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This presentation contains forward-looking statements about the Company’s financial and operating results, which may include expected GAAP and non-GAAP 
financial and other operating and non-operating results, including revenue, net income, earnings per share, operating cash flow growth, operating margin 
improvement, expected revenue growth, expected current remaining performance obligation growth, expected tax rates, stock-based compensation expenses, 
amortization of purchased intangibles, shares outstanding, market growth, environmental, social and governance goals, expected capital allocation, including 
mergers and acquisitions (such as the proposed acquisition of Slack Technologies, Inc.), capital expenditures and other investments, expectations regarding closing 
contemplated acquisitions and contributions from acquired companies. The achievement or success of the matters covered by such forward-looking statements 
involves risks, uncertainties and assumptions. If any such risks or uncertainties materialize or if any of the assumptions prove incorrect, the Company’s results could 
differ materially from the results expressed or implied by the forward-looking statements it makes.  The risks and uncertainties  referred to above include those 
factors discussed in Salesforce’s reports filed from time to time with the Securities and Exchange Commission, including, but not limited to: risks associated with 
our ability to consummate the proposed Slack Technologies, Inc. transaction on a timely basis or at all; our ability to successfully integrate Slack Technologies, Inc.’s 
operations; our ability to realize the anticipated benefits of the proposed transaction; the impact of Slack Technologies, Inc.’s business model on our ability to 
forecast revenue results; disruption from the transaction making it more difficult to maintain business and operational relationships; the impact of, and actions we 
may take in response to, the COVID-19 pandemic, related public health measures and resulting economic downturn and market volatility; our ability to maintain 
service performance and security levels meeting the expectations of our customers, and the resources and costs required to avoid unanticipated downtime and 
prevent, detect and remediate performance degradation and security breaches; our ability to secure and costs related to data center capacity and other 
infrastructure provided by third parties; our reliance on third-party hardware, software and platform providers; the effect of evolving domestic and foreign 
government regulations, including those related to the provision of services on the Internet, those related to accessing the Internet, and those addressing data 
privacy; current and potential litigation involving us or our industry, including litigation involving acquired entities such as Tableau; regulatory developments and 
regulatory investigations involving us or affecting our industry; our ability to successfully introduce new services and product features, including any efforts to 
expand our services beyond the CRM market; the success of our strategy of acquiring or making investments in complementary businesses and strategic 
partnerships; our ability to compete in the market in which we participate; the success of our business strategy and our plan to build our business; our ability to 
execute our business plans; our ability to continue to grow unearned revenue and remaining performance obligation; the pace of change and innovation in 
enterprise cloud computing services; the seasonal nature of our sales cycles; our ability to limit customer attrition and costs related to those efforts; the success of 
our international expansion strategy; the demands on our personnel and infrastructure resulting from significant growth in our customer base and operations; our 
dependency on the development and maintenance of the infrastructure of the Internet; our real estate and office facilities strategy and related costs and 
uncertainties; fluctuations in, and our ability to predict, our operating results and cash flows; the variability in our results arising from the accounting for term 
license revenue products; the performance and fair value of our investments in complementary businesses through our strategic investment portfolio; our ability to 
protect our intellectual property rights; our ability to develop our brands; the valuation of our deferred tax assets and the release of related valuation allowances; 
uncertainties regarding our tax obligations in connection with potential jurisdictional transfers of intellectual property; uncertainties regarding the effect of general 
economic conditions; and risks related to our debt and lease obligations.
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スピーカー紹介 

 

湯田大貴 (Hiroki Yuda)  

2019年セールスフォース･ドットコムに新卒と
して入社。以後、テクニカルエバンジェリスト
としてAppExchangeパートナーの技術的支援
を担当。 

最近気になるテクノロジーはSalesforce 
Functions 

 
 

 

川畑 隆博 (Takahiro Kawabata)  

 Salesforce 開発者として数多くの業務アプリ設
計・開発に従事したのち2017年よりセールス
フォース・ドットコムへ入社。 

 現在はテクニカルエバンジェリストとして ISV 
パートナーの技術支援を通じた AppExchange 
エコシステムの拡大業務を担当。最近気にな
るテクノロジーは PWA  

   
  



アジェンダ

❖ アプリケーションライフサイクル管理と 
選択すべき開発モデル 
 

❖ 変更セット主体の組織開発モデル 
 

❖ Salesforce DXを活用した 
パッケージ開発モデル 
 

❖ 〜デモ〜 
 

❖ まとめ



アプリケーションライフサイクル管理と 
選択すべき開発モデル 



アプリケーション 
ライフサイクル管理 
(ALM)  
モダンなDevOpsを 
リリースプロセスに組み込む  

計画 

コーディング 

 統合テスト 受け入れテスト 

リリース 

ソース管理 



ALMを実現する2つの開発モデル 
開発スタイルに合わせて柔軟にモデルを選択可能 

 

組織開発モデル 
- 宣言的開発 (UI) 
- コード開発 (CLI) 

独自のカスタムアプリケーションの開発 Salesforceアプリ（Sales Cloud等） 
のカスタマイズ 

パッケージ開発モデル 
- コード開発 (CLI) 



 
 
組織開発モデルにおけるALM 
Sandboxと変更セット主体の開発 



コーディング   統合テスト   受入テスト   リリース  

開発者一人一人にSandboxを
割り当てて、組織上で開発と
単体テストを行う 

 

開発したメタデータを変更セッ
トを用いてDeveloper Pro 
Sandbox上で統合し、テスト。 

 

本番同様の環境でも動くかを
確認するために、Partial 
Sandbox上にリリースして受入
テストを実施。 

 

Full Sandboxにリリースして負
荷テストやユーザトレーニング
を実施後、本番へとリリース 

 

変更セットでリリースする組織開発モデルでのALM例 

Full
Sandbox

本番 Developer
Sandbox

Developer
Sandbox

Partial
Sandbox

Developer
Pro

Sandbox



メリット 

● ALMを実現するのに使用するツールが少ない 
● コマンドラインに慣れていなくてもアプリをリリース可能 

 

デメリット 

● リリースサイクルを素早く回すことができない 
○ リリース後の戻し作業が難しい 
○ テストやリリースを手動で行う必要がある 

 

● リリース済みのメタデータが本番組織に堆積してしまう 
○ 依存関係の整理や変更の追跡が難しい 

 

 

組織開発モデルのメリットとデメリット 

計画 

コーディン
グ 

リリース 

ソース管理 

受け入れ 
テスト 

結合 
テスト 



パッケージ開発モデルにおけるALM 
Salesforce DXを用いた開発手法 



Salesforce DXの五大要素 

ソース駆動開発 
- ソース形式メタデータ  
- VCSとの親和性向上  
 

Salesforce CLI  
- シェルへの組込み  
- 自動化 
- CIサーバー連携 

スクラッチ組織 
- プログラム制御可能  
  な使い捨て組織 
- ソース変更追跡機能  

第二世代パッケージ  
- ロック解除済み 
- 第二世代管理 

Salesforce Developer eXperience (SFDX) 

Salesforce Extensions 
for VS Code
- IDEを拡張する便利な
  ツール群 

1 2 3 4 5

**  
VCS: バージョン管理システム  
CLI: コマンドライン・インターフェース  
IDE: 統合開発環境 
 



Salesforce Extensions for VS Code 
Salesforce開発に最適化されたモダンで強力なIDE 

VS CodeをSalesforceの生産性向上のために拡張 

コード補完、Apexリファクタリングなどの主要機能により、あら
ゆる組織に対してより速く構築可能  

 

Salesforce開発で使う様々な言語をサポート 

メタデータ、Lightning Web Components、Apex、SOQLなどの
オートコンプリートや文法ヒント機能を提供 

 

コードの品質と信頼性の確保 

ESLintやPMDのようなサービスとの連携、JestによるUIテスト
の迅速な実行、Prettierによるソースコードの整形 

 

 

 



Salesforce CLI 
迅速な開発とリリースを実現するコマンドラインインターフェース 

アプリケーションのライフサイクル全体を容易に管理 
Sandboxやスクラッチ組織の作成、CIツールによる自動テスト
の実行 
 

組織とソースコントロールの同期 

組織とVCSツール（GitHub, Bitbucket）間でのデータやメタ
データのやりとりを可能にします。 
 

開発したメタデータを素早くパッケージ化  

直感的なコマンドにより、LWC、Apex、オブジェクトなどを含ん
だパッケージを作成し、バージョン管理することができます。 

 

 



スクラッチ組織
ソース駆動でCLIに対応した使い捨て可能組織 

ソース管理システムからの開発 

ソースコードのメタデータを使い捨て可能組織にプッ
シュすることで、開発とテストを加速する 

 

新機能のエミュレートと実験 

柔軟で高度な設定が可能な組織で、Salesforce の新
エディション、新機能、および新機能を検討できます。 

 

メタデータの構築とパッケージ化 

メタデータを編集し、モジュール化された簡単なパッ
ケージにまとめることができます。 

 

  

 



 

普段お使いのサードパーティー製品 
Salesforce CLIで各種製品とつながる 

バージョン管理システム 
 

CIサーバー 
 



コーディング   統合テスト   受入テスト   リリース  

       

       

 
最新のレポジトリを取得して機
能を開発。それぞれの開発者
は個別のブランチで開発を行

う。 

 
CIサーバによる自動テストの

実行。 

 
開発したメタデータをパッケー
ジとしてまとめて、受入テスト

環境にインストール。 

 
パッケージをリリース済みに昇
格後、本番環境にインストー

ル。 

Salesforce DXを用いたALMの例 

バージョン管理システム 

Full
Sandbox 本番 

組織 

Partial  
Sandbox 

スクラッチ組
織 

スクラッチ組
織 

スクラッチ組
織 

IDE  Salesforce CLI & CI/CDツール 



本セッションのまとめ 



Salesforce DXが実現するモダンなALM
Salesforceでスピーディで効率的かつ安全に構築するためのプロセス 

開発とサードパーティエディターとの連携に
使えるCLI

開発環境：      
スクラッチ組織、Developer Sandbox、Developer Pro 
Sandbox

テスト環境： 
Partial & Full Sandboxes 

Data Mask 

ビルダー（コード、アプリ、フロー、スキーマ）
とウィザード

IDE、テキストエディタ、言語
サービス

継続的インテグレーション（CI）/テスト
の自動化

継続的デリバリー（CD）/リリー
スの自動化

すぐに使えるパッケージ

計画

コーディング

統合テスト 受け入れテスト 

リリース

ソース
コントロール 



リソース紹介とお知らせ 



eCars

github.com/trailheadapps/ecars



アプリケーションライフサイクルと開発モデル 

変更セット開発モデル 

パッケージ開発モデル 

Salesforce DXを使用した継続的インテグレーション 

ALMやSalesforce DX関連のトレイルヘッド  

TRAILHEAD

22

https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/application-lifecycle-and-development-models?trailmix_creator_id=golszyk&trailmix_slug=application-lifecycle-management-alm
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/declarative-change-set-development
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/sfdx_dev_model?trail_id=determine-which-application-lifecycle-management-model-is-right-for-you
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/sfdx_travis_ci?trail_id=sfdx_get_started


AppExchangeでアプリケーションを公開しませんか？
詳しくは2FプロダクトエリアのAppExchangeブースにお越しください！

アプリのインストール

600万

AppExchangeアプリ

4,000



Thank You


