tooling API の新規オブジェクトと変更されたオブジェクト
	メタデータ API



	Quip
	Quip Setup Starter 管理パッケージを使用した Quip for Customer 360 機能の発見
	Quip と Salesforce での Quip テンプレートの管理 (テンプレートライブラリ)
	組み込み Quip テンプレートでの総計値を使用したユーザエンゲージメントに関するレポート
	Quip 文書へのインラインの Salesforce レコード項目の追加 (データメンション)
	Salesforce ライブデータを使用した Quip でのリレーションの対応付けの作成
	Salesforce レコード権限を使用したリンクされた Quip 文書へのアクセス権の決定
	Quip での Salesforce のライブデータの管理
	Salesforce への Quip 接続状況のテスト
	Quip での検索条件を使用した Salesforce リストビューのカスタマイズ
	Quip for Customer 360 の設定、有効化プロセス、その他の機能強化の簡略化
	新しい Quip API を使用したカスタムオートメーションの作成

	Pardot
	Pardot メール環境: メールのデザイン変更
	エンゲージメールの簡単な作成
	メール用の Salesforce CMS からの画像の挿入
	Lightning Experience での集計メール総計値の確認
	Lightning Experience でのメールのプレビューとテスト
	メール送信の定義

	分析とレポート
	Pardot Einstein 属性の成功マイルストンの選択
	新しいキャンペーンインサイトを使用した顧客の理解
	よりわかりやすい B2BMA ダッシュボード総計値の取得
	プロスペクトのカスタム項目データの迅速な取得 (ベータ)
	Pardot でのより正確なメールの開封およびクリック率の表示
	自信を持ってリストメール統計を再計算

	マーケティングアセットとドメイン
	Pardot プラグインでの WordPress ブロックエディターのシームレスな使用
	Salesforce SSO を使用した WordPress プラグインの認証
	新しい Pardot トラッカードメインの自動的な保護
	任意のトラッカードメインを使用したより多くの Pardot アセットのカスタマイズ

	取引先の取引先責任者関連リストからのプロスペクトリストへの追加
	解決済みエラーを使用したより簡単なプロスペクトの同期
	標準キャンペーンインフルエンスレポートでのよりクリーンなデータの取得
	ObjectChangeLog の廃止
	プロスペクトの位置の自動入力は一時的に使用不可
	Internet Explorer 11 の Pardot サポートを 2020 年 12 月 31 日に廃止
	Pardot API: 新規および変更された項目
	Pardot API バージョン 5 (ベータ)

	マーケティング
	リリース更新とセキュリティアラート
	リリース更新による 1 か所での組織変更の表示 (正式リリース)
	リリース更新と同じ場所でのセキュリティアラートの検索
	リリース更新

	その他の Salesforce 製品とサービス
	myTrailhead
	簡単な 1 ステップでの myTrailhead へのログイン

	コンテンツへのスポットライト
	1 か所ですべての ID コンテンツにアクセス
	Salesforce ソリューションキットを使用したクロスクラウドソリューションの解決
	動画を見る (英語のみ)

	法的ドキュメント


