
1 新機能追加 

SkyVisualEditor V3.5 新機能 

リリース：2014/7/13 

1.1 Salesforce1アプリケーション開発対応 
 既存のブラウザ画面（フルサイト）と同様に、Salesforce1アプリケーション画面も開発でき

るようになりました。 

 Salesforce社と同様、サポート対応範囲は各種デバイスのアプリ、ブラウザになります。 
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デバイス アプリ、ブラウザ 

PC ブラウザ（Chrome™） 

モバイル 

iPad、iPhone Salesforce1アプリ、ブラウザ（Safari ®） 

Android Salesforce1アプリ、ブラウザ（Chrome™） 

※正式にSalesforce社がサポートしているデバイス、ブラウザについては以下ヘルプページを
確認ください。 

 http://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=sf1_requirements.htm 

  

フルサイト画面（既存のブラウザ画面）での表示、動作と、Salesforce1画面（アプリ、特定ブ
ラウザ）での動作で異なる点を以下の一覧に示します。 

No 変更箇所 変更内容 
1 カスタムルックアップ [フルサイト] 

カスタムルックアップテンプレー
トで作成した画面が別ウィンドウ
として表示 

[Salesforce1] 
カスタムルックアップテンプレー
トで作成した画面が現在のウィン
ドウ内に表示。画面全体に表示さ
れることによってタップしやすい
ように変更。 

2 ヘルプテキスト [フルサイト] 

 アイコンをマウスオーバーして
ヘルプテキスト表示 

[Salesforce1] 
 アイコンをタップしてヘルプテ
キスト表示 

3 詳細パネル [フルサイト] 

以下レイアウトにおいて画面右端、
下端に詳細パネル画面が表示。 

・Salesforceレイアウト 

・検索テンプレート画面 

以下レイアウトは自由な位置に詳
細パネル画面が表示。 

・自由レイアウト 

[Salesforce1] 
自由レイアウトのみで詳細パネル
画面が表示。 

http://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=sf1_requirements.htm
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4 ツールチップ [フルサイト] 
項目ラベルをマウスオーバーして
ツールチップを表示 

[Salesforce1] 
項目ラベルをタップしてツール
チップを表示 

5 複数選択リスト [フルサイト] 
選択肢が未選択、選択済みが分か
るようにリスト表示 

[Salesforce1] 
選択リスト項目のようなUIで省ス
ペース表示するように変更。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 関連リスト [フルサイト] 
各関連リストのボタン、リンクか
ら別画面に遷移 

[Salesforce1] 
各関連リストのデータレコードの
みを表示し、ボタン、リンクを非
表示に変更。 
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またSalesforce1に対応するために、Studio画面にも下記の変更をしました。 

No 変更箇所 変更内容 

1 ページスクリプト Studio画面にて用意している
JavaScriptのサンプルコードに
Salesforce1で動作可能なものを追
加。 

2 画面遷移先 各ボタン、リンクによって画面遷移
する処理をSalesforce1に対応。処
理の種類によって画面遷移設定方法
等がフルサイトの場合と異なるため、
詳細仕様はヘルプドキュメントを参
照のこと。 



1.2 「Apexクラス拡張」のApexクラスをStudio画面から記述可能に 
 機能拡張や、既存Apexクラス処理を取り込むために「Apexクラス拡張」機能を利用して、作

成画面からApexクラスにて実装した処理を呼び出すことが可能です。しかしその為には、Apex

クラスを開発者がSalesforce組織に自らデプロイをする必要がありました。 

 当機能によって、Studio画面からデプロイすることが可能になりました。また画面作成時に同

時にデプロイ可能となったため、設定までの手間が非常に短縮されることとなりました。 
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【 Studio画面 】 

【 Salesforce画面 】 



1.3 画面表示項目を動的に 表示／非表示 制御可能に 
 ある項目に値を入力すると、画面上の別の項目が表示、または非表示になるといった動的に表

示内容が変化する画面を作成可能になりました。 

 画面に表示している項目への入力値によって、以下コンポーネントを表示、または非表示制御

することが可能です。 
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ページブロック 複数行 

データテーブル 

ページブロック 

セクション 

行動結合 

テーブル 

パネルグリッド カスタムボタン 

データテーブル カスタムリンク 

SkyVisualEditor V3.5 新機能 



1.4 画像スライドショー表示機能 [AppComponent提供] 
 複数の画像をスライドショー形式で表示可能なコンポーネントが追加されました。画像をスラ

イドショー形式での表示、サムネイル画像の表示も可能です。 

 表示する画像ファイルは以下が指定表示可能です。 

 ・Chatterファイル 

 ・URL指定（Salesforce組織外も可能） 

 尚、Dashboardレイアウトのみで使用可能となっています。 
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【 Salesforce画面 】 



2 機能改善 
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2.1 「キャンペーン」オブジェクトが利用可能に 
 「キャンペーン」オブジェクトを主オブジェクト、またはデータテーブル、複数行データテーブル

コンポーネント（主オブジェクトと関連しないオブジェクト）として配置可能になりました。 
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2.2 データテーブルのヘッダーが固定可能に 
 テーブル形式で表示する以下のコンポーネントのヘッダーを固定表示することができるように

なりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 今まではテーブルに表示するレコード数が多い場合、テーブル内でスクロールするとヘッダー

行が一緒にスクロールして隠れてしまいましたが、ヘッダー行を常に表示することが可能になり

ました。 
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データテーブル 複数行 

データテーブル 

行動結合テーブル 

【 Salesforce画面 】 
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2.3 カスタムルックアップ画面の検索条件(テキスト形式)を演算子指定可能に 

 カスタムルックアップテンプレート画面の検索条件項目（テキスト形式）は常に部分

一致である “含む” 検索でしたが、画面作成時に完全一致である “一致する” 検索も設定

可能になりました。 

 ”含む” 検索は利用者にとって利用しやすい形式でしたが、追加されて ”一致する” 検索

は、検索実行時にデータ取得速度を速めるために有効な手段となります。 
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2.4 カスタムルックアップの検索条件（選択リスト形式）値の並び順を昇順に設定 

 カスタムルックアップテンプレート画面の検索条件項目（選択リスト形式）に表示さ

れる選択リスト値に並び順を昇順に設定するようになりました。 
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【 Studio画面 】 

【 Salesforce画面 】 
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2.5 「データテーブル」の画面配置数を増加（10 -> 30） 

 以下テーブルコンポーネントの合計配置上限数を10から30に拡張しました。 
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2.6 「手書き」コンポーネントをPDF画面で表示できるように対応 

 タブレットのようなタッチデバイスでサインが書ける「手書き」コンポーネントが

PDF画面でも表示可能になりました。入力／編集用として提供していた「手書き」コン

ポーネントでしたが、PDF画面での表示も可能になりました。 
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データテーブル 

複数行 

データテーブル 

行動結合テーブル 

【 Studio画面 】 

【 Salesforce画面 】 
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2.7 Studio画面でPDFページ作成時に目安サイズを自動設定可能に 

 Studio画面でPDF用画面を作成時、用紙のサイズ、向き、余白設定によって1ページに

収まるように画面全体の表示サイズ（幅、高さ）を手動で調整する必要がありましたが、

目安となるサイズを自動設定する機能を追加しました。画面開発者がより使いやすい機

能追加になります。 

9 

SkyVisualEditor V3.5 新機能 

【 Studio画面 】 
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2.8 「一括編集」、「一括削除」ボタンが別々に配置できるように対応 

 テーブルに複数レコードを一括で編集、削除する可能な「一括編集・削除」ボタンが

あります。しかし編集権限、または削除権限がない利用者はボタンが非表示となり、一

括編集だけを行うことができませんでした。そこで「一括編集」ボタン、「一括削除」

ボタンそれぞれに分けることにより、一括編集のみ、または一括削除のみが可能になり

ました。 
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【 Studio画面 】 
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2.9 「本日日付」コンポーネントに欧米用の日付フォーマットを追加 

 本日日付を画面に表示するコンポーネントは主に日本向けの表示でしたが、欧米での

当コンポーネントの利用ユーザーが増えてきたため、下記フォーマットを追加しました。 
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【 Studio画面 】 

 ・MM/dd/yyyy 

 ・MM/dd/yy 

 ・M/d/yy 

 ・M/d/yyyy 

 ・MM-dd-yy 

 ・M-d-yy 

 ・M-d-yyyy 

 ・MM-dd-yyyy 


