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本書の使い方 
 

本書は、株式会社オプロが提供するソアスクで、サブスクリプション契約の業務を管理するための操作マニュアルです。 

 

本書をご利用いただくことで、ソアスクの概要と契約形態、およびソアスクを組織にインストールする手順や各種設定を行う

手順などが理解できることを目的としています。 

 

サブスクリプション契約の見積・受注・納品・契約管理データの作成や、請求締めによる請求データの作成、契約管理デー

タを基にした契約更新などの手順については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 

ソアスク/soarize の販売管理・購買管理機能については、以下のドキュメントを参照してください。 

● ソアスク/soarize 販売管理・購買管理セットアップガイド 

● ソアスク/soarize 販売管理・購買管理ユーザガイド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書の表記 
 

本書では、以下の表記で記載しています。 

 

表記方法 内容 

注意 操作上の注意事項について記載しています。 

Point 操作するうえで知っていると便利なポイントについて記載しています。 

参照 本書における参照先を記載しています。 

［  ］ ボタン名やタブ名、キーボードのキーなどの表記で使用します。 

「  」 システム名、メニュー名、画面名、項目名、オブジェクト名、参照先などの表記で使用します。 

{  } 条件によって異なる名称や文字列が入る可変値の表記で使用します。 
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  はじめに 
ここではソアスクの概要や操作上の注意事項・制限事項について説明します。 

 

 

 

1.1 概要 

ソアスクは、サブスクリプションビジネスに対応したクラウド販売管理システムです。 

「見積」「受注」「請求」などの販売管理を中心とした業務を行えます。また、契約期間に応じた毎月の売上計上や前受金

の管理など、サブスクリプションに特化した販売プロセスに対応しています。 
 

◼ ソアスクにおけるサブスクリプション管理 

● 月額制などのサブスクリプションモデルの商品を扱えます。 

● 請求タイミングと売上計上タイミングを別々に設定できます。 

例：1年契約の場合、お客さまへの請求は利用開始時とし、売上計上は毎月とする。 

● 契約管理台帳を管理できます。 

● 従量課金制の契約に対応しています。 
 

◼ Salesforce との連携 

Sales Cloud の「商談」に紐づけて、サブスクリプションの「見積」「請求」を管理できます。 
 

◼ 提供アプリケーション 

ソアスク利用者の契約形態によって、使用できるアプリケーションが決まります。 
 

契約形態 使用できるアプリケーション 備考 

Sales Cloud を契約済み soasc SalesCloud Subscription 「商談」または「販売」から入力を開始し

ます。 

Sales Cloud以外を契約、 

またはソアスク単体で契約 

soasc Subscription 「販売」から入力を開始します。 

 



｜ 1.はじめに ｜ 1.2.制限事項 ｜ 
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1.2 制限事項 

◼ Salseforce のエディション 

Enterprise、Unlimited、Force.com、Performance のいずれかのエディションが必要です。 
 

◼ 推奨ブラウザは、以下のとおりです。 

OS ブラウザ 

Windows Microsoft Edge最新版 

Mozilla Firefox最新版 

Google Chrome最新版 

macOS Safari最新版 

Mozilla Firefox最新版 

 

※クライアント OS上で動作するWeb ブラウザのみを動作保証します。 

※Firefox の ESR版はサポート対象外です。 
 

◼ その他の制限事項 

Salesforce Classicはソアスクのサポート対象外です。 
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  ソアスクのインストール 
ソアスクを組織へインストールします。 

 

 

 

2.1 トライアルライセンスの申し込み 

ソアスクのお申し込みフォームから、トライアルライセンス（取得から 1 ヶ月間有効）の発行を申し込みます。 

 

2.1.1 インストールの手順 

 次の URL にアクセスします。 

https://www.soasc.net/trial/ 

 「トライアル」画面が表示されます。 

 
 

Point 同じ画面を Salesforce社の AppExchange から開くこともできます（アカウント取得済みの場合）。 

①次の URL にアクセスします。 

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FYg2XUAT 
 

②ソアスクのセールス画面が表示されます。ログインしていない場合は、ログインしてください。 

［今すぐ入手］ボタンをクリックします。    ※以降は画面の指示に従ってください。 

 

https://www.soasc.net/trial/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FYg2XUAT


｜ 2.ソアスクのインストール ｜ 2.1.トライアルライセンスの申し込み ｜ 
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 画面右のフォームに、必要事項を入力してください。 

 

 必要事項の入力後、［個人情報の取扱いについて］リンクをクリックし、内容を確認します。 

問題がなければ、「私はロボットではありません」にチェックを付けてから［無料トライアルを申込む］ボタンをクリッ

クします。 

 
 

Point 以降は、オプロ営業担当による個別の案内となります。案内に沿ってインストールを完了させてください。 

チェックを付けたままボタンを押さずにいると、 

約 1分後、チェックが自動で解除されます。 



｜ 2.ソアスクのインストール ｜ 2.1.トライアルライセンスの申し込み ｜ 
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2.1.2 手動でのインストールについて 

トライアルライセンスの申し込みを行い、インストール URL が記載されたメールが送信されると、手動でのインストールが可能

になります。 

ここでは、インストール URL を使用した手動でのインストールについて説明します。 

 ソアスクをインストールする環境に、システム管理者権限でログインします。 

ここでは例として、本番組織の環境にインストールするものとしてシステム管理者権限でログインします。 

 インストール URL が記載されたメールを開きます。 

 

 本番組織用インストール URL をブラウザのアドレスバーに入力し、［Enter］キーを押下します。 
 

Point メールが本番組織と同じ環境下にある場合は、メールのリンクをクリックして実行することができます。 

 すでに Salesforce にログインしていた場合は、セキュリティオプション選択画面が表示されます。 

「すべてのユーザのインストール」を選択し、［インストール］ボタンをクリックします。 

 
 

注意 Salesforce社のサーバが高負荷状態のときにインストールしようとすると、タイムアウトが発生し失敗する場合 

があります。その場合は時間をおいてから、インストールのリトライを行ってください。 

 



｜ 2.ソアスクのインストール ｜ 2.1.トライアルライセンスの申し込み ｜ 

12 

注意 セキュリティオプションは、必ず「すべてのユーザのインストール」を選択してください。 

ソアスクでは「取引先」オブジェクトにカスタム項目やトリガを設定しているため、他のセキュリティオプションを選

択すると、一般ユーザが「取引先」を作成・編集することができなくなります。 

 

Point  Salesforce にログインしていなかった場合は、先に Salesforce のログイン画面が表示され、ログイン後に

当画面が表示されます。 

 本番または Sandbox いずれかの環境にソアスクがインストール済みの場合は、インストール画面の代わり

にアップグレード画面が表示されます。その場合は［インストール］ボタンが［アップグレード］ボタンに変わ

りますが、手順は変わりません。 
 

［参照］当画面の詳細については、次の Salesforce社ドキュメントを参照してください。 

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.packagingGuide.meta/packagingGuide/p

ackaging_install.htm 

 以降も画面の指示に従って、インストールを続けてください。 

 インストールが成功すると、実施したユーザ宛てに「パッケージ「soarize」のインストールに成功しました」という件名

の自動送信メールが届きます。 

以上でインストールは完了です。 

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.packagingGuide.meta/packagingGuide/packaging_install.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.packagingGuide.meta/packagingGuide/packaging_install.htm


｜ 2.ソアスクのインストール ｜ 2.2.インストール時にエラーとなった場合 ｜ 
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2.2 インストール時にエラーとなった場合 

ソアスクのインストール時、次のエラーとなる場合があります。 

◼ 1. (OproartsDesigner) duplicate value found: <unknown>の値が重複しているレコードの ID: <unknown> 

OproartsDesigner: duplicate value found: <unknown>の値が重複しているレコードの ID: <unknown> 
 

これは、「OPROARTS Connector」と「soarize OPROARTS Connector」との接続アプリケーションが重複しているため

起きているエラーです。 

「OPROARTS Connector」を利用中の組織にソアスクをインストールする場合は、次項「2.2.1 再インストールの手順」に

従ってください。 

 

2.2.1 再インストールの手順 

※VisualforcePDF を使用している場合と使用していない場合で、一部手順が異なります。 

 インストール済みの「OPROARTS Connector」をアンインストールします。 

［参照］アンインストールの手順については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.distribution_uninstalling_packages.htm&la

nguage=ja 

 組織に「OPROARTS Connector」または「OPROARTS Connector v2」をインストールします。 
 

⚫ VisualforcePDF を使用している場合 

以下の URL で「OPROARTS Connector」を再インストールします。 

・ 本番環境用：https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04td0000000Il1z 

・ Sandbox用：https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04td0000000Il1z 
 

⚫ VisualforcePDF を使用していない場合 

「OPROARTS Connector v2」をインストールします。 
 

［参照］インストールの手順については、「OPROARTS Connector v2」のセットアップガイドを参照してください。

https://spc.opro.net/hc/ja/articles/115003766854 

 ソアスクのインストールを再度実施します。 
 

［参照］インストールの手順については、「2.1.1 インストールの手順」を参照してください。 
 

Point 「OPROARTS Connector」を再インストールした場合は、ソアスクとの共存が可能ですが、以下のデメリット

もあります。 

 「OPROARTS Connector」の認証情報を再度入力する必要があります。 

 「OPROARTS Connector」のアンインストール時に、VisualforcePDF 出力用の Visualforce ページを

削除する必要があります。すでに VisualforcePDF を作成している場合は、再インストール後に再アップロ

ードが必要です。 

［参照］認証情報の入力については、「OPROARTS Connector」のセットアップガイドを参照してください。 

https://spc.opro.net/hc/ja/articles/115003766854 

 

Point 「OPROARTS Connector v2」をインストールした場合は、接続アプリケーションの重複は発生しませんが、

以下のデメリットもあります。 

 VisualforcePDF の新規作成と既存帳票の修正ができません。既存帳票の出力のみ可能です。 

 「OPROARTS Connector v2」への移行（認証情報の再設定等）が必要です。 

［参照］移行手順については、次の OPSS ドキュメントを参照してください。 

https://spc.opro.net/hc/ja/articles/900005448643 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.distribution_uninstalling_packages.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.distribution_uninstalling_packages.htm&language=ja
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04td0000000Il1z
https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04td0000000Il1z
https://spc.opro.net/hc/ja/articles/115003766854
https://spc.opro.net/hc/ja/articles/115003766854
https://spc.opro.net/hc/ja/articles/900005448643
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2.3 soarize OPROARTS Connector について 

「OPROARTS Connector」は、テンプレートデザインを自身で作成し Salesforce と連携してビジネス文書（帳票）を 

出力できるクラウドサービスです。 

パッケージ「soarize」に含まれる「soarize OPROARTS Connector」は、パッケージ「OPROARTS Connector」（v2.x

以降）に含まれる「OPROARTS Connector v2」と同等の機能を持ちます。 
 

［参照］「OPROARTS Connector」の詳細は、OPROARTS Connector ヘルプを参照してください。 

https://s.oproarts.com/help/ja/connector/ 

 

Point パッケージ「soarize」をインストールした組織にパッケージ「OPROARTS Connector」（v2.x 以降）がイン

ストールされている場合は、どちらのパッケージの OPROARTS オブジェクト（ユーザオブジェクト）を使用する

のかを（カスタム設定で）設定することができます。 

［参照］詳細は、「3.4.10 Oproarts Connector Usage Version Setting の設定」を参照してください。 

 

 

2.4 ソアスク標準帳票のセットアップ方法について 

ソアスクのパッケージには、帳票の標準テンプレートが用意されています。 
 

［参照］ソアスク標準帳票のセットアップ方法については、次の OPSS ドキュメントを参照してください。 

https://spc.opro.net/hc/ja/articles/900004085326 

 

 

https://s.oproarts.com/help/ja/connector/
https://spc.opro.net/hc/ja/articles/900004085326
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  各種設定（1/2） 
ソアスクの各種設定を行います。「OPROARTS認証情報の登録」から、「プロファイル・ユーザの作成と 

ライセンスの割り当て」「税種・税率に関する機能と設定」「カスタム設定」について説明します。 

 

 

3章における手順の流れは、以下のとおりです。 
 

 
 

3.1 OPROARTS認証情報の登録 

3.2 プロファイル・ユーザの作成とライセンスの割り当て 

3.3 税種・税率に関する機能と設定 

3.4 カスタム設定 

※消費税法改正に応じた機能と設定について説明します。 
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3.1 OPROARTS認証情報の登録 

OPROARTS で認証情報を登録する手順について説明します。 
 

OPROARTS で登録できるライセンスは、以下のとおりです。ここでは、「サブスクリプション (SS)」の登録が必要です。 
 

ライセンス 説明 

出力 (LA) 文書出力のライセンスです。 

デザイン (LAD) テンプレートデザイン用のライセンスです。 

モバイル (ME)  

勤怠入力 (AE) soarize Web工数を使用するためのライセンスです。 

原価計算 (CM) ソアスク/soarize の原価計算オプションを使用するためのライセンスです。 

サブスクリプション (SS) サブスクリプション機能を使用するためのライセンスです。 

 

注意  「soarize OPROARTS Connector」「OPROARTS Connector v2」のうち、使用しているどちらか一方

の「OPROARTS Connector」に、必ず「サブスクリプション (SS)」を登録してください。 

※ソアスクでは、必須の設定です。 

 「soarize OPROARTS Connector」「OPROARTS Connector v2」のうち、どちらを使用するのかは、

カスタム設定「Oproarts Connector Usage Version Setting」で設定できます。 

［参照］詳細は、「3.4.10 Oproarts Connector Usage Version Setting の設定」を参照してください。 

 

3.1.1 認証情報を用意する 

ライセンス契約時に発行された認証情報（CID、UID、UPW）を用意します。 

※契約内容を記載したテキストファイルがオプロから送付されます。 
 

CIDは 1組織につき 1 つです。UID と UPWは、サブスクリプション機能を利用するユーザの数だけ用意します。 
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3.1.2 認証情報を登録する 

「soarize OPROARTS Connector」に組織の認証情報（CID）を登録し、続けて各ユーザの認証情報（UID、UPW）

を登録します。 

※「OPROARTS Connector v2」に登録する手順も、一部の手順を除き同様です。 

 ソアスクをインストールした Salesforce組織にログインします。 

 画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。［soarize OPROARTS Connector］リンクをクリックします。 

 
 

Point 「OPROARTS Connector v2」に登録する場合は、検索キーに「Connector v2」と入力します。 

下に表示される「OPROARTS Connector v2」をクリックします。 

 

※「OPROARTS Connector v2」のホーム画面が表示されます。 

 「soarize OPROARTS Connector」のホーム画面が表示されます。［OPROARTS］タブをクリックします。 

※「OPROARTS Connector v2」のホーム画面の場合も同じです。以降の手順も同様です。 
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 「認証情報」画面が表示されます。画面下のエリアで、ライセンスの選択と認証情報の入力を行います。 

 

 「OPROARTS」で、「サブスクリプション (SS)」を選択します。 

契約内容を記載したテキストファイルの CID を画面の「CID」に入力します。 

 

 ［追加］ボタンをクリックします。 

 

 下の一覧に、ライセンス「SS」が追加されます。［SS］リンクをクリックします。 

 

 SS（サブスクリプション）のユーザ追加画面が表示されます。 

「ユーザ」の虫眼鏡アイコン（ ）をクリックし、ライセンスを割り当てる Salesforce ユーザを選択します。 

契約内容を記載したテキストファイルの UID と UPW を画面の「UID」「UPW」に入力します。 

 

［参照］「ユーザ」の選択に使用する検索画面（虫眼鏡アイコンをクリックした際に表示）については、 

「ソアスク ユーザガイド」の補足を参照してください。 
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 ［追加］ボタンをクリックします。 

 

 下の一覧に、ユーザが追加されます。 

 

 サブスクリプション機能を利用するユーザ数分、手順 9～11 を繰り返します。 

OPROARTS認証情報の登録は完了です。 
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3.2 プロファイル・ユーザの作成とライセンスの割り当て 

ソアスクのプロファイル・ユーザを作成する手順、および作成したユーザにライセンスを割り当てる手順について説明します。 

 

3.2.1 プロファイルの作成 

 ソアスクをインストールした Salesforce組織にログインします。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 

 設定の「ホーム」画面が表示されます。 

サイドバーの「管理」で［ユーザ］＞［プロファイル］をクリックします。 

 

 「プロファイル」画面が表示されます。 
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 作成するプロファイルの元となる既存のプロファイルを選択し、［コピー］リンクをクリックします。 

作成するプロファイルと近いイメージのプロファイルを選択してください。 

例 1）一般ユーザ用のプロファイルを作成する場合：「標準ユーザ」または「標準 Platform ユーザ」を選択する 

例 2）システム管理者用のプロファイルを作成する場合：「システム管理者」を選択する 
 

ここでは例として、システム管理者用のプロファイルを作成します。 

プロファイル名「システム管理者」の［コピー］リンクをクリックします。 

 
 

Point 一般ユーザ用として選択可能なプロファイルは、Sales Cloud が契約済みか未契約かによって異なります。 

異なる点を以下の表に記載します。 

 

Sales Cloudの契約 選択可能なプロファイル 備考 

契約済み 標準ユーザ 

標準 Platform ユーザ 

 通常は「標準ユーザ」を選択しますが、Sales Cloud の

ユーザライセンス数よりもソアスクのユーザライセンス数の

方が多いときは、「標準 Platform ユーザ」の選択も可

能です。 

 「標準ユーザ」と「標準 Platform ユーザ」を混在して

使用することも可能です。 

未契約 標準 Platform ユーザ 「標準 Platform ユーザ」のみ選択可能です。 

 「プロファイルのコピー」画面が表示されます。プロファイル名を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、「設定ユーザ」と入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

Point 手順 5 で［新規プロファイル］ボタンをクリックした場合でも、コピー元の選択が必要になります。 
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 プロファイル「設定ユーザ」の詳細画面が表示されます。必要に応じて内容を編集します。 

［参照］プロファイルの編集については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_userprofiles.htm&language=ja 
 

サイドバーの［プロファイル］をクリックします。 

 

 「プロファイル」画面が表示されます。 

2 ページ目に移動すると、「設定ユーザ」がプロファイルの一覧に追加されていることが確認できます。 

プロファイルの作成は完了です。 

 
 

Point  ユーザが作成したプロファイル（カスタムプロファイル）は、「カスタム」にチェックが付きます。 

 カスタムプロファイルは削除できます。削除する場合は、［削除］リンクをクリックしてください。 

 カスタムプロファイルをコピーする場合は、手順 7 の詳細画面で［コピー］ボタンをクリックしてください。 

 

注意 コピーして作成したプロファイル以外のプロファイルには、以下のソアスクに関わる権限を付与することができませ

ん（編集できません）。 

 項目レベルセキュリティ 

 カスタムオブジェクト権限 

 有効な Apex クラス 

 有効な Visualforce ページアクセス 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_userprofiles.htm&language=ja
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3.2.2 ユーザの作成 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 
 

Point 「3.2.1 プロファイルの作成」に引き続きユーザの作成を行う場合は、プロファイル作成に使用していたブラウザ 

のタブは残し、新たにユーザ作成用のタブを追加することをお勧めします。 

ユーザに設定するプロファイルやユーザライセンスを確認してユーザを作成することができます。 

 設定の「ホーム」画面が表示されます。 

サイドバーの「管理」で［ユーザ］＞［ユーザ］をクリックします。 

 

 「すべてのユーザ」画面が表示されます。［新規ユーザ］ボタンをクリックします。 
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 「新規ユーザ」画面が表示されます。 

 

 ここでは例として、「一般情報」左側の必須項目を次のように入力します。 

 

 「一般情報」右側の「ユーザライセンス」で、「Salesforce」を選択します。 

「3.2.1 プロファイルの作成」で作成したプロファイル「設定ユーザ」が選択リストに表示されるようになります。 

「設定ユーザ」を選択します。 

 
 

注意 すでにライセンス残数が「0」のユーザライセンスは選択できません（選択リストに表示されません）。 

［参照］ライセンス残数については、項末の Point を参照してください。 

 

「姓」を入力すると、「別名」が自動で付与されます。 

同様に「メール」を入力すると「ユーザ名」「ニックネーム」が

自動で付与されます。必要に応じて変更してください。 
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Point 選択可能なユーザライセンスは、Sales Cloud が契約済みか未契約かによって異なります。 

異なる点を以下の表に記載します。 

 

Sales Cloudの契約 選択可能なユーザライセンス 備考 

契約済み Salesforce 

Salesforce Platform 

 通常は「Salesforce」を選択しますが、Sales Cloudの

ユーザライセンス数よりもソアスクのユーザライセンス数の

方が多いときは、「Salesforce Platform」の選択も可

能です。 

 「Salesforce」と「Salesforce Platform」を混在して使

用することも可能です。 

未契約 Salesforce Platform 「Salesforce Platform」のみ選択可能です。 

 他の必須項目はデフォルト値のままとします。［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

Point 連続してユーザを作成する場合は、［保存 ＆ 新規］ボタンをクリックしてください。 

次のユーザの作成を手順 4 から開始できます。 

 ユーザ「設定担当 A」の詳細画面が表示されます。サイドバーの［ユーザ］をクリックします。 
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 「すべてのユーザ」画面が表示されます。 

「設定担当 A」がユーザの一覧に追加されていることが確認できます。ユーザの作成は完了です。 

 
 

注意 サブスクリプション機能を使用するためには、追加したユーザをライセンス「SS」に追加する必要があります。 

［参照］詳細は、「3.1 OPROARTS認証情報の登録」を参照してください。 

 

Point ユーザを削除することはできません。不要になったユーザは「ユーザの編集」画面で別のユーザに変更するか、

または「有効」のチェックを外して無効ユーザにするかなどで対処してください。 

 

 

Point 設定の「ホーム」画面のクイック検索で「組織情報」と入力し、下に表示される［組織情報］をクリックすると、

「組織情報」画面が表示されます。 

さらに画面を下にスクロールすると、ユーザライセンスに関する情報を確認できます。 

 

ライセンスの合計数、使用中のライセンス数、未使用のライセンス数（ライセンス残数）などが確認できます。 
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3.2.3 ライセンスの割り当て 

注意 Sandbox組織の場合は、ライセンスの割り当てが不要です。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 設定の「ホーム」画面が表示されます。 

サイドバーの「プラットフォームツール」で［アプリケーション］＞［パッケージ］＞［インストール済みパッケージ］

をクリックします。 

 

 「インストール済みパッケージ」画面が表示されます。 
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 パッケージ名「soarize」左の［ライセンスの管理］リンクをクリックします。 

 

 「パッケージマネージャ」画面が表示されます。［ユーザの追加］ボタンをクリックします。 

 

 選択可能なユーザが一覧表示されます。ライセンスを割り当てるユーザにチェックを付けます。 

ここでは例として、「設定担当 A」にチェックを付けます。 

 
 

注意 「標準ユーザ」等、既存のプロファイルを使用した場合は、ソアスクで作成したカスタムオブジェクトに権限を付

与することができません（Salesforce の仕様です）。 

ユーザを作成する際は、別のプロファイルからコピーして作成したプロファイルを使用してください。 
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 チェックを付けたユーザが「選択済みのユーザ」に表示されます。［追加］ボタンをクリックします。 

 

 手順 5 の画面に戻り、選択したユーザが「ライセンスを付与したユーザ」に追加されていることが確認できます。 

ライセンスの割り当ては完了です。 
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3.3 税種・税率に関する機能と設定 

ソアスクには、税種・税率に関する以下の機能があります。 

● 税種マスタ、税率マスタ 

・ 複数の税種別を登録することができます。 

・ 軽減税率用の税率を登録することもできます。 

・ 現在の消費税（通常税率および軽減税率）を反映したレコードがデフォルトで登録されています。 

● 税率適用基準日による税率デフォルト値の設定 

・ 入力した日付を元に適切な税率をセットします。 

・ 手動で税率を変更することもできます。 

● 税種別ごとの金額・税額の管理 

・ 税種・税率に応じて金額・税額を管理するレコードが作成されます。 

・ 作成されたレコードを利用して、帳票に税種別ごとの金額を表示することもできます。 
 

これらの機能を利用するため、税率適用基準日項目の設定、「税種マスタ」「税率マスタ」の確認・編集、積み上げ集計

項目の追加を行います。 

 

3.3.1 税率適用基準日項目の設定 

カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」で、税率適用基準日項目を設定します（必須の設定ではありません）。 
 

［参照］設定の手順については、「3.4.3 Base Date of Tax Rate Setting の設定」を参照してください。 

 

3.3.2 税率適用基準日項目の一覧 

税率適用基準日として設定できる日付項目は、以下のとおりです。 
 

オブジェクト名 項目名 優先※ 項目 API名 

見積 見積日 - appsfs__fs_QuoteDate__c 

見積明細 納品予定日 ○ appsfs__fs_AppointedDate__c 

受注 受注日 - appsfs__fs_OrderDate__c 

受注明細 納品予定日 ○ appsfs__fs_AppointedDate__c 

納品 納品日 - appsfs__fs_DeliveryDate__c 

納品明細 計上日 ○ appsfs__fs_RecordDate__c 

請求 請求締日 - appsfs__fs_CloseDate__c 

請求明細 計上日 ○ appsfs__fs_RecordDate__c 

発注 発注日 - appsfs__fs_OrderDate__c 

発注明細 納品日 ○ appsfs__fs_DeliveryDate__c 

仕入 仕入日 - appsfs__fs_DeliveryDate__c 

仕入明細 計上日 ○ appsfs__fs_RecordDate__c 

支払 支払締日 - appsfs__fs_CloseDate__c 

支払明細 計上日 ○ appsfs__fs_RecordDate__c 

 

※税率適用基準日項目は、明細オブジェクトの日付項目が優先されるように、デフォルトで設定されています。 

カスタム設定「Base Date of Tax Rate Setting」で、親オブジェクトの日付項目が優先されるように変更することがで

きます。 
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3.3.3 税種マスタの確認・編集 

「税種マスタ」にデフォルトで登録されているレコードを確認し、必要に応じて編集します。 

 画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「税種」と入力し、下に表示される［税種マスタ］リンクをクリックします。 

 

 「税種マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

［最近参照したデータ ▼］＞［すべて選択］をクリックします。 

 

※デフォルトで登録されているレコードを表示するには、リストビューを変更する必要があります。 

 リストビューが「すべて選択」に切り替わり、デフォルトで登録されているレコードが表示されます。 

対象レコードの［{名称}］リンクをクリックします。ここでは例として、［消費税］リンクをクリックします。 

 

※レコードを追加する場合は、上記で［新規］をクリックし、「新規税種マスタ」画面を表示してください。 

設定する項目は、手順 6 の編集画面と同様です。 
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 「消費税」の詳細画面が表示されます。 

内容を確認し変更が不要な場合は、ここで終了します。変更が必要な場合は、［編集］をクリックします。 

 

 

※以下は［編集］をクリックした場合の手順です。 

 「消費税を編集」画面が表示されます。項目を編集し、［保存］ボタンクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

名称 ○ 税種の名称を入力します。 

並び順 - ソアスクの画面に表示される「税種」プルダウンリストの並び順を入力します。 

※次の画面で並び順が反映されます。 

見積登録画面、受注登録画面、納品登録画面、請求登録画面、 

発注登録画面、仕入登録画面、支払登録画面、見積条件登録画面 

軽減税率対象 - 軽減税率対象とする場合にチェックを付けます。 
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3.3.4 税率マスタの確認・編集 

「税率マスタ」にデフォルトで登録されているレコードを確認し、必要に応じて編集します。 

 「税種マスタ」の詳細画面（「3.3.3 税種マスタの確認・編集」の手順 5）で「関連」タブをクリックします。 

 

 表示が「関連」タブに切り替わります。 

対象レコードの［{名称}］リンクをクリックします。ここでは例として、［消費税 10%］リンクをクリックします。 

 

※レコードを追加する場合は、上記で［新規］ボタンをクリックし、「新規税率マスタ」画面を表示してください。 

設定する項目は、手順 4 の編集画面と同様です。 

 「消費税 10%」の詳細画面が表示されます。 

内容を確認し変更が不要な場合は、ここで終了します。変更が必要な場合は、［編集］をクリックします。 
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※以下は［編集］をクリックした場合の手順です。 

 「消費税 10%を編集」画面が表示されます。項目を編集し、［保存］ボタンクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

税種 ○ 当レコードが紐づく「税種マスタ」の「名称」がデフォルトでセットされます。 

有効 - 無効レコードとする場合にチェックを外します。 

名称 ○ 税率の名称を入力します。 

税率 ○ 税率を入力します。 

適用開始日 ○ 税率の適用開始日を入力します。 

適用終了日 ○ 税率の適用終了日を入力します。 

※次回の法改正の時期は予想できないため「2999/12/31」のように、しばらく 

先の日付を入力しておくことをお勧めします。 

TeamSpirit用税区分コード - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 

TeamSpirit連携機能で使用する項目となります。 

会計連携用税区分コード - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 

会計システム（freee、勘定奉行クラウド）連携機能で使用する項目とな

ります。 
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3.3.5 積み上げ集計項目の追加 

以下のオブジェクトに対し、必要に応じて税種ごとの金額・税額を集計する積み上げ集計項目を追加します。 

● 販売管理：「見積」「受注」「納品」「請求」 

● 購買管理：「発注」「仕入」「支払」 
 

Point ソアスクのデフォルト項目として、以下の項目が用意されています。 

 「税種別合計税額（消費税）」が「見積」「請求」に用意されています（非表示）。 

 「8%税額」「10%税額」が「見積」「納品」「請求」に用意されています（一部非表示）。 

※税種別合計オブジェクトの「税種」を検索条件として積み上げています。 

あくまでサンプルとして用意されている項目です。組織の用途に合わせ、項目を追加してください。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 

 設定の「ホーム」画面が表示されます。［オブジェクトマネージャ］タブをクリックします。 

 

 「オブジェクトマネージャ」画面が表示されます。 

対象の［{オブジェクト名}］リンクをクリックします。ここでは例として、［見積］リンクをクリックします。 

 

 「見積」の詳細画面が表示されます。サイドバーの［項目とリレーション］をクリックします。 
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 「見積」の「項目とリレーション」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 

 「カスタム項目の新規作成（ステップ 1. データ型の選択）」画面が表示されます。 

［積み上げ集計］を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。 

 

 「カスタム項目の新規作成（ステップ 2. 詳細を入力）」画面が表示されます。 

「項目の表示ラベル」「項目名」に任意の値を入力し、［次へ］ボタンをクリックします。 

 
 

注意 ソアスク標準オブジェクトにカスタム項目を作成する場合は、同じオブジェクト内で既存のソアスク標準項目と

新規に作成するカスタム項目の「項目名」が重複しないようにしてください。「項目名」が重複した状態でソア

スクの登録画面（Visualforce ページ）を開くと、エラーとなる可能性があります。 
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 「カスタム項目の新規作成（ステップ 3. 集計の定義）」画面が表示されます。 

「集計対象オブジェクトの選択」「積み上げ種別の選択」「検索条件」の各項目を入力し、［次へ］ボタンをクリ

ックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

集計対象オブジェクトの選択 

集計対象オブジェクト - 「税種別合計(見積)」を選択します。 

積み上げ種別の選択 

積み上げ種別 - 「合計」を選択します。 

集計する項目 - 次のいずれかを選択します。 

「Total Amount」「Total Tax」 

 金額を集計する場合、「Total Amount」を選択します。 

 税額を集計する場合、「Total Tax」を選択します。 

検索条件 

検索条件 - 「一定の条件を満たすレコードのみを計算に含める」を選択します。 

上記を選択すると、「項目」「演算子」「値」を入力できるようになります。 

項目 - 「Tax Area」を選択します。 

演算子 - 「次の文字列と一致する」を選択します。 

値 - 集計する税種の名称を入力します。 

ここでは例として、「軽減税率」と入力します。 
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 「カスタム項目の新規作成（ステップ 4. 項目レベルセキュリティの設定）」画面が表示されます。 

ソアスクに使用する対象プロファイルの「参照可能」にチェックを付け、「次へ」ボタンをクリックします。 

 

※ソアスク（soarize）は、基本的にすべての権限を付与することを前提としたシステムになっています。 

 必要に応じて「ページレイアウトへの追加」を行い、「保存」ボタンをクリックします。 

 
 

Point  「見積」オブジェクトを例に積み上げ集計項目を追加する手順を記載していますが、対象が他のオブジェク

トであった場合でも同様の手順で追加できます。 

 複数の税種を扱う場合は、積み上げ集計項目の追加をお勧めします。 

 デフォルトで、10%税率には「消費税」、8%税率には「消費税（軽減税率）」という名称の税種を集計

する仕組みとなっていますが、使用環境に合っていない場合は、積み上げ集計項目を追加してください。 
 

［参照］積み上げ集計項目については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fields_about_roll_up_summary_fields.

htm&language=ja 

［参照］カスタム項目の作成手順については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=adding_fields.htm&language=ja 

 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fields_about_roll_up_summary_fields.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fields_about_roll_up_summary_fields.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=adding_fields.htm&language=ja
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3.4 カスタム設定 

ソアスクで利用する項目のデフォルト値を設定する手順を説明します。 
 

※「カスタム設定」画面を表示するまでの共通手順を説明したあとに、カスタム設定ごとの手順を説明します。 

 

3.4.1 共通手順 

カスタム設定の共通手順について説明します。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 

 設定の「ホーム」画面が表示されます。 

サイドバーの「プラットフォームツール」で［カスタムコード］＞［カスタム設定］をクリックします。 

 

 「カスタム設定」画面が表示されます。 

カスタム設定は、すべて当画面より対象の［Manage］リンクをクリックして開始します。 
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3.4.2 Accounting Default Setting の設定 

「取引先」の「会計設定」で利用する項目のデフォルト値を設定します。 

「取引先」を新規作成すると、新規「取引先」の「会計設定」のデフォルト値になります。 
 

［参照］「会計設定」については、「4.1.4 取引先と関連オブジェクトについて」「4.1.5 会計設定のアクション追加」および

「4.1.7 会計設定の編集」を参照してください。  

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「Accounting Default Setting」の［Manage］リンクをクリックします。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「3.4.1 共通手順」を参照してください。 

 

 「Accounting Default Setting」画面が表示されます。［編集］ボタンをクリックします。 

 

にマウスカーソルを重ねると、項目説明が表示されます。 

以降の画面についても同様です。 
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 「Accounting Default Setting の編集」画面が表示されます。 

各項目にはデフォルト値が設定されているので、必要に応じて編集し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

支払先：締日（デフォルト） - 「支払先：締日」のデフォルト値を設定します。 

「0～99」の数値が入力可能ですが、有効範囲は「0～28」です。 

「10」がデフォルトで設定されています。 

※「0」で末日が設定され、「1～28」で 1日～28日が設定されます。 

請求先：締日（デフォルト） - 「請求先：締日」のデフォルト値を設定します。 

「0～99」の数値が入力可能ですが、有効範囲は「0～28」です。 

「0」がデフォルトで設定されています。 

※「0」で末日が設定され、「1～28」で 1日～28日が設定されます。 

支払先：支払日（デフォルト） - 「支払先：支払日」のデフォルト値を設定します。 

「0～99」の数値が入力可能ですが、有効範囲は「0～28」です。 

「10」がデフォルトで設定されています。 

※「0」で末日が設定され、「1～28」で 1日～28日が設定されます。 

請求先：支払日（デフォルト） - 「請求先：支払日」のデフォルト値を設定します。 

「0～99」の数値が入力可能ですが、有効範囲は「0～28」です。 

「11」がデフォルトで設定されています。 

※「0」で末日が設定され、「1～28」で 1日～28日が設定されます。 

支払先：支払月（デフォルト） - 「支払先：支払月」のデフォルト値を設定します。 

「0～99」の数値が入力可能ですが、有効範囲は「0～12」です。 

「1」がデフォルトで設定されています。 

※「0」で当月、「1」で翌月が設定されます。 

同様に「2」で翌々月と、数値が増えるごとに先の月が設定されます。 

請求先：支払月（デフォルト） - 「請求先：支払月」のデフォルト値を設定します。 

「0～99」の数値が入力可能ですが、有効範囲は「0～12」です。 

「2」がデフォルトで設定されています。 

※「0」で当月、「1」で翌月が設定されます。 

同様に「2」で翌々月と、数値が増えるごとに先の月が設定されます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

仕切率（デフォルト） - 「仕切率(%)」のデフォルト値を設定します。 

「0～999.9」の数値（小数点以下 1桁まで）が入力可能です。 

「100.0」がデフォルトで設定されています。 

税域（デフォルト） ○ 「税種」のデフォルト値を設定します。 

「税種マスタ」の「名称」を文字列で入力します。 

「消費税」がデフォルトで設定されています。 

［参照］「税種マスタ」については、「3.3.3 税種マスタの確認・編集」を参照

してください。 

伝票別会計設定不可フラグ - 「見積」「受注」など伝票ごとの「会計設定」を不可にしたい場合にチェックを付

けます。チェックを付けると、各登録画面の「会計情報」セクションと各明細の

金額計算項目が非活性化し、変更できなくなります。 
 

※金額計算項目は、各「明細情報」セクションの「金額計算項目を表示す

る」にチェックを付けると表示されます。 

 ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「Accounting Default Setting」画面が表示されます。 

「▼ デフォルトの組織レベルの値」を確認します。「Accounting Default Setting」の設定は完了です。 
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3.4.3 Base Date of Tax Rate Setting の設定 

以下の各オブジェクトに対し、日付項目（固定 1項目）を税率適用基準日項目として優先されるように設定します。 

● 販売管理：「見積」「受注」「納品」「請求」 

● 購買管理：「発注」「仕入」「支払」 
 

［参照］税率適用基準日項目については、「3.3 税種・税率に関する機能と設定」を参照してください。 
 

Point  必須の設定ではありません。設定をしなかった場合は、各オブジェクトに紐づく明細オブジェクトの日付項目

（「納品予定日」、「納品日」、および「計上日」）が税率適用基準日項目として優先されます。 

 当カスタム設定の「○○伝票の日付を優先する」にチェックを付けた場合は、オブジェクト「○○」の日付項

目（「見積日」や「受注日」、「納品日」など）が税率適用基準日項目として優先されます。 

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「Base Date of Tax Rate Setting」の［Manage］リンクをクリックします。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「3.4.1 共通手順」を参照してください。 

 

 「Base Date of Tax Rate Setting」画面が表示されます。［編集］ボタンをクリックします。 

 

にマウスカーソルを重ねると、項目説明が表示されます。 

以降の画面についても同様です。 
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 「Base Date of Tax Rate Setting の編集」画面が表示されます。 

各明細行にある日付項目よりも優先して税率適用基準日とする日付項目（見積日、受注日など）にチェック

を付け、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

請求伝票の日付を優先する - 税率適用基準日として「請求明細」の「計上日」よりも「請求」の「請求締日」

を優先する場合にチェックを付けます。 

仕入伝票の日付を優先する - 税率適用基準日として「仕入明細」の「計上日」よりも「仕入」の「仕入日」を

優先する場合にチェックを付けます。 

納品伝票の日付を優先する - 税率適用基準日として「納品明細」の「計上日」よりも「納品」の「納品日」を

優先する場合にチェックを付けます。 

支払伝票の日付を優先する - 税率適用基準日として「支払明細」の「計上日」よりも「支払」の「支払締日」

を優先する場合にチェックを付けます。 

発注伝票の日付を優先する - 税率適用基準日として「発注明細」の「納品日」よりも「発注」の「発注日」を

優先する場合にチェックを付けます。 

見積伝票の日付を優先する - 税率適用基準日として「見積明細」の「納品予定日」よりも「見積」の「見積

日」を優先する場合にチェックを付けます。 

受注伝票の日付を優先する - 税率適用基準日として「受注明細」の「納品予定日」よりも「受注」の「受注

日」を優先する場合にチェックを付けます。 

 

Point  「○○伝票の日付を優先する」にチェックを付けず、かつ明細の日付項目が設定されている場合は、明細

の日付項目が優先されます。 

 「○○伝票の日付を優先する」のチェックの有無に関わらず、明細の日付項目が設定されていない場合

は、伝票の日付項目が優先されます。 
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 ここでは例として、すべての項目にチェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「Base Date of Tax Rate Setting」画面が表示されます。 

「▼ デフォルトの組織レベルの値」を確認します。「Base Date of Tax Rate Setting」の設定は完了です。 

 
 

Point 税率適用基準日は、「単価マスタ」の単価適用基準日としても使用されます。 

［参照］「単価マスタ」については、「4.1.12 単価マスタの登録」を参照してください。 
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3.4.4 Batch Execution Authority Expand Setting の設定 

バッチ処理（受注確定、請求締め、売上締め）に関連するオブジェクトに対して操作する権限がないプロファイル・ユーザ

であっても、バッチ処理が実行できるように設定します（実行許可の設定）。 
 

Point 「操作する権限」とは、オブジェクトを作成・編集・削除する権限、およびオブジェクトの項目レベルセキュリティ

を編集する権限のことです。 

例えば、オブジェクト「受注」を編集する権限がないユーザは受注確定ができませんが、当設定の「受注確定

実行許可 ON」にチェックを付け保存すると、受注確定ができるようになります。 

 

※全プロファイル・ユーザを対象とした設定と、特定のプロファイル・ユーザを対象とした設定があります。 

［参照］受注確定、請求締め、および売上締めについては、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 

◼ 全プロファイル・ユーザを対象とした設定 

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「Batch Execution Authority Expand Setting」の［Manage］リンクを

クリックします。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「3.4.1 共通手順」を参照してください。 

 

 「Batch Execution Authority Expand Setting」画面が表示されます。 

2 つの［新規］ボタンのうち、上にある［新規］ボタンをクリックします。 
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 「Batch Execution Authority Expand Setting の編集」画面が表示されます。 

実行許可を ON にする処理の「○○○○実行許可 ON」にチェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。 

 

※全プロファイル・ユーザを対象とした設定のため、プロファイル・ユーザに関する項目はありません。 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

請求締め実行許可 ON - 全プロファイル・ユーザを対象に、請求締めの実行許可を与える場合にチェック

を付けます。 

受注確定実行許可 ON - 全プロファイル・ユーザを対象に、受注確定の実行許可を与える場合にチェッ

クを付けます。 

売上締め実行許可 ON - 全プロファイル・ユーザを対象に、売上締めの実行許可を与える場合にチェック

を付けます。 

 ここでは例として、「受注確定実行許可 ON」にチェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「Batch Execution Authority Expand Setting の詳細」画面が表示されます。 

内容を確認し、［最後に開いたビューへ］リンクをクリックします。 

 

にマウスカーソルを重ねると、項目説明が表示されます。 

以降の画面についても同様です。 
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 「Batch Execution Authority Expand Setting」画面が表示されます。 

「▼ デフォルトの組織レベルの値」を確認します。 

全プロファイル・ユーザを対象とした「Batch Execution Authority Expand Setting」の設定は完了です。 

 
 

注意 バッチ処理が実行可能になっても、関連するオブジェクトの編集権限が付与されたわけではありません。 

関連するオブジェクトのレコードを直接編集したい場合は、システム管理者がユーザに編集権限を付与する、

または編集権限のあるユーザでログインし直す、といった対応が必要です。 

 

◼ 特定のプロファイル・ユーザを対象とした設定 

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「Batch Execution Authority Expand Setting」の［Manage］リンクを

クリックします。 

※全プロファイル・ユーザを対象とした設定の手順 1 と同じです。 

 「Batch Execution Authority Expand Setting」画面が表示されます。 

2 つの［新規］ボタンのうち、下にある［新規］ボタンをクリックします。 
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 「Batch Execution Authority Expand Setting の編集」画面が表示されます。 

「保存場所」で「プロファイル」「ユーザ」のいずれかを選択し、虫眼鏡アイコン（ ）をクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

保存場所 ○ 次のいずれかを選択します。 

「プロファイル」「ユーザ」 

「プロファイル」がデフォルトでセットされます。 

（設定所有者） - 以下の手順で、値を設定します。 

①虫眼鏡アイコン（ ）をクリックし、「検索」画面を開きます。 

②「検索」画面で、プロファイルまたはユーザを検索し、バッチ処理の実行許可

を与える対象（リンク）をクリックします。 

③上記でクリックしたプロファイルまたはユーザが、当項目に設定されます。 
 

※プロファイルまたはユーザを直接入力することもできます。 

［参照］「検索」画面については、「ソアスク ユーザガイド」の補足を参照して

ください。 

 ここでは例として、「保存場所」で「ユーザ」を選択し、虫眼鏡アイコン（ ）をクリックします。 

 

 「検索」画面が表示されます。ここでは例として、「最近参照したユーザ」の［設定担当 A］リンクをクリックします。 

 

にマウスカーソルを重ねると、項目説明が表示されます。 

以降の画面についても同様です。 
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Point 手順 4 で「ユーザ」を選択したため、「検索」画面にはユーザの一覧が表示されています。 

「プロファイル」を選択した場合は、プロファイルの一覧が表示されます。 

 「Batch Execution Authority Expand Setting の編集」画面に戻ります。 

「保存場所」の右の項目に、「設定担当 A」がセットされます。 

実行許可を ON にする処理の「○○○○実行許可 ON」にチェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

請求締め実行許可 ON - 当画面に設定したプロファイルまたはユーザを対象に、請求締めの実行許可

を与える場合にチェックを付けます。 

受注確定実行許可 ON - 当画面に設定したプロファイルまたはユーザを対象に、受注確定の実行許可

を与える場合にチェックを付けます。 

売上締め実行許可 ON - 当画面に設定したプロファイルまたはユーザを対象に、売上締めの実行許可

を与える場合にチェックを付けます。 

 ここでは例として、「受注確定実行許可 ON」にチェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。 

 

※上記の例では、ユーザ「設定担当 A」に受注確定の実行許可が与えられます。 

 「Batch Execution Authority Expand Setting の詳細」画面が表示されます。 

内容を確認し、［最後に開いたビューへ］リンクをクリックします。 
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 「Batch Execution Authority Expand Setting」画面が表示されます。 

「設定担当 A」のレコードが追加されていることを確認します。 

特定のプロファイル・ユーザを対象とした「Batch Execution Authority Expand Setting」の設定は完了です。 
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3.4.5 Batch Performance Setting の設定 

契約自動更新のジョブにおける、バッチの最大同時実行数およびバッチごとの処理レコード数を設定します。 

契約予約更新についても、同様に設定します。 
 

※契約自動更新および契約予約更新における、バッチのパフォーマンス改善（処理時間の短縮）を目的とした設定です。 

［参照］契約自動更新および契約予約更新については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 
 

Point  必須の設定ではありません。契約自動更新時または契約予約更新時、バッチの処理時間等に問題があ

った場合に設定してください。 

 当設定が未設定の場合は、すべての対象レコードが 1 つのバッチで直列に処理されます。 

レコード 9件が 1 つのバッチで処理されるイメージは、次のとおりです。 

バッチ A：レコード① ＞ レコード② ＞ レコード③ ＞～ レコード⑧ ＞ レコード⑨ 

 当設定で、バッチの最大同時実行数およびバッチごとの処理レコード数を設定すると、バッチのパフォーマン

スが改善される場合があります。この場合は、対象レコードが複数のバッチで並列に処理されます。 

レコード 9件が 2 つのバッチで処理されるイメージは、次のとおりです。 

バッチ A：レコード① ＞ レコード② ＞ レコード③ ＞ レコード④ ＞ レコード⑤ 

バッチ B：レコード⑥ ＞ レコード⑦ ＞ レコード⑧ ＞ レコード⑨    ※バッチ A、Bは同時実行 

 対象レコード数が少ない場合や、充実したハードウェア・通信環境下で実行した場合など、効果が期待で

きない場合があります。そのため、はじめから設定するのではなく、実際に契約自動更新および契約予約

更新で確認し、問題があった場合に設定することをお勧めします。 

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「Batch Performance Setting」の［Manage］リンクをクリックします。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「3.4.1 共通手順」を参照してください。 

 

 「Batch Performance Setting」画面が表示されます。 

2 つの［新規］ボタンのうち、上にある［新規］ボタンをクリックします。 
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 「Batch Performance Setting の編集」画面が表示されます。 

各項目にはデフォルト値が設定されているので、必要に応じて編集し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

契約自動更新同時実行キュー数 - 契約自動更新のジョブにおける、バッチの最大同時実行数を入力します。 

「0」～「5」の数値が入力可能ですが、有効範囲は「2」～「5」です。 

「4」がデフォルトでセットされます。 

契約自動更新分割境界値 - 契約自動更新のジョブにおける、バッチごとの処理レコード数を入力します。 

「0」～「9,999,999,999」の数値が入力可能ですが、有効範囲は「1」以降で

す。「100」がデフォルトでセットされます。 

契約予約更新同時実行キュー数 - 契約予約更新のジョブにおける、バッチの最大同時実行数を入力します。 

「0」～「5」の数値が入力可能ですが、有効範囲は「2」～「5」です。 

「4」がデフォルトでセットされます。 

契約予約更新分割境界値 - 契約予約更新のジョブにおける、バッチごとの処理レコード数を入力します。 

「0」～「9,999,999,999」の数値が入力可能ですが、有効範囲は「1」以降で

す。「100」がデフォルトでセットされます。 

 

Point  バッチごとの処理レコード数は、処理対象の「契約管理」レコード数を基に設定します。 

例えば、処理対象の「契約管理」レコード数が平均 150件、かつバッチの最大同時実行数を「3」とした場

合は、バッチごとの処理レコード数を「50」とすると、各バッチにバランスよく処理が割り振られます。 

 同時・並列に実行可能なバッチの最大数は、5件に制限されています（Salesforce の仕様です）。 

受注確定や請求締めなど、すでに別のバッチが実行中の場合は、それらも含めて最大 5件となります。 

 ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

にマウスカーソルを重ねると、項目説明が表示されます。 

以降の画面についても同様です。 
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 「Batch Performance Setting の詳細」画面が表示されます。 

内容を確認し、［最後に開いたビューへ］リンクをクリックします。 

 

 「Batch Performance Setting」画面が表示されます。 

「▼ デフォルトの組織レベルの値」を確認します。「Batch Performance Setting」の設定は完了です。 

 
 

注意  次のオブジェクトに、データ型が「参照関係」かつ必須のカスタム項目が存在しないか、確認してください。 

「商談」「販売」「見積条件」「見積」「見積明細」「契約管理」「契約単価」「契約数量別単価」 

「納品」「納品明細」「受注」「受注明細」「発注」「発注明細」「仕入」「仕入明細」「契約ライセンス」 

存在した場合は、バッチの実行時に高確率でエラーとなるため、当設定を行わないでください。 

※参照元が新規作成・更新される際に参照先がロックされる Salesforce の仕様によるものです。 

 データ型が「参照関係」かつ必須でないカスタム項目を前出のオブジェクトに作成する場合は、次のように

「参照レコードが削除された場合の対処方法」の「この項目の値をクリアします。」を選択してください。 

 

※「必須項目」の「値の入力を必須にする」にチェックを付けた場合は、上記オプションが選択できません。 

［参照］カスタム項目の作成手順については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=adding_fields.htm&language=ja 

 

デフォルトで選択されています。 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=adding_fields.htm&language=ja
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注意  ソアスク標準オブジェクトにカスタム項目を作成する場合は、同じオブジェクト内で既存のソアスク標準項目

と新規に作成するカスタム項目の「項目名」が重複しないようにしてください。「項目名」が重複した状態で

ソアスクの登録画面（Visualforce ページ）を開くと、エラーとなる可能性があります。 

 当設定で処理が複数のバッチに割り振られるのは、契約自動更新および契約予約更新の Apex クラスが

スケジューラで実行された場合のみです。 

Apex クラスを「開発者コンソール」画面から匿名実行で呼び出した場合は対象外です。 

 契約自動更新および契約予約更新の分割境界値は、処理が複数のバッチに割り振られる際の目安とな

っているため、分割境界値を超えたレコードの処理については、次のバッチに割り振られます。 

ただし、「取引先名」が同じ「契約管理」レコードに対しては、分割境界値を超えた場合でも、同じバッチ内

で処理される仕組みとなっています。 

 「取引先名」が同じ「契約管理」レコードに対して複数のバッチで同時・並列に処理することができない理

由は、（「契約管理」レコードが紐づく）「商談」レコードの参照先として「取引先名」があるためです。 
 

※「契約管理」レコードの更新中は、「商談」レコードに紐づく「取引先名」がロックされます。 

「取引先」（マスタ）と紐づく項目のうち、ロックされる対象は「取引先名」のみです。 

「請求先」「エンドユーザ」は対象外です（ロックされません）。 

［参照］「商談」「契約管理」の詳細は、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 
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3.4.6 Diff Item Contract Management の設定 

「契約管理変更履歴」レコード作成のトリガとなる「契約管理」の項目を設定します。 
 

※設定した項目の値が変更されたタイミングで、「契約管理」から「契約管理変更履歴」レコードが作成されます。 

また同時に、「契約管理」に紐づく「契約ライセンス」からも「契約ライセンス変更履歴」レコードが作成されます。 

［参照］「契約管理」「契約ライセンス」および各変更履歴については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 
 

Point  必須の設定ではありません。設定をしなかった場合でも、受注確定をしたタイミングと解約確定をしたタイミ

ングで、変更履歴レコードが作成されます（デフォルトの設定）。 

 デフォルトの設定以外のタイミングで変更履歴レコードが作成されるようにしたい場合は、変更履歴レコード

作成のトリガとなる「契約管理」の項目を設定し保存します。 

以降は、設定した項目の値が変更されたタイミングで、変更履歴レコードが作成されるようになります。 

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「Diff Item Contract Management」の［Manage］リンクをクリックします。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「3.4.1 共通手順」を参照してください。 

 

 「Diff Item Contract Management」画面が表示されます。［新規］ボタンをクリックします。 
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 「Diff Item Contract Management の編集」画面が表示されます。 

「Name」「Api Name」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

Name ○ 任意のデータセット名を入力します。 

※Apex からカスタム設定データを参照する場合に使用します。 

Api Name ○ 変更履歴レコード作成のトリガとしたい項目の API参照名を入力します。 

 

Point 「Api Name」は、「契約管理」の項目が対象です。新規にカスタム項目を作成し対象とすることもできます。 

［参照］カスタム項目の作成手順については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.adding_fields.htm&language=ja 

 

注意 ソアスク標準オブジェクトにカスタム項目を作成する場合は、同じオブジェクト内で既存のソアスク標準項目と

新規に作成するカスタム項目の「項目名」が重複しないようにしてください。「項目名」が重複した状態でソア

スクの登録画面（Visualforce ページ）を開くと、エラーとなる可能性があります。 

 ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

にマウスカーソルを重ねると、項目説明が表示されます。 

以降の画面についても同様です。 

「契約先責任者」の API参照名です。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.adding_fields.htm&language=ja
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Point 上記の例では、「契約管理」の「契約先責任者」が変更されると、そのタイミングで変更履歴レコードが作成さ

れます。 

当該項目の API参照名は、設定の「ホーム」画面から［オブジェクトマネージャ］タブ＞［契約管理］リンク

＞［項目とリレーション］をクリックし、クイック検索で項目の表示ラベルを検索すると確認できます。 

 

 「Diff Item Contract Management の詳細」画面が表示されます。 

内容を確認し、［最後に開いたビューへ］リンクをクリックします。 

 

 「Diff Item Contract Management」画面が表示されます。 

レコードが追加されていることを確認します。「Diff Item Contract Management」の設定は完了です。 
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3.4.7 Items not to be posted for Cancel Odd の設定 

赤伝票が作成される際、作成元の黒伝票から値を引き継がせたくないカスタム項目がある場合は、その項目を設定します。 
 

Point  赤伝票は、契約変更の洗替または契約解約を行った際に自動で作成されます。 

 黒伝票の「納品明細」レコードのうち、契約変更の洗替または契約解約によって削除できないレコードがあ

る場合は、対象レコードの消し込み用に赤伝票の「納品明細」レコードが作成されます。 

 赤伝票の項目は、「取消納品フラグ」や「取消納品明細」など一部の項目を除き、作成元の黒伝票から

値が引き継がれます（「金額」はマイナス金額として引き継がれます）。 

 「納品明細」に作成したカスタム項目の値はデフォルトで黒伝票から赤伝票に引き継がれますが、当カスタ

ム設定に設定したカスタム項目は対象外となり、その値は引き継がれません。 

［参照］赤伝票の「納品明細」については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「Items not to be posted for Cancel Odd」の［Manage］リンクをクリッ

クします。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「3.4.1 共通手順」を参照してください。 

 

 「Items not to be posted for Cancel Odd」画面が表示されます。［新規］ボタンをクリックします。 
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 「Items not to be posted for Cancel Odd の編集」画面が表示されます。 

「Name」「Api Name」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

Name ○ 任意のデータセット名を入力します。 

※Apex からカスタム設定データを参照する場合に使用します。 

Api Name ○ 黒伝票から赤伝票に値を引き継がせたくないカスタム項目のAPI参照名を入

力します。 

 

Point  「納品明細」に作成されたカスタム項目に対してのみ、設定が有効になります。 

［参照］カスタム項目の作成手順については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.adding_fields.htm&language=ja 

 「納品明細」に API参照名の一致するカスタム項目がない場合でも、設定することは可能です。 

その場合は、あとから API参照名の一致するカスタム項目を作成することで、設定が有効になります。 

 カスタム設定の情報を基に、該当するカスタム項目の有無を「納品明細」の「項目とリレーション」画面で確

認することを考慮し、「Name」とカスタム項目の表示ラベルは、同様の名称にしておくことをお勧めします。 

※「項目とリレーション」画面のクイック検索の対象は、API参照名ではなく、項目の表示ラベルです。 

 

注意 ソアスク標準オブジェクトにカスタム項目を作成する場合は、同じオブジェクト内で既存のソアスク標準項目と

新規に作成するカスタム項目の「項目名」が重複しないようにしてください。「項目名」が重複した状態でソア

スクの登録画面（Visualforce ページ）を開くと、エラーとなる可能性があります。 

 ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

にマウスカーソルを重ねると、項目説明が表示されます。 

以降の画面についても同様です。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.adding_fields.htm&language=ja
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Point 上記の例で設定を有効にするためには、「納品明細」に API参照名が「CustomMitsumoriIraibi__c」という

カスタム項目が作成されているか、またはこれから作成する必要があります。 

当該項目の有無は、設定の「ホーム」画面から［オブジェクトマネージャ］タブ＞［納品明細］リンク＞ 

［項目とリレーション］をクリックし、クイック検索で項目の表示ラベルを検索すると確認できます。 

 

上記の例では、3件のカスタム項目を作成しています。 

そのうちの「【カスタム】見積依頼日」は当カスタム設定に設定したため、黒伝票から赤伝票に値が引き継がれ

なくなります。残りの「【カスタム】想定粗利金額」「【カスタム】担当者確認済み」は設定していないため、これま

でどおり値が引き継がれます。 

 「Items not to be posted for Cancel Odd の詳細」画面が表示されます。 

内容を確認し、［最後に開いたビューへ］リンクをクリックします。 

 

 「Items not to be posted for Cancel Odd」画面が表示されます。 

レコードが追加されていることを確認します。「Items not to be posted for Cancel Odd」の設定は完了です。 
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3.4.8 MRR Analysis Setting の設定 

サブスクリプション分析の対象とする「商談」レコードの「確度(%)」（下限値）を設定します。 

また、「商談」を利用していない、または利用できない場合は、分析対象を「販売」レコードに変更します。 
 

［参照］サブスクリプション分析については、「5.3 サブスクリプション分析機能について」を参照してください。 
 

※分析対象を「販売」レコードに変更した場合は、「販売」に「確度(%)」の項目がないため、有効な「販売」レコードすべて

が分析対象となります。 

［参照］「商談」「販売」の各項目については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「MRR Analysis Setting」の［Manage］リンクをクリックします。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「3.4.1 共通手順」を参照してください。 

 

 「MRR Analysis Setting」画面が表示されます。 

2 つの［新規］ボタンのうち、上にある［新規］ボタンをクリックします。 
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 「MRR Analysis Setting の編集」画面が表示されます。 

必要に応じて「分析作成対象に含める商談の確度の下限値」を入力し、「販売を分析作成の対象とする」にチ

ェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

分析作成対象に含める商談の確

度の下限値 

- サブスクリプション分析の対象とする「商談」レコードの「確度(%)」（下限値）

を入力します。 

サブスクリプション分析では、この値以上の「確度(%)」が設定された「商談」レ

コードが対象となり、この値未満の「商談」レコードは対象外となります。 

販売を分析作成の対象とする - 「商談」を利用していない、または利用できない場合にチェックを付けます。 

チェックを付けると、分析対象が「商談」から「販売」に変更されます。 

 ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「MRR Analysis Setting の詳細」画面が表示されます。 

内容を確認し、［最後に開いたビューへ］リンクをクリックします。 

 

にマウスカーソルを重ねると、項目説明が表示されます。 

以降の画面についても同様です。 
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 「MRR Analysis Setting」画面が表示されます。 

「▼ デフォルトの組織レベルの値」を確認します。「MRR Analysis Setting」の設定は完了です。 
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3.4.9 OpportunityDetailPageSetting の設定 

「見積条件」の詳細画面にある「見積」「受注」「納品」の表示行数を設定します。 
 

※当カスタム設定は、「商談」詳細画面の関連リストに配置した Lightning コンポーネントには適用されません。 

［参照］Lightning コンポーネントの配置については、「4.2.2 Lightning コンポーネントの配置」を参照してください。 
 

Point 当カスタム設定では、「関連見積・受注・納品一覧/Related Quote, SalesOrder, Delivery」セクションの

「見積」「受注」「納品」に対し、表示行数を設定することができます。 
 

各レコードが 1件ずつ紐づいている場合は、次のような並びで表示されます（表示行数はデフォルト）。 

 

レコードが 2件ずつ紐づいている場合は、次のような並びで表示されます（表示行数はデフォルト）。 

 

 

「受注」「納品」も同様に表示されます。 

表示行数を 1 に設定すると、作成日時が

古い方のレコードは表示されなくなります。 

作成日時が新しい方のレコードが上に、

古い方のレコードが下に表示されます。 

紐づいているレコードが 1件のため、表示行数が

「0」以外の場合は、表示内容が同じです。 

「見積条件名」が「見積」「受注」「納品」の

ヘッダの位置に表示されます。 

「見積」「受注」「納品」のレコードが 1件ずつ

紐づいている例です。 
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基本的に変更不要なデフォルト値が設定されているため、ここでは設定内容の確認のみ行います。 

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「OpportunityDetailPageSetting」の［Manage］リンクをクリックします。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「3.4.1 共通手順」を参照してください。 

 

 「OpportunityDetailPageSetting」画面が表示されます。 

すべての表示行数が「99」になっていることを確認します。 

 
 

Point 通常はデフォルトの設定で問題ありませんが、表示行数を変更したい場合は、上記画面で［編集］ボタンを

クリックし、「OpportunityDetailPageSetting の編集」画面を開きます。 

編集画面で対象項目の表示行数を変更し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

にマウスカーソルを重ねると、項目説明が表示されます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

納品の表示行数 - 「見積条件」の詳細画面に表示する「納品」の行数を設定します。 

「0～99」の数値が入力可能です。 

「99」がデフォルトで設定されています。 
 

※次のセクションにのみ適用されます。 

「関連見積・受注・納品一覧/Related Quote, SalesOrder, Delivery」 

見積条件表示行数 - ※現在は使用していない項目です。デフォルト値のままとしてください。 

見積の表示行数 - 「見積条件」の詳細画面に表示する「見積」の行数を設定します。 

「0～99」の数値が入力可能です。 

「99」がデフォルトで設定されています。 
 

※次のセクションにのみ適用されます。 

「関連見積・受注・納品一覧/Related Quote, SalesOrder, Delivery」 

受注の表示行数 - 「見積条件」の詳細画面に表示する「受注」の行数を設定します。 

「0～99」の数値が入力可能です。 

「99」がデフォルトで設定されています。 
 

※次のセクションにのみ適用されます。 

「関連見積・受注・納品一覧/Related Quote, SalesOrder, Delivery」 
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3.4.10 Oproarts Connector Usage Version Setting の設定 

パッケージ「soarize」をインストールした組織にパッケージ「OPROARTS Connector」（v2.x 以降）がインストールされて

いる場合は、どちらのパッケージの OPROARTS オブジェクト（ユーザオブジェクト）を使用するのかを設定します。 
 

Point  インストールされている「OPROARTS Connector」のバージョンが v2.x以降であることが前提条件です。 

 「OPROARTS Connector」がインストールされていない場合、または v2.x よりも前のバージョンがインスト

ールされている場合は、当カスタム設定を設定する必要はありません。 

［参照］インストール済みパッケージのバージョン等を確認したい場合は、「6.1.1 アンインストールの手順」の

手順 1～3 を実行してください。※手順 4以降は実行しないでください。 

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「Oproarts Connector Usage Version Setting」の［Manage］リンクを

クリックします。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「3.4.1 共通手順」を参照してください。 

 

 「Oproarts Connector Usage Version Setting」画面が表示されます。 

2 つの［新規］ボタンのうち、上にある［新規］ボタンをクリックします。 
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 「Oproarts Connector Usage Version Setting の編集」画面が表示されます。 

「使用バージョン」に「1」または「2」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

使用バージョン ○ 「1」または「2」を入力します。 

サブスクリプション管理機能を使用可能かシステムが判定する際、以下のよう

に処理が行われます。 

 「1」の場合、パッケージ「soarize」の OPROARTS ユーザオブジェクトのレ

コードを使用して認証します。 

 「2」の場合、パッケージ「OPROARTS Connector」のOPROARTSユー

ザオブジェクトのレコードを使用して認証します。 
 

「1」がデフォルトでセットされます。 

 ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「Oproarts Connector Usage Version Setting の詳細」画面が表示されます。 

内容を確認し、［最後に開いたビューへ］リンクをクリックします。 

 

にマウスカーソルを重ねると、項目説明が表示されます。 

以降の画面についても同様です。 
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 「Oproarts Connector Usage Version Setting」画面が表示されます。 

「▼ デフォルトの組織レベルの値」を確認します。 

「Oproarts Connector Usage Version Setting」の設定は完了です。 
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3.4.11 Sales Closed Edit Permission Item の設定 

「納品明細」の項目において、売上締め後も編集を可能とする項目を設定します。 
 

※売上締めを行うと、一部の項目を除き、「納品明細」を編集することができなくなります。 

［参照］売上締めについては、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「Sales Closed Edit Permission Item」の［Manage］リンクをクリックし

ます。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「3.4.1 共通手順」を参照してください。 

 

 「Sales Closed Edit Permission Item」画面が表示されます。［新規］ボタンをクリックします。 

 
 

Point デフォルトで売上締め後も編集が可能な項目は、以下のとおりです。    ※カッコ内は API参照名です。 

 会計システム連携済（appsfs__fs_AccountingCooperated__c） 

 会計システム連携日時（appsfs__fs_AccountingCooperationDate__c） 

 請求済（appsfs__fs_IsBilled__c） 

 債権管理連携済（appsfs__fs_ReceivablesManagementCooperated__c） 

 債権管理連携日時（appsfs__fs_ReceivablesManagementCooperationDate__c） 

 売上ステータス（appsfs__fs_SalesStatus__c） 

※「請求済」以外の項目は、デフォルトでは詳細画面に表示されない項目です。 

デフォルトで売上締め後も編集が

可能な項目が登録されています。 
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 「Sales Closed Edit Permission Item の編集」画面が表示されます。 

「Name」「Api Name」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

Name ○ 任意のデータセット名を入力します。 

※Apex からカスタム設定データを参照する場合に使用します。 

Api Name ○ 売上締め後も編集を可能にしたい項目の API参照名を入力します。 

 

Point 「Api Name」は「納品明細」の項目が対象です。新規にカスタム項目を作成し対象とすることもできます。 

［参照］カスタム項目の作成手順については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.adding_fields.htm&language=ja 

 

注意 ソアスク標準オブジェクトにカスタム項目を作成する場合は、同じオブジェクト内で既存のソアスク標準項目と

新規に作成するカスタム項目の「項目名」が重複しないようにしてください。「項目名」が重複した状態でソア

スクの登録画面（Visualforce ページ）を開くと、エラーとなる可能性があります。 

 ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

にマウスカーソルを重ねると、項目説明が表示されます。 

以降の画面についても同様です。 

「備考」の API参照名です。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.adding_fields.htm&language=ja
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Point 上記の例では、「納品明細」の「備考」は、売上締め後も編集が可能になります。 

項目の API参照名は、設定の「ホーム」画面から［オブジェクトマネージャ］タブ＞［納品明細］リンク＞ 

［項目とリレーション］をクリックし、クイック検索で項目の表示ラベルを検索すると確認できます。 

 

 「Sales Closed Edit Permission Item の詳細」画面が表示されます。 

内容を確認し、［最後に開いたビューへ］リンクをクリックします。 

 

 「Sales Closed Edit Permission Item」画面が表示されます。 

レコードが追加されていることを確認します。「Sales Closed Edit Permission Item」の設定は完了です。 
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3.4.12 soarize Trigger Activation Setting の設定 

各種 soarize トリガの有効化を設定します。 

基本的に変更不要なデフォルト値が設定されているため、ここでは設定内容の確認のみ行います。 

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「soarize Trigger Activation Setting」の［Manage］リンクをクリックしま

す。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「3.4.1 共通手順」を参照してください。 

 

 「soarize Trigger Activation Setting」画面が表示されます。 

すべての項目にチェックが付いていることを確認します。 

 
 

Point 通常はデフォルトの設定で問題ありませんが、トリガ有効化を取り消したい場合は、上記画面で［編集］ボ

タンをクリックし、「soarize Trigger Activation Setting の編集」画面を開きます。 

編集画面で対象項目のチェックを外し、［保存］ボタンをクリックします。 

にマウスカーソルを重ねると、項目説明が表示されます。 
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3.4.13 soarize Validation Rule Setting の設定 

「商談」「販売」「見積条件」の入力規則（Salesforce の設定）をオブジェクト単位で無効化します。 

無効化した入力規則は、再度、有効化することができます。 
 

Point  各オブジェクトの入力規則は、すべてデフォルトで有効に設定されています。 

 入力規則の各ルール内で設定できる有効/無効の設定とは別の設定です。そのため、当設定で入力規則

を有効化しても、ルール内で無効となっているルールが有効化するわけではありません。 
 

［参照］入力規則については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fields_about_field_validation.htm&language=ja 

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「soarize Validation Rule Setting」の［Manage］リンクをクリックします。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「3.4.1 共通手順」を参照してください。 

 

 「soarize Validation Rule Setting」画面が表示されます。［編集］ボタンをクリックします。 

 

にマウスカーソルを重ねると、項目説明が表示されます。 

以降の画面についても同様です。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fields_about_field_validation.htm&language=ja
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 「soarize Validation Rule Setting の編集」画面が表示されます。 

入力規則を無効化したいオブジェクトの「soarize{オブジェクト名}入力規則有効化」からチェックを外し、［保存］

ボタンをクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

soarize商談入力規則有効化 - デフォルトでチェックが付いています。 

「商談」の入力規則を無効化したい場合にチェックを外します。 

※すでに無効化している「商談」の入力規則を有効化したい場合は、チェック

を付けます。 

soarize 見積条件入力規則有効

化 

- デフォルトでチェックが付いています。 

「見積条件」の入力規則を無効化したい場合にチェックを外します。 

※すでに無効化している「見積条件」の入力規則を有効化したい場合は、チ

ェックを付けます。 

soarize販売入力規則有効化 - デフォルトでチェックが付いています。 

「販売」の入力規則を無効化したい場合にチェックを外します。 

※すでに無効化している「販売」の入力規則を有効化したい場合は、チェック

を付けます。 

 ここでは例として、「soarize商談入力規則有効化」からチェックを外し、［保存］ボタンをクリックします。 
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 「soarize Validation Rule Setting」画面が表示されます。 

「▼ デフォルトの組織レベルの値」を確認します。「soarize Validation Rule Setting」の設定は完了です。 
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3.4.14 VisualforcePageSetting の設定 

Visualforce ページに関する以下の設定を行います。 

● 販売管理系画面および購買管理系画面の「明細情報」における、明細ページング制御について設定します。 

［参照］販売管理系画面および購買管理系画面については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

● 「売上締め」画面および「売上締め取消」画面の「処理履歴」における、明細ページング制御について設定します。 

● 明細の金額項目および「数量」に表示・入力する小数点以下の桁数について設定します。 

● 「請求登録画面」の「前回請求」セクションに、デフォルトでレコードを表示するかどうかを設定します。 

● 「見積条件登録画面」の「明細情報」入力時に、排他制御機能を使用するかどうかを設定します。 

［参照］「請求登録画面」「見積条件登録画面」については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 「カスタム設定」画面で表示ラベル名「VisualforcePageSetting」の［Manage］リンクをクリックします。 

［参照］「カスタム設定」画面の表示方法については、「3.4.1 共通手順」を参照してください。 

 
 

Point カスタム設定「VisualforcePageSetting」は、一覧の 2ページ目にあります。 

右上の［次のページ>］リンクをクリックするか、一覧の末尾にある［▼増やす］リンクをクリックしてください。 

 

 「VisualforcePageSetting」画面が表示されます。［編集］ボタンをクリックします。 

 

にマウスカーソルを重ねると、項目説明が表示されます。 

以降の画面についても同様です。 
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 「VisualforcePageSetting の編集」画面が表示されます。以下のように数値を入力します。 

⚫ 明細ページング制御を行う場合は、「販売管理系画面 明細ページング制御ON」にチェックが付いていること

を確認し、「販売管理系画面 明細ページング件数」に 1 ページ内に表示する明細の件数を入力します。 

同様に、「売上締め履歴 明細ページング件数」に 1ページ内に表示する明細の件数を入力します。 

⚫ 明細の金額項目と「数量」に表示・入力する小数点以下の桁数を設定する場合は、「金額 小数点桁数」

または「数量 小数点桁数」のいずれか、もしくは両方を入力します。 

⚫ 売上締め履歴の明細最大件数を変更したい場合は、「売上締め履歴 明細最大件数」を入力します。 
 

数値およびチェックボックスの設定後、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

販売管理系画面 明細ページング

制御 ON 

- デフォルトでチェックが付いています。 

明細ページング制御を行わない場合にチェックを外します。 

販売管理系画面 明細ページング

件数 

- 販売管理系画面と購買管理系画面の「明細情報」1 ページ内に表示する

明細件数を設定します。 

「10」がデフォルトで設定されています。 
 

※明細ページング制御を行う場合は、必ず「1」以上に設定してください。 

※デフォルト値を超える件数の設定は、Salesforce が定める Apex ガバナ制

限に抵触する可能性があるため、お勧めしません。 

［参照］Apex ガバナ制限については、次の Salesforce 社ドキュメントを参

照してください。 

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.salesforc

e_app_limits_cheatsheet.meta/salesforce_app_limits_che

atsheet/salesforce_app_limits_platform_apexgov.htm 

請求登録画面 前回請求非表示 - 「請求登録画面」にある、「前回請求に指定することができる過去の請求」を

非表示とする場合（新規に登録する「請求」レコードに過去の「請求」レコー

ドを紐づける必要がない場合）にチェックを付けます。 

金額 小数点桁数 - 各明細の金額項目に表示・入力する小数点以下の桁数を設定します。 

「0～9」の数値が入力可能です。 

「0」で小数点以下が非表示・入力不可となります。 

数量 小数点桁数 - 各明細の「数量」に表示・入力する小数点以下の桁数を設定します。 

「0～9」の数値が入力可能です。 

「0」で小数点以下が非表示・入力不可となります。 

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.salesforce_app_limits_cheatsheet.meta/salesforce_app_limits_cheatsheet/salesforce_app_limits_platform_apexgov.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.salesforce_app_limits_cheatsheet.meta/salesforce_app_limits_cheatsheet/salesforce_app_limits_platform_apexgov.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.salesforce_app_limits_cheatsheet.meta/salesforce_app_limits_cheatsheet/salesforce_app_limits_platform_apexgov.htm
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項目名 
入力
必須 

説明 

見積条件明細ロック機能 ON  デフォルトでチェックが付いています。 

見積条件の明細ロック機能を使用しない場合にチェックを外します。 

［参照］詳細は、項末の Point を参照してください。 

売上締め履歴 明細最大件数 - 「売上締め」画面と「売上締め取消」画面の「処理履歴」の最大件数を設定

します。 

「2,000」がデフォルトで設定されています。 
 

※件数を増やすと、売上締め処理のパフォーマンスが低下することがあります。 

※デフォルト値を超える件数の設定は、Salesforce が定める Apex ガバナ制

限に抵触する可能性があるため、お勧めしません。 

売上締め履歴 明細ページング件

数 

- 「売上締め」画面と「売上締め取消」画面の「処理履歴」1 ページ内に表示す

る明細件数を設定します。 

「10」がデフォルトで設定されています。 
 

※明細ページング制御を行う場合は、必ず「1」以上に設定してください。 

※デフォルト値を超える件数の設定は、Salesforce が定める Apex ガバナ制

限に抵触する可能性があるため、お勧めしません。 

 

Point 「金額 小数点桁数」がブランクの場合は、各明細の金額項目の小数点以下桁数が 2桁（Salesforce の 

デフォルト値）となります。「数量 小数点桁数」についても同様です。 

 ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「VisualforcePageSetting」画面が表示されます。 

「▼ デフォルトの組織レベルの値」を確認します。「VisualforcePageSetting」の設定は完了です。 
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Point  明細ページング制御が ON（チェックあり）になっている場合は、販売管理系および購買管理系の各画 

面の「明細情報」左下に、ページング制御用の項目が表示されます。 

 

上記の場合は、「売上締め」画面と「売上締め取消」画面の「処理履歴」中央下にも、ページング制御用

の項目が表示されます。 

 

 「金額 小数点桁数」「数量 小数点桁数」に「0」を設定した場合は、明細の数量・金額項目の表示が

次のように変わります。 

 

 「金額 小数点桁数」「数量 小数点桁数」を設定しても、元々小数点以下が設定されていない項目や

Salesforce の仕様に従う詳細画面の表示などは変更できません。 

 項目に設定された小数点以下の桁数より大きな値を「金額 小数点桁数」「数量 小数点桁数」に設定

することもできますが、お勧めしません。 

例えば、小数点以下桁数の設定が 2桁の金額に対し小数点以下桁数を 4桁まで表示した場合は 4桁

目までの入力が可能ですが、保存時に小数点以下 3～4桁が切り捨てられてしまうためです。 

 

Point 「見積条件明細ロック機能 ON」にチェックが付いているか・いないかによる動作の違いについて説明します。 

 チェックが付いている場合（＝排他制御あり） 

「見積条件登録画面」の「明細情報」で、他の項目に影響がある項目を変更しフォーカスアウトします。 

入力項目はすべてロックされ、背景色がグレーに変わります。再計算が終わるとロックが解除されます。 

 

 チェックが付いていない場合（＝排他制御なし） 

入力項目はロックされません。再計算中に他の項目を変更すると、正しく計算されない可能性があります。 

 

※「明細情報」の入力は、「見積条件明細ロック機能ON」にチェックが付いた状態で行うことをお勧めします。 
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  各種設定（2/2） 
ソアスクの各種設定を行います。「マスタの設定」と「商談の設定」について説明します。 

 

 

 

4章における手順の流れは、以下のとおりです。 
 

 
 

4.1 マスタの設定 

4.2 商談の設定 
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4.1 マスタの設定 

ソアスクで利用する主要なマスタの概要について説明します。 
 

● 設定マスタ 

レコードタイプが 2 つ（自社会計情報、設定情報）あり、かつ 1 レコードずつで構成されたオブジェクトです。 

デフォルトのレコードが用意されていて、このレコードを編集することで、ソアスクの様々な設定が可能となります。 
 

Point 「設定マスタ」にはソアスクの運用に関わる重要な設定が含まれているため、ソアスクの運用前に設定しておく

必要があります。 

 

● 税種マスタ、税率マスタ 

消費税情報等を設定する親子関係のオブジェクトです。 

「税種マスタ」が「税率マスタ」の親オブジェクトになります。 

1件の親レコードに対し、複数の子レコードを紐づけることができます。 

デフォルトのレコードが用意されていて、現在の消費税（通常税率および軽減税率）が反映されています。 

※レコードの追加・編集が必要になった場合は、以下を参照してください。 

［参照］「税種マスタ」については、「3.3.3 税種マスタの確認・編集」を参照してください。 

［参照］「税率マスタ」については、「3.3.4 税率マスタの確認・編集」を参照してください。 

● 取引先、取引先責任者 

取引先の組織情報と責任者を設定する親子関係のオブジェクトです。 

「取引先」が「取引先責任者」の親オブジェクトになります。 

1件の親レコードに対し、複数の子レコードを紐づけることができます。 

※「取引先」を登録すると、関連オブジェクトの「会計設定」が自動で作成されます。 

［参照］「会計設定」の概要については、「4.1.4 取引先と関連オブジェクトについて」を参照してください。 

● 品目分類マスタ、品目・サービスマスタ 

取引を行う物品やサービスなどを設定する親子関係のオブジェクトです。 

「品目分類マスタ」が「品目・サービスマスタ」の親オブジェクトになります。 

1件の親レコードに対し、複数の子レコードを紐づけることができます。 

登録済みの「品目・サービスマスタ」レコードでセット品を構成することができます。 

「品目・サービスマスタ」は「単価マスタ」の親オブジェクトでもあります。 

※「品目分類マスタ」はサブスクリプション分析における、「品目・サービスマスタ」をグルーピングする単位です。 

［参照］サブスクリプション分析については、「5.3 サブスクリプション分析機能について」を参照してください。 

● 単価マスタ、数量別単価マスタ 

優先順位、適用期間、および数量ごとに異なる単価を設定する親子関係のオブジェクトです。 

「単価マスタ」が「数量別単価マスタ」の親オブジェクトになります。 

1件の親レコードに対し、複数の子レコードを紐づけることができます。 

「単価マスタ」は「品目・サービスマスタ」の子オブジェクトでもあります。 

● 部門マスタ、要員マスタ 

自社の部門と所属する要員を設定する親子関係のオブジェクトです。 

「部門マスタ」が「要員マスタ」の親オブジェクトになります。 

1件の親レコードに対し、複数の子レコードを紐づけることができます。 

「要員マスタ」では、「営業担当者」や「派遣社員」「事務員」など様々な種別を設定できます。 
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※各オブジェクトに標準で用意されている項目のほかに、オリジナルのカスタム項目を作成することができます。 

［参照］カスタム項目の作成手順については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.adding_fields.htm&language=ja 
 

注意 ソアスク標準オブジェクトにカスタム項目を作成する場合は、同じオブジェクト内で既存のソアスク標準項目と

新規に作成するカスタム項目の「項目名」が重複しないようにしてください。「項目名」が重複した状態でソア

スクの登録画面（Visualforce ページ）を開くと、エラーとなる可能性があります。 

 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.adding_fields.htm&language=ja


｜ 4.各種設定（2/2） ｜ 4.1.マスタの設定 ｜ 

85 

4.1.1 設定マスタ（自社会計情報）の編集 

デフォルトで登録されている「設定マスタ」のうち、レコードタイプが「自社会計情報」の「設定マスタ」を編集します。 

 画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「設定マスタ」と入力し、下に表示される［設定マスタ］リンクをクリックします。 

 

 「設定マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

［最近参照したデータ ▼］＞［すべて選択］をクリックします。 

 

※デフォルトで登録されているレコードを表示するには、リストビューを変更する必要があります。 

 リストビューが「すべて選択」に切り替わり、デフォルトで登録されている 2 つのレコードが表示されます。 

レコードタイプ＝「自社会計情報」の［No-0000000000］リンクをクリックします。 

 
 

注意 「設定マスタ」に対しては、レコードの追加および削除を行わないでください。 

設定内容を変更する際は、デフォルトで登録されているレコードの編集を行ってください。 
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 「No-0000000000」の詳細画面が表示されます。［編集］をクリックします。 

 

 「No-0000000000 を編集」画面が表示されます。項目を編集し、［保存］ボタンクリックします。 

「設定マスタ」（自社会計情報）の編集は完了です。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

組織売上計上日にち ○ 自社の定める売上計上日にちを選択します。 

次のいずれかを選択します。 

「1」～「28」、「末日」 

「末日」がデフォルトで設定されています。 
 

※「見積条件登録画面」のデフォルト値算出に使用されます。 

［参照］詳細は、2ページ先の Point（上）を参照してください。 

組織請求予定日にち ○ 自社の定める請求予定日にちを選択します。 

次のいずれかを選択します。 

「1」～「28」、「末日」 

「15」がデフォルトで設定されています。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

請求予定月 - 次のいずれかを選択します。 

「4 ヶ月前」「3 ヶ月前」「前々月」「前月」「当月」「翌月」「翌々月」 

「3 ヶ月後」「4 ヶ月後」 
 

※「見積条件」の「請求予定月」に設定される値です。 

請求予定日算出方法 - 次のいずれかを選択します。 

「日付指定」「月指定」 
 

※「見積条件登録画面」のデフォルト値算出に使用されます。 

［参照］詳細は、次ページの Point（下）を参照してください。 

ひと月の日数 - 日割り計算時に日数を固定して計算する場合に、自社で定めたひと月の日

数を入力します。 

「日割り時に日数を固定する」にチェックを付けると、設定が有効になります。 
 

※「見積明細」の日割り計算に使用する項目です。 

「見積明細」の「金額種別」＝「月額」の場合のみ有効です。 

［参照］「見積明細」の日割り計算については、「ソアスク ユーザガイド」を

参照してください。 

請求予定日基準項目 ○ 次のいずれかを選択します。 

「契約日」「契約開始日」「契約終了日」 

「契約開始日」がデフォルトで設定されています。 
 

※各選択値の対象オブジェクトは「見積条件」です。 

日割り時に日数を固定する - 日割り計算時に日数を固定して計算する場合にチェックを付けます。 
 

※「見積明細」の日割り計算に使用する項目です。 

「見積明細」の「金額種別」＝「月額」の場合のみ有効です。 

差額設定先 - 次のいずれかを選択します。 

「先頭月」「末尾月」 

「先頭月」がデフォルトで設定されています。 
 

※「見積明細」の「金額種別」が「年額」または「期間額」の場合、かつ金額を

按分する際に差額が出た場合は、差額分が選択した先頭月または末尾

月の明細に設定されます。 

「見積明細」の「売上サイクル」が「初期費用按分」の場合、かつ金額を按

分する際に差額が出た場合も同様に設定されます。 

受注確定の許可条件 - 受注確定の許可条件（以下「許可条件」）を SOQL で入力します。 
 

※SOQLの対象オブジェクトは「見積」です。 

許可条件に「見積」の項目（カスタム項目を含む）を設定します。 

ただし、データ型が以下のいずれかに該当する項目は、使用することができ

ません（Salesforce の仕様であり、使用するとエラーとなります）。 

・ テキストエリア 

・ テキストエリア (リッチ) 

・ ロングテキストエリア 

※ソアスク標準項目では、「備考」のデータ型が「ロングテキストエリア」のため、

「備考」を許可条件の設定に使用することができません。 
 

［参照］SOQL（Salesforce Object Query Language）については、

次の Salesforce社ドキュメントを参照してください。 

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.soql_sosl.meta/s

oql_sosl/sforce_api_calls_soql.htm 

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.soql_sosl.meta/soql_sosl/sforce_api_calls_soql.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.soql_sosl.meta/soql_sosl/sforce_api_calls_soql.htm
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項目名 
入力
必須 

説明 

請求サイクルの端数月を先頭にす

る 

- （利用期間÷請求サイクル）で端数月が発生する場合は、通常、最後の

請求サイクルが端数月になりますが、当項目にチェックを付けると、請求サイク

ルの先頭が端数月になります。 

［参照］「請求サイクルの端数月を先頭にする」にチェックを付けるケースにつ

いては、項末の Point を参照してください。 

請求締日と売上計上日で売上を

分割する 

- 請求締日と売上計上日で売上を分割する場合にチェックを付けます。 

事業者番号 - 適格請求書発行事業者の登録番号を入力します。 

［参照］詳細は、次の国税庁ホームページを参照してください。 

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/about-toroku/index.html 

日割り時の金額計算方式 - 次のいずれかを選択します。 

「日割り」「半額」「先頭月日割り最終月残り月額」 
 

※「見積明細」の日割り計算に使用する項目です。 

「見積明細」の「金額種別」＝「月額」の場合のみ有効です。 

［参照］「見積明細」の日割り計算については、「ソアスク ユーザガイド」を

参照してください。 

請求締日による納品明細分割時

の金額計算方式 

- 次のいずれかを選択します。 

「日割り」「半額」 

※ブランクの場合は、「日割り」が設定されているものとして扱われます。 

 

Point 「組織売上計上日にち」と「見積条件登録画面」の「契約期間 開始予定日」を基に、初回売上計上日が

算出され、「見積条件登録画面」の「初回売上計上日」にデフォルトでセットされます。 

［参照］「見積条件登録画面」の項目については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 

Point 「請求予定日算出方法」が「日付指定」「月指定」のいずれかによって、初回請求予定日の算出方法が異

なります。 

 「請求予定日算出方法」＝「日付指定」 

「組織請求予定日にち」≧「見積条件登録画面」の（「契約期間 開始予定日」の日にち）を満たして

いる場合（例 1）は、「契約期間 開始予定日」の年月＋「組織請求予定日にち」で算出されます。 

上記の条件を満たしていない場合（例 2）は、「契約期間 開始予定日」の翌月の年月＋「組織請求 

予定日にち」で算出されます。 

算出された初回請求予定日は、「見積条件登録画面」の「初回請求予定日」にデフォルトでセットされま

す。 

例 1）「組織請求予定日にち」=「末日」、「契約期間 開始予定日」＝2021/12/01（日にち＝「1」） 

初回請求予定日＝2021/12/31 となります。 

例 2）「組織請求予定日にち」=「15」、「契約期間 開始予定日」＝2021/12/16（日にち＝「16」） 

初回請求予定日＝2022/01/15 となります。 
 

 「請求予定日算出方法」＝「月指定」 

「請求予定月」「組織請求予定日にち」「請求予定日基準項目」を基に、初回請求予定日が算出さ

れ、「見積条件登録画面」の「初回請求予定日」にデフォルトでセットされます。 

※「請求予定日基準項目」が「契約日」の場合は、「見積条件登録画面」の「契約日」が請求予定日算出

の基準項目となります。 

同様に、「請求予定日基準項目」が「契約開始日」の場合は「見積条件登録画面」の「契約期間 開始

予定日」が、「契約終了日」の場合は「契約期間 終了予定日」が、請求予定日算出の基準項目となり

ます。 

［参照］「見積条件登録画面」の項目については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/about-toroku/index.html
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Point 「請求サイクルの端数月を先頭にする」にチェックを付けるケースについて、例を使って説明します。 

まず、新規契約を行います。契約内容は以下のとおりです。 
 

◆初回契約 

①利用期間：1月～12月  ②売上サイクル：毎月  ③請求サイクル：3 ヶ月 

④初回請求予定日：3/31 

 

次に、契約変更でライセンス追加をします。 

「請求サイクルの端数月を先頭にする」にはチェックを付けていません。契約内容は以下のとおりです。 
 

◆追加契約：「請求サイクルの端数月を先頭にする」にチェックなし 

①利用期間：8月～12月  ②売上サイクル：毎月  ③請求サイクル：3 ヶ月 

 

初回契約の 7月～9月分と追加契約の 8月～10月分の請求予定日に差異が生じることがわかります。 

差異を解消するため、「請求サイクルの端数月を先頭にする」にチェックを付けます。 
 

◆追加契約：「請求サイクルの端数月を先頭にする」にチェックあり 

①利用期間：8月～12月  ②売上サイクル：毎月  ③請求サイクル：3 ヶ月 

 

これで、初回契約の 7月～9月分と追加契約の 8月～9月分の請求予定日が同一となります。 
 

［参照］新規契約、契約変更については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

12月 2月 1月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 

ひとまとまり ひとまとまり 

12月 2月 1月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 

ひとまとまり ひとまとまり 

12月 2月 1月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 

ひとまとまり ひとまとまり ひとまとまり ひとまとまり 



｜ 4.各種設定（2/2） ｜ 4.1.マスタの設定 ｜ 

90 

4.1.2 設定マスタ（設定情報）の編集 

「設定マスタ」（設定情報）には、以下のとおり複数のセクションがあり、用途ごとに分類されています。 
 

● 各オブジェクト共通デフォルト値設定用 

自社組織で使用する各オブジェクト共通のデフォルト値（変更の可能性が低い固定値）を設定します。 

設定すると、各オブジェクトの登録画面において、入力項目のデフォルト値としてセットされるようになります。 

● 商談連携設定用 

商談連携の ON/OFF、および商談フェーズについて設定します。 

● 契約管理設定用 

契約更新時に受注を確定するかどうかの ON/OFF、および契約更新判定等について設定します。 

● 残高管理設定用 

残高管理機能を使用するかどうかの ON/OFF、および残高管理機能使用時に入金・支払の残高締めロックを行う

かどうかの ON/OFF について設定します。 

● マルチ通貨設定 

多通貨機能を使用するかどうかの ON/OFF について設定します。 

● プロジェクト設定用 

※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 

● 従量課金設定 

0円の従量課金に対し「納品明細」を作成するかどうかのON/OFF、および「納品明細」の金額を従量課金の数量

と単価より計算するかどうかの ON/OFF について設定します。 

● 仕入設定 

受注確定時に発注データから仕入データが自動で作成されるようにするかどうかの ON/OFF、および受注確定時に

自動で作成される購買系オブジェクトに、販売系オブジェクトの「金額種別」を引き継がせるかどうかのON/OFFにつ

いて設定します。 

 

※設定手順については、次ページからとなります。 
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デフォルトで登録されている「設定マスタ」のうち、レコードタイプが「設定情報」の「設定マスタ」を編集します。 

 画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「設定マスタ」と入力し、下に表示される［設定マスタ］リンクをクリックします。 

 

 「設定マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

［最近参照したデータ ▼］＞［すべて選択］をクリックします。 

 

※デフォルトで登録されているレコードを表示するには、リストビューを変更する必要があります。 

 リストビューが「すべて選択」に切り替わり、デフォルトで登録されている 2 つのレコードが表示されます。 

レコードタイプ＝「設定情報」の［No-0000000001］リンクをクリックします。 

 
 

注意 「設定マスタ」に対しては、レコードの追加および削除を行わないでください。 

設定内容を変更する際は、デフォルトで登録されているレコードの編集を行ってください。 
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 「No-0000000001」の詳細画面が表示されます。［編集］をクリックします。 

 

※レコード自体はデフォルトで登録されていますが、デフォルト値は設定されていないため、以降の手順で設定し

てください。 

 「No-0000000001 の編集」画面が表示されます。 

必要に応じて「各オブジェクト共通デフォルト値設定用」を編集します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

[見積・発注]納品場所 - 納品場所を入力します。 

この値が「見積」「発注」登録画面の項目にデフォルトでセットされます。 

[見積]納品期限 - 納品期限を入力します。 

この値が「見積」登録画面の項目にデフォルトでセットされます。 

[見積]見積書有効期限 - 見積書の有効期限を入力します。 

この値が「見積」登録画面の項目にデフォルトでセットされます。 

ロゴ画像 ID - 見積書や納品書などに出力されるロゴの画像 ID を入力します。 

［参照］画像 ID を取得する方法については、 

「4.1.16 各種帳票のロゴ・印影表示方法」を参照してください。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

[見積]取引方法 - 取引方法を入力します。 

この値が「見積」登録画面の項目にデフォルトでセットされます。 

税率 - ※使用しません。 

[仕入]入荷住所 - 入荷場所の住所を入力します。 

この値が「仕入」登録画面の項目にデフォルトでセットされます。 

[仕入]入荷郵便番号 - 入荷場所の郵便番号を入力します。 

この値が「仕入」登録画面の項目にデフォルトでセットされます。 

[請求・支払]支払方法 - 支払方法を入力します。 

この値が「請求」「支払」登録画面の項目にデフォルトでセットされます。 

印影画像 ID - 発注書、お支払い通知書に出力される印影の画像 ID を入力します。 

※画像 ID を取得する方法は、「ロゴ画像 ID」と同様です。 

 「商談」を利用する場合は、「商談連携設定用」の「商談連携」に必ずチェックを付けます。 

必要に応じて他の項目も編集します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

商談連携 - 商談連携を ON にする場合にチェックを付けます。 

「商談」を利用する場合は、新規契約、契約変更、契約更新、および契約

解約の前提条件となるため、必ずチェックを付けます。 

商談フェーズ（見積条件登録） - 「見積条件登録画面」の「作成商談フェーズ」のデフォルト値を入力します。 
 

※「商談」の「フェーズ」に設定されている選択リスト値のいずれかと同じ文字

列を入力してください。 

［参照］「商談」の「フェーズ」については、「ソアスク ユーザガイド」を参照して

ください。 

※「商談」の「フェーズ」で選択リスト値を変更した場合は、当項目の変更が

必要かどうかを確認してください。 

※「作成商談フェーズ」は、契約更新時のみ設定することができる項目です。 

［参照］詳細は、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

商談フェーズ（受注確定） - 受注確定時に反映したい「商談」の「フェーズ」を入力します。 
 

※「商談」の「フェーズ」に設定されている選択リスト値のいずれかと同じ文字

列を入力してください。 

「フェーズ」の選択リスト値以外の文字列は、受注確定をしても「商談」の

「フェーズ」には反映されません。 

※「商談」の「フェーズ」で選択リスト値を変更した場合は、当項目の変更が

必要かどうかを確認してください。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

商談フェーズ（解約確定） - 解約確定時に反映したい「商談」の「フェーズ」を入力します。 
 

※「商談」の「フェーズ」に設定されている選択リスト値のいずれかと同じ文字

列を入力してください。 

「フェーズ」の選択リスト値以外の文字列は、解約確定をしても「商談」の

「フェーズ」には反映されません。 

※「商談」の「フェーズ」で選択リスト値を変更した場合は、当項目の変更が

必要かどうかを確認してください。 

 必要に応じて「契約管理設定用」を編集します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

契約更新時に受注を確定 - 契約自動更新時、「商談」や「見積条件」などの作成後に自動で受注確定

が行われるようにする場合にチェックを付けます。 

契約更新種別 初期値 - 次のいずれかを選択します。 

「スケジュール」「保留」「対象外」 

新規「契約管理」レコードが作成される際、設定した値が「契約更新種別」の

デフォルト値となります。 

契約更新判定用日付項目 - 契約更新判定用のカスタム日付項目（API参照名）を入力します。 

「契約管理」に作成したカスタム日付項目を指定すると、そのカスタム日付項

目の日付の翌日に契約自動更新が行われるようになります。 

※受注確定まで行うかどうかは、「契約更新時に受注を確定」で設定します。 

予約更新判定用日付項目 - 予約更新判定用のカスタム日付項目（API参照名）を入力します。 

「見積条件」に作成したカスタム日付項目を指定すると、そのカスタム日付項

目の翌日の日付に予約自動更新が行われるようになります。 

当項目が未設定の場合は、「見積条件」の「予約更新日」の日付に予約自

動更新が行われるようになります。 

契約変更方法初期値 - 次のいずれかを選択します。 

「ライセンス追加」「ライセンス洗替」 

契約変更時、設定した値が「見積条件登録画面」の［見積条件］タブにあ

る「見積種別」のデフォルト値となります。 
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 必要に応じて「残高管理設定用」を編集します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

残高管理機能 ON - 残高管理機能を ON にする場合にチェックを付けます。 

支払残高締めロック ON - 支払残高締めロックを ON にする場合にチェックを付けます。 

入金残高締めロック ON - 入金残高締めロックを ON にする場合にチェックを付けます。 

 必要に応じて「マルチ通貨設定」を編集します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

マルチ通貨機能 ON - マルチ通貨機能を ON にする場合にチェックを付けます。 

 

※「プロジェクト設定用」セクションは使用しないため、スキップします。 

 必要に応じて「従量課金設定」を編集します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

0 円の従量課金に納品明細を作

成する 

- 0円の従量課金に「納品明細」を作成する場合にチェックを付けます。 

金額を従量課金の数量と単価より

計算する 

- 「納品明細」の金額を従量課金の数量と単価より計算する場合にチェックを

付けます。 
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 必要に応じて「仕入設定」を編集します。［保存］ボタンをクリックします。 

「設定マスタ」（設定情報）の編集は完了です。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

仕入自動作成 - 受注確定時に仕入データが自動で作成されるようにする場合にチェックを付け

ます。 

販売と購買の金額種別をそろえる - 販売系オブジェクトの「金額種別」を購買系オブジェクトにも適用し、販売系と

購買系の「金額種別」をそろえる場合にチェックを付けます。 
 

「見積明細」に「仕入先」を設定し受注確定をした場合は発注データが作成

されますが、チェックの有無で以下のように結果が変わります。 

 チェックが付いている場合、「見積明細」の「金額種別」は、「発注明細」に

引き継がれます。 

 チェックが付いていない場合、引き継ぎはなく、「発注明細」の「金額種別」

は、「月額」に固定されます。 
 

※当セクションの「仕入自動作成」にチェックが付いている場合は「発注明細」

が作成される際に「仕入明細」も作成されますが、「金額種別」の設定は

「発注明細」と同じです。 

 

4.1.3 税種マスタ・税率マスタの編集 

「税種マスタ」「税率マスタ」のデフォルトレコードには、現在の消費税（通常税率および軽減税率）が反映されています。 
 

※「税種マスタ」「税率マスタ」レコードの追加・編集が必要になった場合は、以下を参照してください。 

［参照］「税種マスタ」については、「3.3.3 税種マスタの確認・編集」を参照してください。 

［参照］「税率マスタ」については、「3.3.4 税率マスタの確認・編集」を参照してください。 
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4.1.4 取引先と関連オブジェクトについて 

「取引先」と関連オブジェクトの概要について説明します。 

● 「取引先」は、Salesforce の標準オブジェクトです。ソアスクでは、必須項目である「取引先名」のみ使用します。 

ソアスクで必要な項目は、「取引先」に紐づく「会計設定」（ソアスク専用）に取りまとめてあります。 

● 仕切率や税額計算方法、請求先・支払先の各種日付情報などを「会計設定」に設定することができます。 

「会計設定」の値は、「見積」の登録画面にある「会計情報」をはじめ、各種項目のデフォルト値としてセットされます。 

● 「会計設定」は、新規「取引先」と同期し自動で作成されます。ただし、完成させるには、手動での登録も必要です。 

カスタム設定「Accounting Default Setting」に設定されている値が、「会計設定」作成時のデフォルト値となります。 

［参照］上記カスタム設定については、「3.4.2 Accounting Default Setting の設定」を参照してください。 

● 「会計設定の編集」画面で「会計設定」の内容を編集することができます。この画面を表示させるには、あらかじめ

「取引先」詳細画面のアクションに［会計設定］が表示されるようにする必要があります（手順は次項に記載）。 

● 「取引先」には子オブジェクトとして「取引先責任者」を紐づけることができます。 

「取引先責任者」は、「納品」や「請求」などを行う際の（相手方の）責任者情報を設定するオブジェクトです。 
 

注意 「会計設定」は、単独のオブジェクトではありません。 

「取引先」にソアスク専用のカスタム項目を作成してグループ化したものが、「会計設定」となります。 

ただし、本書および「ソアスク ユーザガイド」では、便宜上、単独のオブジェクトのように扱う場合があります。 
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4.1.5 会計設定のアクション追加 

Point ソアスク導入時、はじめて Salesforce を導入した場合は、［会計設定］の追加は行いません。 

代わりに、デフォルトで割り当てられているページレイアウトを「AppsFS Account Layout」に変更します。 

 

※オブジェクトとページレイアウトは異なりますが、変更手順は「商談」のページレイアウトの場合と同様です。 

［参照］「商談」のページレイアウトの変更手順については、「4.2.1 ページレイアウトの変更」を参照してくだ

さい。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 

 設定の「ホーム」画面が表示されます。［オブジェクトマネージャ］タブをクリックします。 

 

 「オブジェクトマネージャ」画面が表示されます。［取引先］リンクをクリックします。 
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 「取引先」の「詳細」画面が表示されます。サイドバーの［ページレイアウト］をクリックします。 

 

 「取引先」の「ページレイアウト」画面が表示されます。［Account Layout］リンクをクリックします。 

 

 ページレイアウト「Account Layout」の編集画面が表示されます。 

左上の一覧にある［モバイルおよび Lightning のアクション］をクリックします。 
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 右上の一覧にある「会計設定」をドラッグ＆ドロップで「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience の

アクション」に移動・追加します。ここでは例として、アクションの最後に追加します。 

 

 「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」に「会計設定」が追加されていることを確認

し、［保存］ボタンをクリックします。 
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 「取引先」を新規登録し、詳細画面で［▼］をクリックすると、アクションに［会計設定］が表示されます。 

［会計設定］のアクション追加は完了です。 
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4.1.6 取引先の登録 

「取引先」を新規登録します。 

 ソアスクの画面で［取引先］タブをクリックします。 

 

 「取引先」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 

 「新規取引先」画面が表示されます。「基本情報」の「取引先名」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

※「取引先名」以外の項目は使用しません。ソアスクで必要な項目は、「会計設定の編集」画面で設定します。 

［参照］「会計設定の編集」画面については、「4.1.7 会計設定の編集」を参照してください。 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

取引先名 ○ 取引先の会社名や団体名などを入力します。 

 

Point 「商談」等のレコード作成中に「取引先」の選択リストで「＋  新規取引先」を選択すると、手順 3の画面が 

表示されます。この画面から同様に「取引先」の新規登録ができます。 
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4.1.7 会計設定の編集 

「会計設定」を編集します。「会計設定」にデフォルト値以外の値を設定したい場合は、編集が必要です。 

 対象取引先の詳細画面で［▼］＞［会計設定］をクリックします。 

 

 「会計設定の編集」画面が表示されます。必要に応じて設定を変更し、［保存］ボタンをクリックします。 

「会計設定」の編集は完了です。 

 
 

注意 次の項目（赤点線枠の項目）のデフォルト値は、「会計設定」を保存しないと反映されません。 

「手数料負担区分」「回収方式」 

「請求先 : 支払期日起算日」「請求先 : 支払期日算出方法」 

デフォルト値のままでよい場合でも必ず［保存］ボタンをクリックし、「会計設定」を保存してください。 

 

カスタム設定「Accounting Default Setting」の値が 

デフォルト値として設定されています（紫点線枠の項目）。 

「会計設定」を保存しないと反映されない

デフォルト値です。（赤点線枠の項目）。 
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Point 次の項目（紫点線枠の項目）のデフォルト値は、カスタム設定「Accounting Default Setting」の値が引用

されます。このデフォルト値は、「会計設定」を保存しなくても、最初から設定されています。 

「仕切率(%)」「税種」※ 

「請求先 : 支払月」「請求先 : 支払日」「請求先 : 締日」 

「支払先 : 支払月」「支払先 : 支払日」「支払先 : 締日」 
 

※カスタム設定の「税域（デフォルト）」と一致するレコードが「税種マスタ」に存在しない場合は、「税種マス

タ」の先頭に登録されているレコードが「税種」のデフォルト値として設定されます。 

［参照］詳細は、「3.4.2 Accounting Default Setting の設定」を参照してください。 

 

Point  「手数料負担区分」「回収方式」「請求先 : 支払期日起算日」「請求先 : 支払期日算出方法」に対

し、Salesforce の設定でデフォルト値を設定することができます。 

Salesforce の設定でデフォルト値を設定すると、「会計設定」を保存しなくても、最初からデフォルト値が 

設定された状態になります。 

 「税額計算方法」「単価・数量の丸めモード」「金額・税率の丸めモード」に対し、Salesforce の設定でデ

フォルト値を変更することができます。 

［参照］Salesforce の設定については、「4.1.17 会計設定のデフォルト値について」を参照してください。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

仕切率(%) - 仕切率(%)を入力します。 

「Accounting Default Setting」の値がデフォルトで設定されています。 

勤怠締め:明細集計 - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 

役務管理機能で使用する項目となります。 

税額計算方法 - 次のいずれかを選択します。 

「明細の金額×税率」「合計金額×税率」 

「明細の金額×税率」がデフォルトで設定されています。 

単価×数量の丸めモード - 次のいずれかを選択します。 

「四捨五入」「切り上げ」「切り捨て」「偶数丸め」 

「四捨五入」がデフォルトで設定されています。 

税種 - 「税種マスタ」を参照し設定します。 

「Accounting Default Setting」の値（＝税域（デフォルト））がデフォルト

で設定されています。 

金額×税率の丸めモード - 次のいずれかを選択します。 

「四捨五入」「切り上げ」「切り捨て」「偶数丸め」 

「四捨五入」がデフォルトで設定されています。 

手数料負担区分 - ※ソアスク標準機能では使用しません。 

V-ONE連携機能で使用する項目となります。 

回収方式 - ※ソアスク標準機能では使用しません。 

V-ONE連携機能で使用する項目となります。 

請求先 - 「取引先」を参照し設定します。 

※販売先とは異なる「取引先」へ請求業務を行う場合に、請求先を設定し

ます。販売先と請求先の「取引先」が同じ場合は設定不要です。 

請求先 : 支払期日起算日 - 次のいずれかを選択します。 

「請求締日」「請求書発行日」 

「請求締日」がデフォルトで設定されています。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

請求先 : 支払期日算出方法 - 次のいずれかを選択します。 

「月指定」「日数指定」 

「月指定」がデフォルトで設定されています。 
 

※「月指定」選択時は「請求先 : 支払月」「請求先 : 支払日」が有効で、

「日数指定」選択時は「請求先 : 支払期日（日数）」が有効です。 

請求先 : 支払期日（日数） - 支払期日までの日数を入力します。 
 

※「請求先 : 支払期日算出方法」で「日数指定」を選択すると、当項目が

活性化し、入力できるようになります。 

請求先 : 支払月 - 次のいずれかを選択します。 

「当月」「翌月」「翌々月」「3 ヶ月後」～「12 ヶ月後」 

「Accounting Default Setting」の値がデフォルトで設定されています。 
 

※「請求先 : 支払期日算出方法」で「日数指定」を選択すると、当項目が

非活性化し、選択できなくなります。 

支払先：支払月 - 次のいずれかを選択します。 

「当月」「翌月」「翌々月」「3 ヶ月後」～「12 ヶ月後」 

「Accounting Default Setting」の値がデフォルトで設定されています。 

請求先 : 支払日 - 次のいずれかを選択します。 

「1日」～「28日」「末日」 

「Accounting Default Setting」の値がデフォルトで設定されています。 
 

※「請求先 : 支払期日算出方法」で「日数指定」を選択すると、当項目が

非活性化し、選択できなくなります。 

支払先：支払日 - 次のいずれかを選択します。 

「1日」～「28日」「末日」 

「Accounting Default Setting」の値がデフォルトで設定されています。 

請求先 : 締日 - 次のいずれかを選択します。 

「1日」～「28日」「末日」 

「Accounting Default Setting」の値がデフォルトで設定されています。 

支払先：締日 - 次のいずれかを選択します。 

「1日」～「28日」「末日」 

「Accounting Default Setting」の値がデフォルトで設定されています。 

 

Point 既存の組織にソアスクをインストールした場合は、「会計設定」の情報が「取引先」の詳細画面（「詳細」タ

ブ）に表示されません。必要に応じて表示されるよう、ページレイアウトを設定してください。 

［参照］ページレイアウトの設定方法については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_layout.htm&language=ja 
 

※ページレイアウトの設定後、「会計設定の編集」画面に表示されるデフォルト値が「取引先」の詳細画面に

は登録されていない（表示されない）場合もあるため、注意してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_layout.htm&language=ja
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4.1.8 取引先責任者の登録 

「取引先」に紐づけて、「取引先責任者」を新規登録します。 

 「取引先」詳細画面の［関連］タブで［新規］ボタンをクリックします。 

 

 「新規取引先責任者」画面が表示されます。 

「取引先責任者情報」の「姓」を入力します。必要に応じて他の項目も入力します。 

※「取引先」に「電話」「Fax」「住所情報」などが設定されている場合は、「取引先責任者」に引き継がれます。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

電話 - 取引先責任者の職場の電話番号を入力します。 

紐づく「取引先」の「電話」がデフォルトでセットされます。 

敬称 - 次のいずれかを選択します。 

「Mr.」「Ms.」「Mrs.」「Dr.」「Prof.」 

自宅電話 - 取引先責任者の自宅の電話番号を入力します。 



｜ 4.各種設定（2/2） ｜ 4.1.マスタの設定 ｜ 

107 

項目名 
入力
必須 

説明 

姓 ○ 取引先責任者の姓を入力します。 

名 - 取引先責任者の名を入力します。 

取引先名 - 当レコードを紐づける「取引先」の「取引先名」がデフォルトでセットされます。 

携帯 - 取引先責任者の携帯の電話番号を入力します。 

役職 - 取引先責任者の役職を入力します。 

その他の電話 - 上記以外に連絡先がある場合は、その連絡先の電話番号を入力します。 

部署 - 取引先責任者が所属する部署を入力します。 

Fax - 取引先責任者の職場の Fax番号を入力します。 

紐づく「取引先」の「Fax」がデフォルトでセットされます。 

誕生日 - 取引先責任者の誕生日を入力します。 

メール - 取引先責任者のメールアドレスを入力します。 

上司 - 取引先責任者の上司を選択します。 

※上司もオブジェクト「取引先責任者」に登録する必要があります。 

アシスタント - 取引先責任者にアシスタントがいる場合は、アシスタント名を入力します。 

リードソース - Sales Cloud でリードを使用している場合は、次のいずれかを選択します。 

「Web」「Phone Inquiry」「Partner Referral」「Purchased List」「Other」 

［参照］リードの詳細は、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.leads_def.h

tm&language=ja 

アシスタント電話 - 取引先責任者にアシスタントがいる場合は、アシスタントの電話番号を入力し

ます。 

 必要に応じて「住所情報」を入力します。 

 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.leads_def.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.leads_def.htm&language=ja
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項目名 
入力
必須 

説明 

住所(郵送先) 

国(郵送先) - 取引先責任者の職場住所の国名を入力します。 

紐づける「取引先」の「国(請求先)」がデフォルトでセットされます。 

郵便番号(郵送先) - 取引先責任者の職場住所の郵便番号を入力します。 

紐づける「取引先」の「郵便番号(請求先)」がデフォルトでセットされます。 

都道府県(郵送先) - 取引先責任者の職場住所の都道府県名を入力します。 

紐づける「取引先」の「都道府県(請求先)」がデフォルトでセットされます。 

市区郡(郵送先) - 取引先責任者の職場住所の市区郡名を入力します。 

紐づける「取引先」の「市区郡(請求先)」がデフォルトでセットされます。 

町名・番地(郵送先) - 取引先責任者の職場住所の町名・番地を入力します。 

紐づける「取引先」の「町名・番地(請求先)」がデフォルトでセットされます。 

住所(その他) 

国(その他) - 画面左の郵送先以外に住所がある場合は、国名を入力します。 

郵便番号(その他) - 画面左の郵送先以外に住所がある場合は、郵便番号を入力します。 

都道府県(その他) - 画面左の郵送先以外に住所がある場合は、都道府県名を入力します。 

市区郡(その他) - 画面左の郵送先以外に住所がある場合は、市区郡名を入力します。 

町名・番地(その他) - 画面左の郵送先以外に住所がある場合は、町名・番地を入力します。 

 必要に応じて「追加情報」を入力します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

Languages - 使用する言語を入力します。 

Level - 次のいずれかを選択します。 

「Secondary」「Tertiary」「Primary」 

［参照］Level の詳細は、次の Salesforce 社ドキュメントを参照してくださ

い。 

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.206.0.lightning.m

eta/lightning/events_one_demo_load.htm 

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.206.0.lightning.meta/lightning/events_one_demo_load.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.206.0.lightning.meta/lightning/events_one_demo_load.htm
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 必要に応じて「詳細情報」を入力します。［保存］ボタンをクリックします。 

「取引先責任者」の登録は完了です。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

説明 - 取引先責任者に関する説明を入力します。 

 

Point 「受注」「納品」「請求」の詳細画面右上にあるアクション［新規取引先責任者］をクリックして登録すること

もできますが、基本情報のみの簡易登録となります。 

 

※「取引先」に紐づけて登録するため、上記画面の「取引先名」で対象取引先を選択してください。 
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4.1.9 品目分類マスタの登録 

「品目分類マスタ」を新規登録します。 

 ソアスクの画面で［品目分類マスタ］タブをクリックします。 

 

 「品目分類マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 

 「品目分類名」を入力します。必要に応じて他の項目も入力します。［保存］ボタンをクリックします。 

「品目分類マスタ」の登録は完了です。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

品目分類名 ○ 品目分類名を入力します。 

品目分類番号 - 品目分類を品目分類番号で管理している場合は、品目分類番号を入力し

ます。 

 

※「品目分類マスタ」はサブスクリプション分析における、「品目・サービスマスタ」をグルーピングする単位です。 

［参照］サブスクリプション分析については、「5.3 サブスクリプション分析機能について」を参照してください。 
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4.1.10 品目・サービスマスタの登録 

「品目分類マスタ」に紐づけて、「品目・サービスマスタ」を新規登録します。 

 ソアスクの画面で［品目分類マスタ］タブをクリックします。 

 

 「品目分類マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［{品目分類名}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、［品目分類 A］リンクをクリックします。 

 

 「品目分類 A」の詳細画面が表示されます。［関連］タブをクリックします。 

 

 表示が［関連］タブに切り替わります。「品目・サービスマスタ」の［新規］ボタンをクリックします。 
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 「新規品目・サービスマスタ」画面が表示されます。 

「基本情報」の「品目・サービス名」を入力します。必要に応じて他の項目も入力します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

品目・サービス名 ○ 品目名やサービス名などを入力します。 

品目分類マスタ - 当レコードを紐づける「品目分類マスタ」の「品目分類マスタ名」がデフォルトで

セットされます。 

品番 - 品目・サービスを品番で管理している場合は、品番を入力します。 

有効 - 無効レコードとする場合にチェックを外します。 

種別 - 次のいずれかを選択します。 

「品目」「サービス」 

契約自動更新 - 契約自動更新を行う場合にチェックを付けます。 

単位 - 品目・サービスの最小単位を入力します。 

例）10個、1 ダース、2ℓ 

シリアル No管理 - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 

説明 - 品目・サービスに関する説明があれば入力します。 

受注タイプ - 次のいずれかを選択します。 

「物品」「サービス」 

軽減税率対象 - 軽減税率対象とする場合にチェックを付けます。 

※「税種マスタ」で管理することをお勧めします。 

［参照］「税種マスタ」については、「3.3.3 税種マスタの確認・編集」を参照

してください。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

発注タイプ - 次のいずれかを選択します。 

「物品」「サービス」 

日割り対象 - 当レコードを日割り計算対象とする場合にチェックを付けます。 

※日割り計算対象となるのは、「金額種別」が「月額」の場合のみです。 

要員マスタ - 「要員マスタ」を参照し設定します。 

品目・サービスに担当者等を紐づける場合に使用します。 

固定利用枠の有無 - 固定利用枠を設定する場合にチェックを付けます。 

※「固定利用枠の有無」「固定利用枠の利用サイクル」は従量課金機能の

定額従量制で使用します（「契約単価登録画面」のデフォルト値）。 

［参照］従量課金機能については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してくだ

さい。 

税種 - 「税種マスタ」を参照し設定します。 

品目・サービスに税種を紐づけ、税率を管理する場合に使用します。 

固定利用枠の利用サイクル - 固定利用枠を設定する場合に、次のいずれかを選択します。 

「月次」「年次」 

売上サイクル - 次のいずれかを選択します。 

「毎月」「毎年」「初期費用」「従量課金」「初期費用按分」 

「毎月」がデフォルトでセットされます。 

［参照］詳細は、次ページの Point を参照してください。 

金額種別 - 次のいずれかを選択します。 

「年額」「月額」「期間額」 

［参照］詳細は、次ページの Point を参照してください。 

請求サイクル - 次のいずれかを選択します。 

「毎月」「3 ヶ月」「半年」「毎年」「初期費用」「従量課金」 

「毎月」がデフォルトでセットされます。 

［参照］詳細は、次ページの Point を参照してください。 

従量課金種別 - 次のいずれかを選択します。 

「従量」「変動」 
 

※当レコードに紐づけて「単価マスタ」を登録している場合は、「契約単価」の

「従量課金種別」のデフォルト値として引き継がれます。 

［参照］「単価マスタ」については、「4.1.12 単価マスタの登録」を参照してく

ださい。 

［参照］「契約単価」については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してくださ

い。 

 

Point 「基本情報」の「税種」は、「税種マスタ」を参照し設定します。 

「税種マスタ」は「税率マスタ」と紐づいているため、「見積」や「受注」の明細を「品目・サービスマスタ」から設定

した場合は、税率適用基準日を基に最適な税率を取得することができます。 

［参照］「税種マスタ」「税率マスタ」については、「4.1 マスタの設定」のマスタの概要を参照してください。 

［参照］税率適用基準日については、「3.4.3 Base Date of Tax Rate Setting の設定」を参照してくださ 

い。 
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Point 「金額種別」「売上サイクル」「請求サイクル」の詳細について説明します。 

 「見積」に明細を追加する際に、「品目・サービスマスタ」から品目・サービスを引用して追加した場合は、

「品目・サービスマスタ」の「金額種別」「売上サイクル」「請求サイクル」が明細のデフォルト値となります。 

「見積明細」上では、上記項目の相関チェックや自動設定などが行われますが、「品目・サービスマスタ」の

登録時は、同様のチェック等が行われません。 

そのため、「品目・サービスマスタ」の登録時は、事前に「見積明細」でのチェック等を確認し、明細を追加

する際にエラーとならないように値を設定しておくことをお勧めします。 

［参照］「見積明細」でのチェック等については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 「金額種別」には、「年額」「月額」「期間額」のいずれかを選択できますが、これは「見積明細」の「単価」

に対する金額の種別を示しています。 

例えば、「年額」を選択し、「単価」に¥120,000 を設定し、「売上サイクル」で「毎月」を選択した場合は、 

受注確定後の 1 ヶ月ごとの納品額が ¥120,000÷12 ヶ月＝¥10,000 になります。 

［参照］「見積明細」の「単価」や受注確定などについては、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 「金額種別」の「期間額」は、年ごと月ごとの金額を「単価」とするのではなく、利用期間全体に掛かる金

額を「単価」とする場合に選択します。 

例えば、利用期間 4 ヶ月で「期間額」を選択し、「単価」に¥80,000 を設定し、「売上サイクル」で「毎月」

を選択した場合は、受注確定後の 1 ヶ月ごとの納品額が ¥80,000÷4 ヶ月＝¥20,000 になります。 

※上記で「金額種別」を「月額」に変更した場合は、1 ヶ月ごとの納品額が「単価」と同じ値になります。 

 必要に応じて「金額情報」を入力します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

標準価格 - 標準価格を入力します。 

下位階層の価格合計 - セット品で、下位階層に品目・サービスが紐づいている場合は、下位階層の

価格合計を入力します。 

付加価値税 - 付加価値税がある場合は、その税率(%)を入力します。 
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 必要に応じて「仕入情報」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

「品目・サービスマスタ」の登録は完了です。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

仕入先 - 「取引先」を参照し設定します。 

仕入単価 - 品目・サービスの仕入単価を入力します。 

 

Point 「階層」等のレコード作成中に「品目・サービスマスタ」の選択リストで「＋  新規品目・サービスマスタ」を選択

すると、手順 5の画面が表示されます。 

この画面から手順 5～7 と同様に「品目・サービスマスタ」の新規登録ができます。 

 

［参照］オブジェクト「階層」については、「4.1.11 セット品の作成」を参照してください。 
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4.1.11 セット品の作成 

「品目・サービスマスタ」に登録された複数のレコードを紐づけて、セット品を作成することができます。 

ここでは例として、次のような 3階層で構成されたセット品を作成します。 

 

 ソアスクの画面で［品目・サービスマスタ］タブをクリックします。 

 

 「品目・サービスマスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

第 1階層に設定するレコードの［{品目・サービス名}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、「PC セット品」を第 1階層に設定する想定で［PC セット品］リンクをクリックします。 

 

※上記のようにセット品を構成するレコードをあらかじめ登録しておくと、セット品が作成しやすくなります。 

親商品（セット品） 

第 1階層 

子商品 C（セット品） 

子商品 B（単品） 

子商品 A（単品） 

孫商品 D（単品） 

孫商品 E（単品） 

第 2階層 

第 3階層 



｜ 4.各種設定（2/2） ｜ 4.1.マスタの設定 ｜ 

117 

 「PC セット品」の詳細画面が表示されます。［関連］タブをクリックします。 

 

 表示が［関連］タブに切り替わります。 

「階層（品目・サービスマスタ（下位））」の［新規］ボタンをクリックします。 

 

 「新規階層」画面が表示されます。 

「構成表種別」「品目・サービスマスタ（下位）」を選択します。必要に応じて他の項目も入力します。 
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※「品目・サービスマスタ（上位）」には親レコードがデフォルトでセットされるため、変更不要です。 

 ここでは例として、次のように第 2階層のレコードを設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

「構成表種別」で「その他」を選択します。「品目・サービスマスタ（下位）」で「PC本体」を選択します。 

「分類」で「セット構成品」を選択します。「原単位分子」で「1」を入力します。「並び順」で「1」を入力します。 

 
 

Point  「並び順」を入力すると、構成表のレコードの並び順（上から下）に反映されます。 

 「原単位分母」にはデフォルトで「1」が設定されていて、「原単位分子」が「1」の場合は親 1 に対し子 1の 

構成、「原単位分子」が「2」の場合は親 1 に対し子 2 の構成になります。 

「原単位分子」を 1 から 2 に変更すると、結果として数量は 2倍、3 にすると 3倍と増えていきます。 

この 2 つの項目は、セット品の中に同じ商品が複数含まれている場合に使用します。 

 画面が「PC セット品」の［関連］タブに戻ります。 

「階層（品目・サービスマスタ（下位））」の［新規］ボタンをクリックします。 

 



｜ 4.各種設定（2/2） ｜ 4.1.マスタの設定 ｜ 

119 

 「新規階層」画面が表示されます。 

「構成表種別」「品目・サービスマスタ（下位）」を選択します。必要に応じて他の項目も入力します。 

※手順 5 と同じ画面です。 

 ここでは例として、次のように第 2階層のレコードを設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

「構成表種別」で「その他」を選択します。「品目・サービスマスタ（下位）」で「液晶モニタ」を選択します。 

「分類」で「セット構成品」を選択します。「原単位分子」で「1」を入力します。「並び順」で「2」を入力します。 

 

 画面が「PC セット品」の［関連］タブに戻ります。 

「階層（品目・サービスマスタ（下位））」の［新規］ボタンをクリックします。 
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 「新規階層」画面が表示されます。 

「構成表種別」「品目・サービスマスタ（下位）」を選択します。必要に応じて他の項目も入力します。 

※手順 5 と同じ画面です。 

 ここでは例として、次のように第 2階層のレコードを設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

「構成表種別」で「その他」を選択します。「品目・サービスマスタ（下位）」で「PC付属品」を選択します。 

「分類」で「セット構成品」を選択します。「原単位分子」で「1」を入力します。「並び順」で「3」を入力します。 

 

 画面が「PC セット品」の［関連］タブに戻ります。［▼］＞［構成表参照］をクリックします。 
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 構成表が表示されます。「PC セット品」から見て、第 2階層のレコードまで作成されたことが確認できます。 

［品目・サービスマスタ］タブをクリックします。 

 

 「品目・サービスマスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

第 2階層のレコードのうち、第 3階層のレコードを設定する［{品目・サービス名}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、「PC付属品」に第 3階層のレコードを設定する想定で［PC付属品］リンクをクリックします。 

 

 「PC付属品」の詳細画面が表示されます。［関連］タブをクリックします。 

 

クリックすると、レコードの詳細

画面が表示されます。 

「新規階層」画面で入力した

「並び順」が反映されます。 
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 表示が［関連］タブに切り替わります。 

「階層（品目・サービスマスタ（下位））」の［新規］ボタンをクリックします。 

 

 「新規階層」画面が表示されます。 

「構成表種別」「品目・サービスマスタ（下位）」を選択します。必要に応じて他の項目も入力します。 

※手順 5 と同じ画面です。 

 ここでは例として、次のように第 3階層のレコードを設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

「構成表種別」で「その他」を選択します。「品目・サービスマスタ（下位）」で「キーボード」を選択します。 

「分類」で「セット構成品」を選択します。「原単位分子」で「1」を入力します。「並び順」で「1」を入力します。 
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 画面が「PC付属品」の［関連］タブに戻ります。 

「階層（品目・サービスマスタ（下位））」の［新規］ボタンをクリックします。 

 

 「新規階層」画面が表示されます。 

「構成表種別」「品目・サービスマスタ（下位）」を選択します。必要に応じて他の項目も入力します。 

※手順 5 と同じ画面です。 

 ここでは例として、次のように第 3階層のレコードを設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

「構成表種別」で「その他」を選択します。「品目・サービスマスタ（下位）」で「光学式マウス」を選択します。 

「分類」で「セット構成品」を選択します。「原単位分子」で「1」を入力します。「並び順」で「2」を入力します。 
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 画面が「PC付属品」の［関連］タブに戻ります。［▼］＞［構成表参照］をクリックします。 

 

 構成表が表示されます。「PC付属品」から見て、第 2階層まで作成されたことが確認できます。 

［品目・サービスマスタ］タブをクリックします。 

 

 「品目・サービスマスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［PC セット品］リンクをクリックします。 

 

※「PC セット品」は、全体の第 1階層に設定したレコードです。 

クリックすると、レコードの詳細

画面が表示されます。 

「新規階層」画面で入力した

「並び順」が反映されます。 
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 「PC セット品」の詳細画面が表示されます。［▼］＞［構成表参照］をクリックします。 

 

 構成表が表示されます。「PC セット品」から見て、第 3階層のレコードまで作成されたことが確認できます。 

セット品の作成は完了です。 
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4.1.12 単価マスタの登録 

「品目・サービスマスタ」に紐づけて「単価マスタ」を新規登録します。 

 ソアスクの画面で［品目・サービスマスタ］タブをクリックします。 

 

 「品目・サービスマスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

「単価マスタ」を紐づけるレコードの［{品目・サービス名}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、［ノート PC］リンクをクリックします。 

 

 「ノート PC」の詳細画面が表示されます。右側の「単価登録画面」を使用します。 
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 「単価区分」を選択し、「優先順位」「開始日」「終了日」を入力します。必要に応じて他の項目も入力します。 

「数量別単価マスタ」を登録する場合は、引き続き「4.1.13 数量別単価マスタの登録」の手順を行います。 

「数量別単価マスタ」を登録しない場合は、［保存］ボタンをクリックします。 

「単価マスタ」の登録は完了です。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

品目・サービス - 「単価マスタ」を紐づける「品目・サービスマスタ」の「品目・サービス名」がリンク

表示されます。 

※当画面自身へのリンクです。クリックすると、画面がリフレッシュされます。 

入力内容をクリアしたいとき以外は、クリックしないようにしてください。 

単価名 - 単価名を入力します。 

単価名を入力しないで登録した場合は、自動で単価名が付与されます。 

取引先 - 「取引先」を参照し設定します。 

※設定必須の項目ではありません。「取引先」によって単価が変動しない通

常の品目・サービスの場合は、設定する必要がありません。 

単価区分 ○ 次のいずれかを選択します。 

「販売単価」「購買単価」「標準単価」 
 

 販売単価…販売系オブジェクトで使用する単価の場合に選択します。 

 購買単価…購買系オブジェクトで使用する単価の場合に選択します。 

 標準単価…標準単価（定価）の場合に選択します。 

優先順位 ○ 1～99の数値を入力します。 

数値が大きいほど、単価反映時の優先順位が高くなります。 

※各明細行の［単価参照］ボタンを使用すると、優先順位が低い単価を

手動で選択することができます。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

単価 - 各明細行の［単価反映］ボタン、および「明細情報」の［一括単価反映］

ボタンでセットされる単価を入力します。 

 「数量別単価マスタ」が設定されていない状態で［単価反映］ボタンをク

リックすると、「単価マスタ」の「単価」（この単価）が明細に反映されます。 

 「数量別単価マスタ」が設定されている状態で［単価反映］ボタンをクリッ

クすると、「数量別単価マスタ」の「単価」が明細に反映されます。 
 

※［一括単価反映］ボタンをクリックした場合は、活性化しているすべての

［単価反映］ボタンをクリックした場合と同じ結果になります。 

※「単価マスタ」に「数量別単価マスタ」が紐づいている限り、「単価マスタ」の

「単価」（当項目）は使用されません。 

ただし、あとから「数量別単価マスタ」を削除するケースが考えられるため、

「数量別単価マスタ」の有無に関わらず、当項目を設定しておくことをお勧

めします。 

当項目がブランクの場合は、単価反映後の各単価が「0」になります。 

開始日 ○ 「単価」が適用される期間の範囲（開始日～終了日）を入力します。 

当項目の右にある日付のリンクをクリックすると、当日日付が入力されます。 
 

※デフォルトでは、当期間と比較される適用基準日は各明細行の日付項目

が優先されますが、カスタム設定で各伝票の日付に変更できます。 

［参照］詳細は、「3.4.3 Base Date of Tax Rate Setting の設定」を参照

してください。 

終了日 ○ 

 

Point 各登録画面の明細行には、「単価マスタ」「数量別単価マスタ」を使用する次のボタンがあります。 

［単価反映］ボタン 

［単価参照］ボタン 

2 つのボタンの違いについて、「単価マスタ」の項目で説明します。 

※説明を簡略化するため、ここでは「数量別単価マスタ」は設定されていないものとします。 
 

 ［単価反映］ボタンをクリックした場合 

「単価区分」「優先順位」「開始日」「終了日」を基に、最適な単価が自動で明細に反映されます。 

［参照］詳細な仕組みについては、次ページの Point を参照してください。 
 

 ［単価参照］ボタンをクリックした場合 

「単価登録画面」が表示されます。手動で任意の「優先順位」を選択することができます。 

選択した「優先順位」の単価が明細に反映されます。 

［参照］具体的な手順については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 
 

※［一括単価反映］ボタンをクリックした場合は、活性化しているすべての［単価反映］ボタンをクリックし

た場合と同じ結果になります。 
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Point 各登録画面の明細行には、「単価」の右に［単価反映］ボタンがあります。 

このボタンをクリックすると、「単価マスタ」「数量別単価マスタ」から最適な単価が明細に反映されます。 

最適な単価がどのように選択されるのか、その選択方法について例を使って説明します。 
 

例）品目・サービス名：「ノート PC」   紐づく単価：「単価 A」～「単価 D」（数量別単価の設定なし） 

登録画面：「見積登録画面」   納品予定日：2020/01/30（適用基準日） 
 

［参照］数量別単価の設定がある場合の選択方法については、「4.1.13 数量別単価マスタの登録」を参

照してください。 
 

「請求明細」以外の販売系登録画面の明細には、「単価」「仕入単価」の 2 つの単価項目があります。 

［単価反映］ボタンをクリックすると、上記 2 つの単価項目に、それぞれ最適な単価が反映されます。 

以下①～④の説明は、「単価」への反映例です。 
 

①「単価 A」～「単価 D」の登録内容は、次のようになっています。 

まず、販売系登録画面の「単価」のため、「単価区分」が「購買単価」の「単価 D」は対象外です。 

 

②次に、2020/01/30 が「開始日」～「終了日」間に含まれない「単価 A」も対象外です。 

 

③「単価 B」「単価 C」は条件を満たしますが、「単価 C」より優先順位が低い「単価 B」は適用されません。 

 

④「単価 C」の「¥50,000.00」が明細の「単価」に反映されます。 

 

※「仕入単価」の場合は、「単価区分」が「購買単価」の単価が対象です。 

上記の例では「単価 D」が条件を満たしているため、「単価 D」の「¥45,000.00」が明細の「仕入単価」に 

反映されます。 

※［一括単価反映］ボタンをクリックした場合は、活性化しているすべての［単価反映］ボタンをクリックし

た場合と同じ結果になります。 
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Point 登録した「単価マスタ」は、「品目・サービスマスタ」の［関連］タブに表示されます。 

ここから「単価マスタ」の新規作成（追加）・編集・削除が行えます。 

 
上記で［新規］ボタンをクリックし、「単価マスタ」や「数量別単価マスタ」を新規に作成することができます。 

また、登録済み「単価マスタ」の［編集］をクリックし、新規に「数量別単価マスタ」を紐づけることもできます。 

ただし、この画面から操作を行った場合は、次の画面のように「単価マスタ」「数量別単価マスタ」を登録する

ための専用画面に切り替わるため、「品目・サービスマスタ」を確認しながらの設定は行えなくなります。 

 

 

Point  「単価マスタ」に「取引先」を設定すると、「取引先」によって単価が変動する品目・サービスと見なされま

す。「見積」や「受注」などの明細追加の際、「単価マスタ」に「取引先」が設定された「品目・サービスマス

タ」を引用すると、通常はデフォルトでセットされる明細の「単価」がセットされません。 

 「単価マスタ」「数量別単価マスタ」の単価は、あくまでも仕切り後の単価という扱いです。 

「見積」「受注」などの明細で仕切率(%)が設定されていても、この単価に反映されることはありません。 

ただし例外として、「単価区分」が「標準単価」の場合のみ、仕切率(%)が単価に反映されます。 

 

このセクションで「数量別単価マスタ」の 

新規作成（追加）・編集・削除が行えます。 
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4.1.13 数量別単価マスタの登録 

「品目・サービスマスタ」に紐づけて「単価マスタ」「数量別単価マスタ」を新規登録します。 
 

Point  当項の手順の前に「4.1.12 単価マスタの登録」の手順で「単価マスタ」の値を入力してください。 

また、入力データは保存せず、引き続き当項の手順 1 から「数量別単価」を設定してください。 

 「4.1.12 単価マスタの登録」の手順でいったん「単価マスタ」を登録し、あとから登録済みの「単価マスタ」

に対して「数量別単価マスタ」を紐づけることもできます。 

この場合は、前ページの Point（上）と次ページの手順 3 を参考に設定してください。 

 「単価登録画面」で、「単価マスタ」の値を入力したあとの例です。 

画面内のスクロールバーおよびブラウザのスクロールバーを下にスライドし、隠れているエリアを表示させます。 

 

 「数量別単価」の入力エリアが表示されます。 
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 必要なレコードの数だけ［行追加］ボタンをクリックし、「最小数量」「最大数量」「単価」を入力します。 

すべての行の入力が完了したら、［保存］ボタンをクリックします。「数量別単価マスタ」の登録は完了です。 

 

※本書用に作成したイメージ画像です。実際にはエリア内に収まらず、横スクロール表示となります。 

初期表示では、入力行は表示されません。上記画面は、［行追加］ボタンを 1回クリックした状態です。 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

［行追加］ボタン - クリックするごとに、入力行が 1行ずつ追加されます。 

 

1行目の追加時に、次の値が自動でセットされます。 

「最小数量」＝「1」 

「最大数量」＝「9,999,999,999,999,999」（上限値） 

2行目以降は、追加した行の「最大数量」に上限値が移動します。 

［行削除］ボタン - クリックすると、「選択」にチェックを付けた行が削除されます。 

選択 - 削除する行にチェックを付けます。 

最小数量 - 「単価」が適用される数量の範囲（最小数量～最大数量）を入力します。 

 

※別の行と範囲が重複しないように入力する必要があります。 

最大数量 

単価 - 各明細行の［単価反映］ボタン、および「明細情報」の［一括単価反映］

ボタンでセットされる単価を入力します。 

 「最小数量～最大数量」の範囲（レコード）ごとに単価を設定できます。 

 ［単価反映］ボタンをクリックすると、明細の「数量」に応じた「単価」が明

細の「単価」に反映されます。 

 「単価マスタ」に「単価」が設定されている場合でも、「数量別単価マスタ」

の「単価」が優先して反映されます。 

※［一括単価反映］ボタンをクリックした場合は、活性化しているすべての

［単価反映］ボタンをクリックした場合と同じ結果になります。 
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Point 各登録画面の明細行には、「単価」の右に［単価反映］ボタンがあります。 

このボタンをクリックすると、「単価マスタ」「数量別単価マスタ」から最適な単価が明細に反映されます。 

最適な単価がどのように選択されるのか、その選択方法について例を使って説明します。 
 

例）品目・サービス名：「ノート PC」   紐づく単価：「単価 A」～「単価 D」（数量別単価の設定あり） 

数量別単価：1～99／¥50,000  100～999／¥49,500  1,000～上限値／¥49,000 

登録画面：「見積登録画面」   納品予定日：2020/01/30（適用基準日） 

「ノート PC」の「数量」：300 
 

［参照］単価マスタの選択方法については、「4.1.12 単価マスタの登録」を参照してください。 
 

「請求明細」以外の販売系登録画面の明細には、「単価」「仕入単価」の 2 つの単価項目があります。 

［単価反映］ボタンをクリックすると、上記 2 つの単価項目に、それぞれ最適な単価が反映されます。 

以下①～②の説明は、「単価」への反映例です。 
 

①「単価 A」～「単価 D」の登録内容は、次のようになっています。 

この中から、最適な単価として「単価 C」が選択されます。 

 

②数量別単価の設定があるため、「数量別単価マスタ」を参照します。 

「数量」が「300」なので、範囲「100.00～999.00」の「¥49,500.00」が明細の「単価」に反映されます。 

 

※［一括単価反映］ボタンをクリックした場合は、活性化しているすべての［単価反映］ボタンをクリックし

た場合と同じ結果になります。 
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4.1.14 部門マスタの登録 

「部門マスタ」を新規登録します。 

 画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「部門」と入力し、下に表示される［部門マスタ］リンクをクリックします。 

 

 「部門マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 

 「新規部門マスタ」画面が表示されます。「部門管理コード」「部門」「開始日」を入力します。 

必要に応じて他の項目も入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

「部門マスタ」の登録は完了です。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

部門管理コード ○ 部門ごとに割り当てられた管理コードを入力します。 

部門 ○ 部門の名称（部署名や課名など）を入力します。 

開始日 ○ 部門の稼働開始日を入力します。 

終了日 - 部門の稼働終了日を入力します。 
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4.1.15 要員マスタの登録 

「部門マスタ」に紐づけて「要員マスタ」を新規登録します。 

 画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「部門」と入力し、下に表示される［部門マスタ］リンクをクリックします。 

 

 「部門マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

要員を紐づける部門の［{部門}］リンクをクリックします。ここでは例として、［営業 1課］リンクをクリックします。 

 

 「営業 1課」の詳細画面が表示されます。［関連］タブをクリックします。 
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 表示が「関連」タブに切り替わります。「要員マスタ」の［新規］ボタンをクリックします。 

 

 「新規要員マスタ」画面が表示されます。 

「基本情報」の「要員氏名」を入力します。必要に応じて他の項目も入力します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

要員氏名 ○ 要員の氏名を入力します。 

有効 - 無効レコードとする場合にチェックを外します。 

Salesforce ユーザ - Salesforce ユーザを選択し、要員に紐づけます。 

契約期間 - 次のいずれかを選択します。 

「有期」「無期」 

メールアドレス - 要員のメールアドレスを入力します。 

派遣社員 - 派遣社員の場合にチェックを付けます。 

品目・サービスマスタとして使用する - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 

役務管理機能で使用する項目となります。 

 

Point デフォルトでは、「要員マスタ」と Salesforce ユーザは紐づいていません。 

当画面の「Salesforce ユーザ」で要員に紐づける Salesforce ユーザを選択することで紐づきます。 



｜ 4.各種設定（2/2） ｜ 4.1.マスタの設定 ｜ 

138 

 必要に応じて「要員詳細情報」を入力します。 

 

項目名 
入力
必須 

説明 

年齢 - 要員の年齢を入力します。 

性別 - 次のいずれかを選択します。 

「男性」「女性」 

単価 - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 

役務管理機能で使用する項目となります。 

原価 - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 

役務管理機能で使用する項目となります。 

担当部門 - 当レコードを紐づける「部門マスタ」の「部門」がデフォルトでセットされます。 

要員単価マスタ - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。 

役務管理機能で使用する項目となります。 

休日パターン - 休日パターンを選択します。 

選択するためには、休日パターンの登録が必要です。 

［参照］休日パターンについては、「5.6 休日パターンについて」を参照してく

ださい。 

 必要に応じて「印影画像」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

「要員マスタ」の登録は完了です。 

 
 

項目名 
入力
必須 

説明 

要員印影画像 ID - 要員の印影画像 ID を入力します。 
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Point 「要員印影画像 ID」を設定すると、帳票（プレビュー画面）に印影を表示できるようになります。 

［参照］詳細は、「4.1.16 各種帳票のロゴ・印影表示方法」を参照してください。 

 

Point 「品目・サービスマスタ」等のレコード作成中に「要員マスタ」の選択リストで「＋  新規要員マスタ」を選択する

と、手順 6の画面が表示されます。この画面から、手順 6～8と同様に「要員マスタ」の新規登録ができます。 
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4.1.16 各種帳票のロゴ・印影表示方法 

見積書や請求書などの帳票（プレビュー画面）に任意のロゴや担当者印影を表示できるようにします。 

 

◼ 見積書の例 1：ロゴと担当者印影を設定する前 

 

 画面右上の［ ］＞［Salesforce Classic に切り替え］をクリックします。 

 

 画面が Salesforce Classic に切り替わります。［＋］タブをクリックします。 

 

ロゴが表示される場所です。 

担当者印影が表示される場所です。 
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 「すべてのタブ」画面が表示されます。画面を下にスクロールして［ドキュメント］リンクをクリックします。 

 

 「ドキュメントホーム」画面が表示されます。［新規］ボタンをクリックします。 

 

 「新規ドキュメントのアップロード」画面が表示されます。 

「ドキュメント名」等の必須情報を入力します。必要に応じて他の項目も入力します。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

1. ドキュメントの詳細情報を入力してください 

ドキュメント名 ○ ドキュメント名を入力します。 

ドキュメントの一意の名前 ○ API および管理パッケージで使用する一意の名前を入力します。 

「ドキュメント名」を全角で入力すると、「Document」が自動でセットされます。 

「ドキュメント名」を半角英数字で入力すると、同じ名前が自動でセットされ、

数字のみで入力すると、頭に「x」が付与された名前が自動でセットされます。 

例）ドキュメント名が「2」の場合は、「x2」がセットされます。 

ドキュメントが社内向けであることを

示す 

- ドキュメントビューアが組織外でファイルを共有してはならない場合にチェックを

付けます。 

外部参照可 - ドキュメントがロゴなどの画像の場合は機密ドキュメントではないため、チェックを

付けます。 

フォルダ ○ ドキュメントの保存先フォルダを選択します。 

「私の個人ドキュメント」がデフォルトでセットされます。 

説明 - 検索条件に使用する説明を入力します。 

キーワード - 検索条件に使用するキーワードを入力します。 

2. ファイルを選択してください 

ファイルの選択方法 ○ 以下のいずれかを選択します。 

 「ドキュメントのパスを入力するか、ブラウザボタンから検索してください。」 

［ファイルの選択］ボタンをクリックし、ドキュメントのファイルを選択します。 

 「ドキュメントへの参照リンクを作成します。他のユーザがアクセス・・・。」 

ドキュメントへの参照パスまたは URL を入力します。 
 

［参照］詳細は、画面右上の［このページのヘルプ］リンクをクリックしてください。 

 ここでは例として、「社印」ロゴの各項目を次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 
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 「社印」ロゴのアップロードは完了です。 

URL の最後に当レコードのレコード ID が表示されるので、Windows のメモ帳等にコピーします。 

 

 手順 7 でメモを取ったレコード ID を「設定マスタ」（設定情報）の「ロゴ画像 ID」に設定します。 

アップロードした「社印」ロゴを帳票（プレビュー画面）に表示させる設定は完了です。 
 

◼ 見積書の例 2：ロゴ設定後（担当者印影設定前） 

 

［参照］「設定マスタ」の「ロゴ画像 ID」については、「4.1.2 設定マスタ（設定情報）の編集」を参照してくださ

い。 

ロゴが表示されます。 

担当者印影はまだ設定してい

ないため、表示されません。 
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 次に、手順 1～6 と同様の手順で、「担当者印影」をアップロードします。 

URL の最後に当レコードのレコード ID が表示されるので、Windows のメモ帳等にコピーします。 

［Lightning Experience に切り替え］リンクをクリックします。 

 

 画面が Lightning Experience に切り替わります。画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「要員」と入力し、下に表示される［要員マスタ］リンクをクリックします。 
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 「要員マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。 

レコード ID を設定する要員の［{要員氏名}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、［テスト要員 A］リンクをクリックします。 

 

 「テスト要員 A」の詳細画面が表示されます。［編集］をクリックします。 

 

 「テスト要員 A を編集」画面が表示されます。 

「要員印影画像 ID」に（手順 9 でメモを取った）レコード ID を設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

アップロードした「担当者印影」を帳票（プレビュー画面）に表示させる設定は完了です。 
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Point 正しい画像が設定されているか、「要員マスタ」保存後に詳細画面の［詳細］タブで確認できます。 

 

 

◼ 見積書の例 3：ロゴおよび担当者印影設定後 

 

 

担当者印影が表示されます。 
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4.1.17 会計設定のデフォルト値について 

「会計設定の編集」画面に初期表示されるデフォルト値について説明します。 
 

［参照］「会計設定の編集」画面については、「4.1.7 会計設定の編集」を参照してください。 

 

◼ デフォルト値の種類と対象項目 

● カスタム設定「Accounting Default Setting」からの引用 

対象項目：「仕切率(%)」「税種」 

          「請求先 : 支払月」「請求先 : 支払日」「請求先 : 締日」 

          「支払先 : 支払月」「支払先 : 支払日」「支払先 : 締日」 

 

● Salesforce の設定でデフォルト値が未設定    ※選択リスト値の先頭が表示されますが未設定です。 

対象項目：「手数料負担区分」「回収方式」 

          「請求先 : 支払期日起算日」「請求先 : 支払期日算出方法」 

 

※「会計設定」を保存すると、値が設定されます。 
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● Salesforce の設定でデフォルト値が設定済み 

対象項目：「税額計算方法」「単価・数量の丸めモード」「金額・税率の丸めモード」 

 

◼ デフォルト値の設定および変更の流れ 

● カスタム設定「Accounting Default Setting」からの引用 

カスタム設定を編集し、値を変更します。 

［参照］変更手順については、「3.4.2 Accounting Default Setting の設定」を参照してください。 
 

● Salesforce の設定でデフォルト値が未設定 

デフォルト値を設定します。設定手順は、次ページ以降に記載しています。 
 

● Salesforce の設定でデフォルト値が設定済み 

既存のデフォルト値を変更します。変更手順は、次ページ以降に記載しています。 

 

◼ Salesforce の設定パターンと対象項目 

● グローバル値セットがない項目    ※グローバル値セットについては、次ページ以降に記載しています。 

対象項目：「税額計算方法」「単価・数量の丸めモード」「金額・税率の丸めモード」 

          「手数料負担区分」「回収方式」 

 

● グローバル値セットがある項目 

対象項目：「請求先 : 支払期日起算日」「請求先 : 支払期日算出方法」 
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◼ Salesforce の設定 

● 共通の手順 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 
 

Point 「取引先」のようにタブが初期表示されるオブジェクトは、手順 1 の代わりに以下の手順で操作を行うと、詳細

画面（手順 4 の画面）を簡単に開くことができます。 

①［取引先］タブをクリックします。 

②画面右上の［ ］＞［オブジェクトを編集］をクリックします。 

 

※上記の手順で操作を行った場合は、手順 2～3 をスキップし、手順 4 に進んでください。 

 設定の「ホーム」画面が表示されます。［オブジェクトマネージャ］タブをクリックします。 

 

 「オブジェクトマネージャ」画面が表示されます。［取引先］リンクをクリックします。 

 

 「取引先」の詳細画面が表示されます。サイドバーの［項目とリレーション］をクリックします。 
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● デフォルト値が未設定でグローバル値セットがない項目 ＞デフォルト値を設定する 

対象項目：「手数料負担区分」「回収方式」 

 共通の手順を行うと、「項目とリレーション」画面が表示されます。 

ここでは例として、「手数料負担区分」にデフォルト値を設定します。［手数料負担区分］リンクをクリックします。 

 

 「Fee Burden Class (管理)」画面が表示されます。「値」欄が表示されるまで、画面を下にスクロールします。 

 

 ここでは例として、「Partner」（相手先）をデフォルト値に設定します。 

「Partner」の［編集］リンクをクリックします。 

 

※Salesforce の翻訳の設定で、「Partner」＝「相手先」と紐づけられています。 

［参照］Salesforce の翻訳の設定については、項末の Point を参照してください。 
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 「選択リスト値の編集 手数料負担区分」画面が表示されます。 

「マスタリストのデフォルト値に設定する」にチェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 手順 2 の「Fee Burden Class (管理)」画面に戻ります。 

手順 2 と同様、「値」欄が表示されるまで、画面を下にスクロールします。 

 「Partner」の「デフォルト」にチェックが付いていることが確認できます。 

 

 「取引先」を新規に作成し、「会計設定の編集」画面を開きます。 

「手数料負担区分」に、デフォルト値として設定した「相手先」（Partner）が表示されていることが確認できます。 

 
 

● デフォルト値が設定済みでグローバル値セットがない項目 ＞デフォルト値を変更する 

対象項目：「税額計算方法」「単価・数量の丸めモード」「金額・税率の丸めモード」 
 

※前出の「手数料負担区分」と同様の手順で、デフォルト値を変更することができます。 

デフォルト値の設定と異なる点は、既存のデフォルト値の「マスタリストのデフォルト値に設定する」からチェックを外す

必要があることです。 
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● デフォルト値が未設定でグローバル値セットがある項目 ＞デフォルト値を設定する 

対象項目：「請求先 : 支払期日起算日」「請求先 : 支払期日算出方法」 

 共通の手順を行うと、「項目とリレーション」画面が表示されます。 

ここでは例として、「請求先 : 支払期日起算日」にデフォルト値を設定します。 

［請求先 : 支払期日起算日］リンクをクリックします。 

 

 「Bill To: Payment Due Start Date (管理)」画面が表示されます。 

「グローバル値セット」の［Payment Due Start Date］リンクをクリックします。 

 

 「グローバル値セット (管理)」画面が表示されます。 

ここでは例として、「Bill Date」（請求書発行日）をデフォルト値に設定します。 

「値」欄で、「Bill Date」の［編集］リンクをクリックします。 

 



｜ 4.各種設定（2/2） ｜ 4.1.マスタの設定 ｜ 

153 

※Salesforce の翻訳の設定で、「Bill Date」＝「請求書発行日」と紐づけられています。 

［参照］Salesforce の翻訳の設定については、項末の Point を参照してください。 

 「選択リスト値の編集 Payment Due Start Date」画面が表示されます。 

「マスタリストのデフォルト値に設定する」にチェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 手順 3 の「グローバル値セット (管理)」画面に戻ります。 

「値」欄で、「Bill Date」の「デフォルト」にチェックが付いていることが確認できます。 

 

 「取引先」を新規に作成し、「会計設定の編集」画面を開きます。 

「請求先 : 支払期日起算日」に、デフォルト値として設定した「請求書発行日」（Bill Date）が表示されてい

ることが確認できます。 
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Point 「取引先」における、Salesforce の翻訳の設定（以下「翻訳の設定」）について説明します。 
 

データ型が「選択リスト」の項目には、翻訳の設定で、各選択リスト値に日本語が紐づけられています。 

デフォルト値の設定画面では選択リスト値が英語で表示されますが、翻訳の設定で日本語が紐づけられてい

るため、「会計設定の編集」画面では日本語で表示されます。 
 

以下の手順で、翻訳の設定を確認することができます。 

①設定の「ホーム」画面のクイック検索で「翻訳」と入力し、下に表示される［翻訳］をクリックします。 

 

②言語に「日本語」、設定コンポーネントに「選択リスト値」、およびオブジェクトに「取引先」を選択します。 

 

③下に表示されたリストにある項目の［+］をクリックすると、翻訳の設定が確認できます。 

ここでは例として、「手数料負担区分」の［+］をクリックしています。 

 

 



｜ 4.各種設定（2/2） ｜ 4.2.商談の設定 ｜ 

155 

4.2 商談の設定 

Sales Cloud と連携し、「商談」から見積データ等を登録・作成する場合は、以下のように「商談」の設定を行います。 

● ページレイアウトの変更 

ソアスクで「商談」を利用するプロファイルに対し、ページレイアウト「Soasc Opportunity Layout」を割り当てます。 

● Lightning コンポーネントの配置 

見積データの登録や受注確定などに使用する Lightning コンポーネントを「商談」の詳細画面に配置します。 

※Lightning コンポーネントに標準で登録されている表示項目に、新規の表示項目を追加することができます。 
 

※ここでは、Sales Cloud を導入し、すでに「商談」を利用している組織（または Sales Cloud の導入を検討されている 

組織）を前提に説明します。 

 

4.2.1 ページレイアウトの変更 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 

 設定の「ホーム」画面が表示されます。［オブジェクトマネージャ］タブをクリックします。 

 

 「オブジェクトマネージャ」画面が表示されます。［商談］リンクをクリックします。 

 

 「商談」の「詳細」画面が表示されます。サイドバーの［ページレイアウト］をクリックします。 
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 「商談」の「ページレイアウト」画面が表示されます。［ページレイアウトの割り当て］をクリックします。 

 

 「商談」の「レイアウトの割り当て」画面が表示されます。［割り当ての編集］ボタンをクリックします。 

 

 「商談」の「ページレイアウトの割り当てを編集」画面が表示されます。 

ここでは例として、すべてのプロファイルにページレイアウト「Soasc Opportunity Layout」を割り当てます。 

先頭行のページレイアウトから、最終行のページレイアウトまでドラッグして選択します。 
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 すべての行が選択状態となります。 

「使用するページレイアウト」で「Soasc Opportunity Layout」を選択します。 

 

 ページレイアウトが「Soasc Opportunity Layout」（イタリック体）に変更されます。 

［保存］ボタンをクリックします。 
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 「商談」の「レイアウトの割り当て」画面に戻ります。 

すべてのプロファイルで、「商談」のページレイアウト「Soasc Opportunity Layout」が利用できるようになりました。 

ページレイアウトの変更は完了です。 

 

 



｜ 4.各種設定（2/2） ｜ 4.2.商談の設定 ｜ 

159 

4.2.2 Lightning コンポーネントの配置 

Lightning コンポーネント「soascOpportunityDetails」を「商談」の詳細画面に配置します。 
 

※Lightning コンポーネントを配置する場所は、「商談」の詳細画面の中から任意に選択することができます。 

ここでは例として、関連リストへの配置、およびタブの中への配置（タブを追加して配置）について説明します。 

 

● 共通手順（Lightning アプリケーションビルダーの表示） 

 soasc SalesCloud Subscription の初期画面を開きます。 

 
 

Point Sales Cloud導入前に実施する場合は、初期画面に［商談］タブが表示されません。 

この場合は、手順 1 の代わりにアプリケーションランチャーのプルダウンメニューで検索キーに「商談」と入力し、 

下に表示される［商談］リンクをクリックします。 

 

 ［{商談名}］リンクをクリックします。ここでは例として、［商談_LC配置用］リンクをクリックします。 

 
 

Point  「商談」レコードが登録されていれば、どのレコードを選択しても構いません。 

 上記画面にレコードが 1 件も表示されない場合は、［最近参照したデータ ▼］＞［すべての商談］を

クリックして登録されているレコードがないか確認してください。 

 「商談」レコードが 1件も登録されていない場合は、Visualforceページの配置を行うためのレコードを 1件

登録してください。必須項目の設定をしただけのダミーレコードで構いません。 
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 「商談_LC配置用」の詳細画面が表示されます。画面右上の［ ］＞［編集ページ］をクリックします。 

 

 Lightning アプリケーションビルダーが表示されます。 

 
 

Point  Lightning アプリケーションビルダーでは、ブラウザのサイズを最大にして作業することをお勧めします。 

ブラウザのサイズが小さいと、サイズに合わせて作業エリアも縮小されてしまうためです。 

 吹き出しが表示される場合は、作業エリアと重なってしまうため、いったん閉じてください。 

 

※関連リストへの配置については、引き続き次ページから手順を記載しています。 

タブの中への配置（タブを追加して配置）については、そのあとに手順を記載しています。 
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● 関連リストへの配置 

 画面左にある「コンポーネント」の一覧を下にスクロールし、「カスタム・管理」を表示させます。 

 

 「カスタム・管理」から「soascOpportunityDetails」を選択し、ドラッグ＆ドロップで関連リストに配置します。 

※見積データの作成や受注確定などで頻繁に利用するため、配置先は関連リストの先頭をお勧めします。 

 

注意 本書および「ソアスク ユーザガイド」における手順等の説明は、上記の場所への配置を前提としています。 

上記以外の場所に配置した場合は、手順や画面などが異なる箇所があるため、読み替えをしてください。 

このコンポーネントを使用します。 

配置すると、このように表示されます。 
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 画面右上の［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「ページが保存されました」画面が表示されます。［有効化］ボタンをクリックします。 

 

※上記画面が表示されない場合でも、手順 3 の［有効化］ボタンが活性化するためクリックします。 

 「有効化: 商談 レコードページ」画面が表示されます。 

［組織のデフォルトとして割り当て］ボタンをクリックします。 

 

 「フォーム要素を割り当て」画面が表示されます。フォーム要素を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、デフォルトの「デスクトップ」のまま［次へ］ボタンをクリックします。 

 

［参照］フォーム要素については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_forcecom_lab.htm&languag

e=ja&release=230 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_forcecom_lab.htm&language=ja&release=230
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_forcecom_lab.htm&language=ja&release=230
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 「割り当てを確認」画面が表示されます。［保存］ボタンをクリックします。 

 

 画面左上の［←］ボタンをクリックします（編集ページから元の画面に戻るためのボタンです）。 

 

 「商談」の詳細画面に戻ります。配置したコンポーネントが関連リストに表示されていることが確認できます。 

関連リストへの配置は完了です。 

 

※以降、「商談」レコードを登録すると、関連リストに「見積・受注・納品」の枠が表示されるようになります。 
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● タブの中への配置（タブを追加して配置） 

 画面中央のプレビューにある［Chatter］タブの右側（空欄の箇所）をクリックします。 

 

 画面右にタブ編集用のエリアが表示されます。［タブを追加］ボタンをクリックします。 

 

 ［詳細］タブのコピーが追加されます。追加された［詳細］タブをクリックします。 

 

既存のタブが表示されます。 
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 「タブの表示ラベル」の吹き出しが開くので、「カスタム」を選択します。 

 

 吹き出しに追加された入力項目「カスタム表示ラベル」にタブ名を入力します。 

ここでは例として、「見積・受注・納品」と入力し、［完了］ボタンをクリックします。 

 
 

Point タブ名「見積・受注・納品」は、あくまでも一例です。任意のタブ名を定めることができます。 

 プレビューに［見積・受注・納品］タブが追加されます。タブを追加するまでの作業は完了です。 

 
 

Point  引き続き［見積・受注・納品］タブに Lightning コンポーネントを配置する場合は、次の手順に進んでく

ださい。 

 いったん手を止めてページを保存したい場合は、手順 10へ進んでください。 

「カスタム」を選択すると、入力項目（必須）が追加されます。 
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 プレビューに追加された［見積・受注・納品］タブをクリックします。 

 

 画面左にある「コンポーネント」の一覧を下にスクロールし、「カスタム・管理」を表示させます。 

［参照］「関連リストへの配置」の手順 1 と同じです。「関連リストへの配置」の手順を参照してください。 

 「カスタム・管理」から「soascOpportunityDetails」を選択し、ドラッグ＆ドロップで［見積・受注・納品］タブの

「ここにコンポーネントを追加」に配置します。 

 

 画面右上の［保存］ボタンをクリックします。 

［参照］手順 10～15は、「関連リストへの配置」の手順 3～8 と同じです。 

「関連リストへの配置」の手順を参照してください。 

 「ページが保存されました」画面が表示されます。［有効化］ボタンをクリックします。 

 「有効化: 商談 レコードページ」画面が表示されます。 

［組織のデフォルトとして割り当て］ボタンをクリックします。 

 「フォーム要素を割り当て」画面が表示されます。フォーム要素を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、デフォルトの「デスクトップ」のまま［次へ］ボタンをクリックします。 

 「割り当てを確認」画面が表示されます。［保存］ボタンをクリックします。 

配置すると、このように表示されます。 
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 画面左上の［←］ボタンをクリックします（編集ページから元の画面に戻るためのボタンです）。 

 「商談」の詳細画面に戻ります。［見積・受注・納品］タブをクリックすると、配置したコンポーネントが表示されて

いることが確認できます。タブの中への配置は完了です。 

 

※以降、「商談」レコードを登録すると、詳細画面に［見積・受注・納品］タブが表示されるようになります。 

 

タブの追加のみで保存した場合は、 

コンポーネントが表示されません。 
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4.2.3 関連リストへの表示項目の追加 

前項で関連リストに配置した「見積・受注・納品」に表示項目を追加する手順を説明します。 
 

Point 「見積・受注・納品」には「見積条件」「見積」「受注」「納品」のセクションがあります（契約解約の場合は、

「納品」セクションがありません）が、「商談」を登録した際に表示されるのは「見積条件」セクションのみです。 

見積データの登録や受注確定などによって、表示されるセクションが増えていきます。 

［参照］見積データの登録や受注確定などについては、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 

◼ カスタムメタデータ型について 

「見積・受注・納品」にある各セクションに対し、カスタムメタデータ型のレコードを作成することで表示項目を追加します。 

「商談」の「契約区分」が、新規契約・契約変更・契約更新のいずれかの場合と、契約解約の場合で、それぞれ使用す

るカスタムメタデータ型が異なります。 
 

● 新規契約・契約変更・契約更新のいずれかの場合 

カスタムメタデータ型名 説明 

QuoteConditionItemDisplay 「見積条件」セクションに表示項目を追加する際に使用します。 

QuoteItemDisplay 「見積」セクションに表示項目を追加する際に使用します。 

SalesOrderItemDisplay 「受注」セクションに表示項目を追加する際に使用します。 

OutboundDeliveryItemDisplay 「納品」セクションに表示項目を追加する際に使用します。 

 

● 契約解約の場合 

カスタムメタデータ型名 説明 

QuoteConditionCancellationItemDisplayy 「見積条件」セクションに表示項目を追加する際に使用します。 

QuoteCancellationItemDisplay 「見積」セクションに表示項目を追加する際に使用します。 

SalesOrderCancellationItemDisplay 「受注」セクションに表示項目を追加する際に使用します。 

 

※契約解約の場合は、「納品」セクションがありません。 

 

◼ カスタムメタデータ型のレコードを作成する 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 設定の「ホーム」画面が表示されます。 

サイドバーの「プラットフォームツール」で［カスタムコード］＞［カスタムメタデータ型］をクリックします。 
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 「カスタムメタデータ型」画面が表示されます。対象の［レコードの管理］リンクをクリックします。 

ここでは例として、「QuoteConditionItemDisplay」（見積条件）の［レコードの管理］リンクをクリックします。 

 

 「QuoteConditionItemDisplay」画面が表示されます。［新規］ボタンをクリックします。 

 

 「QuoteConditionItemDisplay の編集」画面が表示されます。 

「保護コンポーネント」以外の項目を設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

デフォルトで登録済みのレコードが 5件あります。 

すべて画面に表示される有効なレコードです。 

先頭の項目は固定表示のため、ここには含まれていません。 

にマウスカーソルを重ねると、項目説明が表示されます。 

以降の画面についても同様です。 
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項目名 
入力
必須 

説明 

表示ラベル ○ 項目の表示ラベルを入力します。 

※システム内部の表示ラベルです。表示内容に影響することはありません。 

｛カスタムメタデータ型｝名 ○ 任意の文字列を入力します。 

※同じカスタムメタデータ型に登録済みのレコードとは、同じ文字列にすること

ができません。 

API参照名 ○ 表示する項目の API参照名を入力します。 

※表示する項目のデータ型には、制限がありません。 

ただし、データ型が参照関係の項目でAPI参照名の末尾を「__r」に変え、

参照先オブジェクトの項目を表示させることはできません。 

表示順 - 表示する順番（各セクション内）を入力します。 

 セクションの末尾に追加する場合は、登録されているレコード数を確認し、

「登録されているレコード数」＋1 を入力します。 

 途中に挿入する場合は、以降の項目の表示順を繰り上げます。 

有効 - 新規にレコードを登録する場合は、基本的にチェックを付けます。 

※登録後、項目を非表示に切り替える場合は、チェックを外してください。 

保護コンポーネント - 新規にレコードを登録する場合は、基本的にチェックを付けません。 
 

※別の Salesforce管理パッケージ内でのみ当レコードを使用したい場合に 

チェックを付けます。 

［参照］詳細は、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.custommet

adatatypes_protection.htm&language=ja 

 ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

 
 

Point 当該項目の API 参照名は、設定の「ホーム」画面から［オブジェクトマネージャ］タブ＞［{オブジェクト名}］

リンク＞［項目とリレーション］をクリックし、クイック検索で項目の表示ラベルを検索すると確認できます。 

 

※「見積条件」にある「取引先名」の API参照名は、上記のように確認します。 

「見積条件」にある「取引先名」の 

API参照名を入力します。 

デフォルトで登録済みのレコードが 5件あるため、 

「6」を入力し、セクションの末尾に表示させます。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.custommetadatatypes_protection.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.custommetadatatypes_protection.htm&language=ja
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 「QuoteConditionItemDisplay」画面が表示されます。関連リストへの表示項目の追加は完了です。 

 

※引き続き「商談」の詳細画面を開き、関連リストを確認します。 

 「見積条件」が登録されている「商談」の詳細画面を開き、関連リストの「見積・受注・納品」を見ます。 

「見積条件」セクションの末尾に「取引先名」が追加・表示されていることが確認できます。 

 
 

Point  各セクションの先頭の項目は固定表示です。カスタムメタデータ型のレコードに含まれていません。 

そのため、「セクションに表示される項目数」＝「登録されている有効なレコード数」＋1 となります。 

 先頭の項目は、「表示順」にも含まれていません。上記の例では、「見積種別」が「表示順」＝「1」です。 

 

 

先頭の項目は固定表示です。 

カスタムメタデータ型のレコードに 

含まれていません。 
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  補足 
ソアスクの操作に伴う補足情報について説明します。 

 

 

 

5.1 項目セットについて 

パッケージ内で Visualforce ページを使用して表示している画面（「見積」「受注」等の登録画面や「品目・サービス検索

画面」など）は、画面の項目を自由に入れ替えることができません（すでに表示されている項目の削除は不可）。 

ただし、標準で実装されている項目セットの機能を利用すれば、所定の場所にカスタム項目を表示することが可能です。 

カスタム項目を作成し、利用可能な項目セットに追加することで、カスタム項目が表示されるようになります。 
 

※一部の項目セットには、カスタム項目の追加上限（最大 10項目）があります。 

 

5.1.1 項目セットの一覧 

利用可能な項目セットは、以下のとおりです（「-」＝追加上限なし）。 
 

オブジェクト名 画面名／セクション名 
追加 

上限 
項目セットの表示ラベル 

見積条件 見積条件登録画面／追加情報 1※1 - QuoteConditionInputFieldSet1 

見積条件登録画面／追加情報 2※1 - QuoteConditionInputFieldSet2 

サブスクリプション解約画面／解約情報※2 - QuoteConditionCancellationInputFieldSet 

契約管理 サブスクリプション解約画面／契約管理情報※2 - QuoteConditionCancellationViewFieldSet 

見積 見積※3 - OpportunityRelatedListFieldSet 

見積登録画面／基本情報 - QuoteBasicInformationFieldSet 

見積登録画面／見積情報 - QuoteQuoteInformationFieldSet 

見積登録画面／会計情報 - QuoteAmountInformationFieldSet 

見積登録画面／追加情報※1 - QuoteInputFieldSet 

見積検索画面／検索条件※4 10 QuoteSearchConditionFieldSet 

見積検索画面／見積※5 10 QuoteSearchResultFieldSet 

見積明細 見積登録画面／明細情報※6 10 QuoteDetailInputFieldSet 

受注 受注※7 - OpportunityRelatedListFieldSet 

受注登録画面／基本情報 - SalesOrderBasicInformationFieldSet 

受注登録画面／受注情報 - SalesOrderSalesOrderInformationFieldSet 

受注登録画面／会計情報 - SalesOrderAccountingInformationFieldSet 

受注登録画面／追加情報※1 - SalesOrderInputFieldSet 

受注検索画面／検索条件※8 10 SalesOrderSearchConditionFieldSet 

受注検索画面／受注※9 10 SalesOrderSearchResultFieldSet 

受注明細 受注登録画面／明細情報※6 10 SalesOrderDetailInputFieldSet 

納品 納品※10 - OpportunityRelatedListFieldSet 

納品登録画面／基本情報 - ODBasicInformationFieldSet 
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オブジェクト名 画面名／セクション名 
追加 

上限 
項目セットの表示ラベル 

納品 納品登録画面／納品情報 - ODDeliveryInformationFieldSet 

納品登録画面／会計情報 - ODAccountingInformationFieldSet 

納品登録画面／追加情報※1 - OutboundDeliveryInputFieldSet 

納品明細 納品登録画面／明細情報※6 10 OutboundDeliveryDetailInputFieldSet 

請求 請求登録画面／基本情報 - BillingBasicInformationFieldSet 

請求登録画面／請求情報 - BillingBillingInformationFieldSet 

請求登録画面／会計情報 - BillingAccountingInformationFieldSet 

請求登録画面／追加情報※1 - BillingInputFieldSet 

請求明細 請求登録画面／明細情報※6 10 BillingDetailInputFieldSet 

発注 発注登録画面／基本情報 - POBasicInformationFieldSet 

発注登録画面／発注情報 - POPurchaseOrderFieldSet 

発注登録画面／会計情報 - POAccountingInformationFieldSet 

発注登録画面／追加情報※1 - PurchaseOrderInputFieldSet 

発注明細 発注登録画面／明細情報※6 10 PurchaseOrderDetailInputFieldSet 

仕入 仕入登録画面／基本情報 - IDBasicInformationFieldSet 

仕入登録画面／仕入情報 - IDDeliveryInformationFieldSet 

仕入登録画面／会計情報 - IDAccountingInformationFieldSet 

仕入登録画面／追加情報※1 - InboundDeliveryInputFieldSet 

仕入明細 仕入登録画面／明細情報※6 10 InboundDeliveryDetailInputFieldSet 

支払 支払登録画面／基本情報 - PaymentBasicInformationFieldSet 

支払登録画面／支払情報 - PaymentPaymentInformationFieldSet 

支払登録画面／会計情報 - PaymentAccountingInformationFieldSet 

支払登録画面／追加情報※1 - PaymentInputFieldSet 

支払明細 支払登録画面／明細情報※6 10 PaymentDetailInputFieldSet 

品目・サービスマスタ 構成表選択画面／構成表※11 10 ProductConfigurationResultSet 

品目・サービス検索画面／検索条件 

構成表選択画面／検索条件※12 
10 

ProductSearchConditionFieldSet 

品目・サービス検索画面／品目・サービス 

構成表選択画面／品目・サービス※13 
10 

ProductSearchResultFieldSet 

階層 構成表選択画面／構成表※14 10 ProductConfigurationResultSet_Level2_3 

 

［参照］※1～14 のコメントについては、次ページの Point を参照してください。 
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Point ※1：「追加情報」セクションにカスタム項目を追加できます。「追加情報」セクションは、カスタム項目を追加

すると画面に表示されます。「見積条件」の登録画面のみ、追加できるセクションが 2 つあります。 

※2：「サブスクリプション解約画面」にカスタム項目を追加できます。ただし、このカスタム項目は、必須項目

にすることができません。「サブスクリプション解約画面」用のカスタム項目ですが、登録先のオブジェクト

が「見積条件」「契約管理」のため、「見積条件」登録時および受注確定時には値が設定されません。

必須項目にした場合は、上記のタイミングでエラーとなります。 

［参照］画面を開く手順については、「ソアスク ユーザガイド」の契約解約の章を参照してください。 

※3：関連見積一覧（画面上は「見積」）にカスタム項目を追加できます。関連見積一覧は、「見積条

件」の詳細画面にある「関連見積・受注・納品一覧」で「見積をすべて表示」リンクをクリックすると表示

されます。 

※4：「見積検索画面」の検索条件にカスタム項目を追加できます。「見積検索画面」は、「見積」の「明細

情報」にある［見積検索］ボタンをクリックすると表示されます。 

※5：「見積検索画面」の「見積」にカスタム項目を追加できます。「見積検索画面」は、「見積」の「明細情

報」にある［見積検索］ボタンをクリックすると表示されます。 

※6：「明細情報」にカスタム項目を追加できます。「見積明細」以外の明細では、「備考」の左側にカスタム

項目が表示されます（「備考」の位置は、明細の末尾近くです）。「見積明細」の場合は、「備考行」

の左側にカスタム項目が表示されます（「備考行」の位置は、「備考」の左側です）。 

※7：関連受注一覧（画面上は「受注」）にカスタム項目を追加できます。関連受注一覧は、「見積条

件」の詳細画面にある「関連見積・受注・納品一覧」で「受注をすべて表示」リンクをクリックすると表示

されます。 

※8：「受注検索画面」の検索条件にカスタム項目を追加できます。「受注検索画面」は、「受注」の「明細

情報」にある［受注検索］ボタンをクリックすると表示されます。 

※9：「受注検索画面」の「受注」にカスタム項目を追加できます。「受注検索画面」は、「受注」の「明細情

報」にある［受注検索］ボタンをクリックすると表示されます。 

※10：関連納品一覧（画面上は「納品」）にカスタム項目を追加できます。関連納品一覧は、「見積条

件」の詳細画面にある「関連見積・受注・納品一覧」で「納品をすべて表示」リンクをクリックすると表示

されます。 

※11：「構成表」にカスタム項目を追加できます。「構成表」は、各「明細情報」の［構成表選択］ボタンを

クリックして表示される「構成表選択画面」の［構成表参照］ボタンをクリックすると表示されます。 

「構成表」のすべての品目・サービスにカスタム項目が表示されます。 

※12：「品目・サービス検索画面」「構成表選択画面」の検索条件にカスタム項目を追加できます。 

「品目・サービス検索画面」は、各「明細情報」の［品目・サービス選択］ボタンをクリックすると表示さ

れます。「構成表選択画面」も同様に［構成表選択］ボタンをクリックすると表示されます。 

同じカスタム項目が両画面の検索条件に表示されます。 

※13：「品目・サービス検索画面」「構成表選択画面」の「品目・サービス」にカスタム項目を追加できます。 

「品目・サービス検索画面」は、各「明細情報」の［品目・サービス選択］ボタンをクリックすると表示さ

れます。「構成表選択画面」も同様に［構成表選択］ボタンをクリックすると表示されます。 

同じカスタム項目が両画面の「品目・サービス」に表示されます。 

※14：「構成表」にカスタム項目を追加できます。「構成表」は、各「明細情報」の［構成表選択］ボタンを

クリックして表示される「構成表選択画面」の［構成表参照］ボタンをクリックすると表示されます。 

第 2、第 3階層に同じカスタム項目が表示されます。 

 

［参照］カスタム項目を追加した例については、次ページ以降を参照してください。 
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◼ 「見積条件」の登録画面：「追加情報 1」「追加情報 2」にカスタム項目を追加した例（※1） 

 
 

◼ 「見積条件」以外の各登録画面：「追加情報」「明細情報」にカスタム項目を追加した例（※1、※6） 

 
 

◼ 「サブスクリプション解約画面」：「契約管理情報」「解約情報」にカスタム項目を追加した例（※2） 

 

※「見積条件」「契約管理」に共通のカスタム項目を追加し、オブジェクト間で値を引き継ぐこともできます。 

［参照］詳細は、「5.2.1 受注確定等で引き継ぐ場合」を参照してください。 

カスタム項目「承認者」「最終承認日」を

追加しました。同時に「追加情報 1」セク

ションも表示されます。 
カスタム項目「比較する条件あり」を追加

しました。同時に「追加情報 2」セクション

も表示されます。 

カスタム項目「承認履歴」を追加しました。 

同時に「追加情報」セクションも表示されます。 

カスタム項目「品目 2」を追加しました。 

「備考」または「備考行」の左側に表示されます。 

「契約管理」の項目セットに、 

カスタム項目「契約時メモ」を追加しました。 

「見積条件」の項目セットに、 

カスタム項目「解約時メモ」を追加しました。 
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◼ 「見積検索画面」にカスタム項目を追加した例（※4、※5） 

「受注検索画面」の場合（※8、※9）も同様 

 
 

◼ 「関連見積・受注・納品一覧」にカスタム項目を追加した例（※3、※7、※10） 

 
 

検索条件にカスタム項目「見積 2」を追加しました。 

「見積」にカスタム項目「見積 2」を追加しました。 

「○○をすべて表示」リンクをクリック

すると、一覧画面が表示されます。 

カスタム項目「品目 2」を追加しました。 

「受注」「納品」の場合も同様です。 
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◼ 「品目・サービス検索画面」「構成表選択画面」にカスタム項目を追加した例（※12、※13） 

 
 

◼ 「構成表」にカスタム項目を追加した例（※11、※14） 

 

検索条件にカスタム項目「品目 2」を追加しました。 

「品目・サービス」にカスタム項目「品目 2」を追加しました。 

「構成表選択画面」にも同様に追加されます。 

「品目・サービスマスタ」に

カスタム項目「品目 2」を

追加しました。 

すべての品目・サービスに

表示されます。 

「階層」にカスタム項目「品目 2（階層）」

を追加しました。 

第 2、第 3階層に表示されます。 
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5.1.2 カスタム項目を追加する例 

カスタム項目を追加する例として、「承認履歴」というカスタム項目を作成して「見積登録」画面の「追加情報」セクションに

表示させる手順を説明します。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 

 設定の「ホーム」画面が表示されます。［オブジェクトマネージャ］タブをクリックします。 

 

 「オブジェクトマネージャ」画面が表示されます。［見積］リンクをクリックします。 

 

 サイドバーの［項目とリレーション］＞［新規］のクリックから、カスタム項目「承認履歴」を作成します。 
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［参照］カスタム項目の作成手順については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.adding_fields.htm&language=ja 
 

注意 ソアスク標準オブジェクトにカスタム項目を作成する場合は、同じオブジェクト内で既存のソアスク標準項目と

新規に作成するカスタム項目の「項目名」が重複しないようにしてください。「項目名」が重複した状態でソア

スクの登録画面（Visualforce ページ）を開くと、エラーとなる可能性があります。 

 ［項目セット］をクリックし、「項目セット」画面を開きます。対象の［{表示ラベル}］リンクをクリックします。 

ここでは「追加情報」セクションにカスタム項目を追加するため、［QuoteInputFieldSet］リンクをクリックします。 

 

［参照］項目セット（表示ラベル）の一覧については、「5.1.1 項目セットの一覧」を参照してください。 

 項目セットを設定する画面が表示されます。 

「承認履歴」をドラッグ＆ドロップで「項目セットで」の枠内に移動させます。 

 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.adding_fields.htm&language=ja
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 ［保存］ボタンをクリックします。カスタム項目「承認履歴」の項目セットへの追加は完了です。 

 
 

Point 移動した項目にマウスカーソルを当てると右に 2 つのアイコンが表示されます。 

［ ］をクリックすると、カスタム項目が上の枠に戻ります。ドラッグ＆ドロップで戻すこともできます。 

 

 

 ［ ］をクリックすると、「項目セットアイテムのプロパティ」ダイアログが表示されます。 

ただし、「必須項目」にチェックを付け、［OK］ボタンをクリックしても必須項目にはなりません。 

 

対象のカスタム項目を必須項目にする場合は、「カスタム項目の定義の編集」のオプションで、「必須項目」の

「値の入力を必須にする」にチェックを付け、［保存］ボタンをクリックしてください。 

 

［参照］カスタム項目の詳細については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_customfields.htm&language=ja 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_customfields.htm&language=ja
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Point カスタム項目を複数追加する場合は、ドロップする位置で表示する順番を決められます。 

 先に追加したカスタム項目よりも前（左）に表示したい場合は、次の位置にドロップします。 

 

 先に追加したカスタム項目よりも後（右）に表示したい場合は、次の位置にドロップします。 

 

 ソアスクの画面に戻って「見積登録画面」を開きます。 

「追加情報」セクションがあることと、「承認履歴」が表示されていることが確認できます。 

 
 

Point 登録画面だけでなく、登録済みレコードの編集画面でも同様に表示されます。 

 

ドラッグ中、追加位置にガイドが表示されます。 
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5.2 カスタム項目の引き継ぎについて 

オブジェクト間で、カスタム項目の値を引き継ぐことが可能なケースについて説明します。 

● 受注確定等で引き継ぐ 

新規契約・契約変更・契約更新の受注確定時、および契約更新の見積データ作成時、関連するオブジェクト間で

カスタム項目の値を引き継ぐことができます。 

● 解約確定で引き継ぐ 

解約確定時、関連するオブジェクト間でカスタム項目の値を引き継ぐことができます。 

● 品目・サービスマスタから各明細オブジェクトに引き継ぐ 

販売系・購買系の明細オブジェクトを作成する過程で、「品目・サービスマスタ」の各項目の値を明細オブジェクトの

カスタム項目に引き継ぐことができます。「品目・サービスマスタ」にカスタム項目を追加して引き継ぐこともできます。 

● 赤伝票作成時に黒伝票から引き継ぐ 

赤伝票が作成される際、作成元の黒伝票からカスタム項目の値を引き継ぐことができます。 
 

［参照］受注確定や各明細オブジェクト、赤伝票の作成などについては、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 

5.2.1 受注確定等で引き継ぐ場合 

オブジェクト間で引き継ぐ関係は、以下のとおりです。 
 

◼ 新規契約・契約変更・契約更新の受注確定時 

● 「見積条件」 → 「契約管理」 

● 「見積」 → 「受注」、「納品」、「発注」 

● 「見積明細」 → 「受注明細」、「納品明細」、「契約ライセンス」、「発注明細」 
 

◼ 契約更新の見積データ作成時（受注確定前） 

● 「契約管理」 → 「見積条件」 

 

引き継ぎを行う 2 つのカスタム項目に必要な条件は、以下のとおりです。 

● 「API参照名」が同一であること 

● 「データ型」が同一であること 

● 「小数点の位置」が同一であること（小数点以下の桁数が設定可能なデータ型の場合） 

 

ここでは例として、「見積」のカスタム項目「承認履歴」を、受注確定で「受注」に引き継ぐための手順について説明します。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 

 設定の「ホーム」画面が表示されます。［オブジェクトマネージャ］タブをクリックします。 
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 「オブジェクトマネージャ」画面が表示されます。［見積］リンクをクリックします。 

 

 「見積」の「詳細」画面が表示されます。サイドバーの［項目とリレーション］をクリックします。 

 

 「項目とリレーション」画面が表示されます。［承認履歴］リンクをクリックします。 

 

 カスタム項目「承認履歴」の定義の詳細が表示されます。 

「項目名」と「データ型」をWindows のメモ帳等にコピーし、［オブジェクトマネージャ］タブをクリックします。 

※この例では、「項目名」が「ApprovalHistory」、「データ型」が「テキストエリア」です。 

 

「見積」のカスタム項目が作成済み

であることが前提の例です。 
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 「オブジェクトマネージャ」画面が表示されます。［受注］リンクをクリックします。 

 

 「受注」の「詳細」画面が表示されます。［項目とリレーション］をクリックします。 

 

 「項目とリレーション」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 
 

Point ここでは、「見積」からの引き継ぎ用のカスタム項目を新規に作成します。 
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 「カスタム項目の新規作成（ステップ 1. データ型の選択）」画面が表示されます。 

「データ型」に、手順 6 でメモを取った「テキストエリア」を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。 

 

 「カスタム項目の新規作成（ステップ 2. 詳細を入力）」画面が表示されます。 

必須項目を以下のように入力します。必要に応じて他の項目も入力し、［次へ］ボタンをクリックします。 

⚫ 「項目の表示ラベル」に、「見積」のカスタム項目と同一の「承認履歴」と入力します。 

⚫ 「項目名」に、手順 6 でメモを取った「ApprovalHistory」を入力します。 

 
 

Point  例として「項目の表示ラベル」を同一にしていますが、オブジェクト間で異なる表示ラベルでも構いません。 

 カスタム項目の API 参照名は、「項目名」＋「__c」で自動生成されます。そのため、引き継ぎを行う項目

の「項目名」を同一にすれば API参照名も同一となり、引き継ぎの条件を満たします。 

 

注意 ソアスク標準項目の API 参照名から「appsfs_」を除いた文字列のいずれかと、カスタム項目の API 参照名

が一致する場合は、値を引き継ぐタイミングでエラーとなるため、異なる文字列にする必要があります。 

例えば、「項目名」に「_fs_OrderDate」を設定すると、API 参照名は「_fs_OrderDate__c」になりますが、

ソアスク標準項目に「appsfs__fs_OrderDate__c」が存在するため、別の名前に変更する必要があります。 

 「カスタム項目の新規作成（ステップ 3. 項目レベルセキュリティの設定）」画面が表示されます。 

必要に応じて項目レベルセキュリティを設定し、［次へ］ボタンをクリックします。 
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 「カスタム項目の新規作成（ステップ 4. ページレイアウトへの追加）」画面が表示されます。 

必要に応じて表示対象のページレイアウトを設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

受注確定時にカスタム項目の値を「見積」から「受注」へ引き継ぐための設定は完了です。 

 

※同じカスタム項目を「納品」にも作成すれば、「受注」と「納品」の両方に値を引き継ぐことができます。 

 

Point  画面遷移や設定内容など、カスタム項目を作成する過程は選択した「データ型」によって異なります。 

 対象オブジェクトの登録画面がVisualforceページを使用している場合は、カスタム項目を作成しただけで

は画面に表示されません。画面に表示し入力等を行う場合は、項目セットを利用する必要があります。 

［参照］項目セットについては、「5.1 項目セットについて」を参照してください。 

 カスタム項目の新規作成時、小数点以下の桁数が設定可能なデータ型（「数値」「通貨」など）を選択

すると、「小数点の位置」の入力が必須となります。 

 

 小数点以下の桁数が設定可能なデータ型で登録したカスタム項目は、「項目とリレーション」で該当する 

リンクをクリックすると、「カスタム項目の定義の詳細」の「数値オプション」で「小数点の位置」が確認できま

す。 

 

［参照］カスタム項目の詳細については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_customfields.htm&language=ja 

 

引き継ぎを行いたい場合は、 

項目間でこの値を同一にします。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_customfields.htm&language=ja
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5.2.2 解約確定で引き継ぐ場合 

オブジェクト間で引き継ぐ関係は、以下のとおりです。 

● 「見積条件」 → 「契約管理」 
 

Point 「見積条件」のカスタム項目のうち、解約確定で「契約管理」に引き継がれるのは、「サブスクリプション解約画

面」の「解約情報」セクションに表示されるカスタム項目のみです。 

 

引き継ぎを行う 2 つの項目に必要な条件は、以下のとおりです。 

● 「API参照名」が同一であること 

● 「データ型」が同一であること 

● 「小数点の位置」が同一であること（小数点以下の桁数が設定可能なデータ型の場合） 

 

ここでは例として、「見積条件」「契約管理」に同じカスタム項目「解約時対応」を作成し、解約確定で「見積条件」から

「契約管理」に引き継ぐための手順について説明します。 
 

Point カスタム項目の作成から解約確定までの流れは、以下のとおりとなります。 

①「見積条件」「契約管理」に同じカスタム項目「解約時対応」を作成する。 

②「解約時対応」を項目セット（「見積条件」のサブスクリプション解約画面／解約情報）に追加する。 

③契約解約用の「商談」または「販売」を登録し、「サブスクリプション解約画面」を開く。 

④「サブスクリプション解約画面」で「解約時対応」に任意の値を設定し、解約予定情報を保存する。 

⑤解約確定前に、「契約管理」の「解約時対応」がブランクであることを確認する。 

⑥解約確定をする。完了後、「解約時対応」の値が「契約管理」に引き継がれていることを確認する。 
 

※解約確定の対象は、受注確定後の契約のみです。ここでは、受注確定後の手順を想定しています。 

 

「見積条件」にカスタム項目「解約時対応」を作成します。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 設定の「ホーム」画面が表示されます。［オブジェクトマネージャ］タブをクリックします。 

 

 「オブジェクトマネージャ」画面が表示されます。［見積条件］リンクをクリックします。 
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 「見積条件」の「詳細」画面が表示されます。［項目とリレーション］をクリックします。 

 

 「項目とリレーション」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 

 「カスタム項目の新規作成（ステップ 1. データ型の選択）」画面が表示されます。 

ここでは例として、「データ型」に「テキストエリア」を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。 
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 「カスタム項目の新規作成（ステップ 2. 詳細を入力）」画面が表示されます。 

ここでは例として、必須項目を以下のように設定します。 

⚫ 「項目の表示ラベル」に、「解約時対応」と入力します。 

⚫ 「項目名」に、「Correspondence」と入力します。 

必要に応じて他の項目も入力し、［次へ］ボタンをクリックします。 

 
 

注意 ソアスク標準項目の API 参照名から「appsfs_」を除いた文字列のいずれかと、カスタム項目の API 参照名

が一致する場合は、値を引き継ぐタイミングでエラーとなるため、異なる文字列にする必要があります。 

例えば、「項目名」に「_fs_OrderDate」を設定すると、API 参照名は「_fs_OrderDate__c」になりますが、

ソアスク標準項目に「appsfs__fs_OrderDate__c」が存在するため、別の名前に変更する必要があります。 

 「カスタム項目の新規作成（ステップ 3. 項目レベルセキュリティの設定）」画面が表示されます。 

必要に応じて項目レベルセキュリティを設定し、［次へ］ボタンをクリックします。 

 

 「カスタム項目の新規作成（ステップ 4. ページレイアウトへの追加）」画面が表示されます。 

必要に応じて表示対象のページレイアウトを設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

「見積条件」のカスタム項目「解約時対応」の作成は完了です。 

 

「必須項目」には、チェックを付けないでください。 

「見積条件」登録時にエラーとなります。 
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「契約管理」にカスタム項目「解約時対応」を作成します。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 設定の「ホーム」画面が表示されます。［オブジェクトマネージャ］タブをクリックします。 

 

 「オブジェクトマネージャ」画面が表示されます。［契約管理］リンクをクリックします。 

 

 「契約管理」の「詳細」画面が表示されます。［項目とリレーション］をクリックします。 

 

 手順 5以降は、「見積条件」にカスタム項目「解約時対応」を作成する場合と同様です。 

「契約管理」のカスタム項目「解約時対応」の作成は完了です。 
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「解約時対応」を項目セットに追加します。 

 「5.1.2 カスタム項目を追加する例」の手順に従って、「解約時対応」を項目セットに追加します。 

対象となる項目セットのオブジェクト名、画面名／セクション名、および表示ラベルは、以下のとおりです。 

⚫ オブジェクト名＝見積条件 

⚫ 画面名／セクション名＝サブスクリプション解約画面／解約情報 

⚫ 表示ラベル＝QuoteConditionCancellationInputFieldSet 
 

［参照］項目セット（表示ラベル）の一覧については、「5.1.1 項目セットの一覧」を参照してください。 

 「サブスクリプション解約画面」の「解約情報」セクションに、次のように「解約時対応」が追加されます。 

 

［参照］標準の項目については、「ソアスク ユーザガイド」の契約解約の章を参照してください。 

 

契約解約用の「商談」または「販売」を登録し、「サブスクリプション解約画面」を開きます。 

 「新規商談」画面または「新規販売」画面を開きます。 

 「契約管理」から解約するレコードを選択して保存します。 

［参照］手順 1～2 の詳細については、「ソアスク ユーザガイド」の契約解約の章を参照してください。 

 「サブスクリプション解約画面」を開きます。 

⚫ 「商談」から「サブスクリプション解約画面」を開く場合 

「商談」の詳細画面を開き、「見積条件」の［契約解約］ボタンをクリックします。 

 

項目セットに追加したカスタム項目です。 
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⚫ 「販売」から「サブスクリプション解約画面」を開く場合 

「販売」の詳細画面を開き、「見積条件」の［契約解約］ボタンをクリックします。 

 

 

「サブスクリプション解約画面」で「解約時対応」に任意の値を設定し、解約予定情報を保存します。 

 ここでは例として、「解約時対応」に「再契約をご希望されていることを確認。」と入力します。 

必要に応じて他の項目も設定し、［解約予定保存］ボタンをクリックします。 

 

※カスタム項目の値を解約確定時に「見積条件」から「契約管理」へ引き継ぐための設定は完了です。 

その後の流れと結果について、引き続き次ページ以降で説明します。 

 

「商談」から画面を開いた例です。 

「販売」から画面を開いた場合は、 

［{販売番号}］リンクが表示されます。 

この例では、ソアスク標準項目の

「解約理由」も入力しています。 
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解約確定前に、「契約管理」の「解約時対応」がブランクになっていることを確認します。 

 解約予定となっている「契約管理」の詳細画面を開きます。 

⚫ 「商談」から「契約管理」の詳細画面を開く場合 

「商談」の詳細画面を開き、「見積」の［{契約名}］リンクをクリックします。 

 

⚫ 「販売」から「契約管理」の詳細画面を開く場合 

「販売」の詳細画面を開き、「契約情報」の［{契約名}］リンクをクリックします。 

 

 「契約管理」の詳細画面が表示されます。 

解約確定前の「契約管理」では、「解約時対応」がブランクになっていることが確認できます。 

 

［詳細］タブの「契約情報」に同じリンクがあります。 
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解約確定によって、「契約管理」の「解約時対応」に「見積条件」の値が引き継がれることを確認します。 

 解約確定をします。 

⚫ 「商談」で解約確定をする場合 

「商談」の詳細画面を開き、「見積」の［解約確定］ボタンをクリックします。 

 

⚫ 「販売」で解約確定をする場合 

「販売」に紐づく「見積条件」の詳細画面を開き、次のセクションの［解約確定］ボタンをクリックします。 

「関連見積・受注・納品一覧/Related Quote, SalesOrder, Delivery」 

 

 解約確定の完了後、再度「契約管理」の詳細画面を開きます。 

［参照］「契約管理」の詳細画面を開く手順については、前ページの手順 1 を参照してください。 

 「契約管理」の詳細画面が表示されます。 

「契約管理」の「解約時対応」に「見積条件」の値が引き継がれていることが確認できます。 
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5.2.3 品目・サービスマスタから各明細オブジェクトに引き継ぐ場合 

オブジェクト間で引き継ぐ関係は、以下のとおりです。 

● 「品目・サービスマスタ」 → 「見積明細」 

● 「品目・サービスマスタ」 → 「受注明細」 

● 「品目・サービスマスタ」 → 「納品明細」 

● 「品目・サービスマスタ」 → 「請求明細」 

● 「品目・サービスマスタ」 → 「発注明細」 

● 「品目・サービスマスタ」 → 「仕入明細」 

● 「品目・サービスマスタ」 → 「支払明細」 
 

引き継ぎを行う 2 つの項目に必要な条件は、以下のとおりです。 

● 「API参照名」が同一であること 

● 「データ型」が同一であること 

● 「小数点の位置」が同一であること（小数点以下の桁数が設定可能なデータ型の場合） 
 

Point  すべて「品目・サービスマスタ」から各明細への引き継ぎ（マスタデータの引用）になります。 

 「品目・サービスマスタ」に標準で用意されている項目だけでなく、追加したカスタム項目からも各明細に値

を引き継ぐことができます。 

 カスタム項目の作成手順や注意事項などは、受注確定等で引き継ぐ場合と同様です。 

［参照］詳細は、「5.2.1 受注確定等で引き継ぐ場合」を参照してください。 

 作成したカスタム項目を画面に表示する場合は、項目セットを利用する必要があります。 

［参照］詳細は、「5.1 項目セットについて」を参照してください。 

 

5.2.4 赤伝票作成時に黒伝票から引き継ぐ場合 

オブジェクト間で引き継ぐ関係は、以下のとおりです。 

● 赤伝票の作成元となる黒伝票の「納品明細」 → 赤伝票の「納品明細」 
 

※同一のオブジェクト間で引き継ぎを行うため、カスタム項目の「API参照名」や「データ型」などの条件は常に一致します。 

 

Point  赤伝票は、契約変更の洗替または契約解約を行った際に自動で作成されます。 

 黒伝票の「納品明細」レコードのうち、契約変更の洗替または契約解約によって削除できないレコードがあ

る場合は、対象レコードの消し込み用に赤伝票の「納品明細」レコードが作成されます。 

 赤伝票の項目は、「取消納品フラグ」や「取消納品明細」など一部の項目を除き、作成元の黒伝票から

値が引き継がれます（「金額」はマイナス金額として引き継がれます）。 

 「納品明細」に作成したカスタム項目の値はデフォルトで黒伝票から赤伝票に引き継がれますが、カスタム

設定「Items not to be posted for Cancel Odd」に設定したカスタム項目は対象外となり、その値は引

き継がれません。 

［参照］詳細は、「3.4.7 Items not to be posted for Cancel Odd の設定」を参照してください。 

 カスタム項目の作成手順や注意事項などは、受注確定等で引き継ぐ場合と同様です。 

［参照］詳細は、「5.2.1 受注確定等で引き継ぐ場合」を参照してください。 

 作成したカスタム項目を画面に表示する場合は、項目セットを利用する必要があります。 

［参照］詳細は、「5.1 項目セットについて」を参照してください。 
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5.3 サブスクリプション分析機能について 

ソアスクには、サブスクリプションビジネスに関する MRR（月次経常収益）分析機能があります。 

具体的には、参照元となる各種オブジェクトから分析データを収集し、分析レコードを作成する機能となります。 
 

※分析レコードを表やグラフなどに可視化するまでの機能は含まれていません（サンプルは用意されています）。 

表やグラフなどで表示したい場合は、Salesforce のレポートおよびダッシュボードを利用してください。 

［参照］レポートおよびダッシュボードの利用については、次の Salesforce社ドキュメントを参照してください。 

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/lex_implementation_reports_dashboards 

［参照］サンプルのレポートは、レポートフォルダの「ソアスク KPI」に格納されています。 

このレポートを使用して作成されたサンプルのダッシュボードも、ダッシュボードフォルダの「ソアスク KPI」に格納され 

ています。 

 

5.3.1 参照元のオブジェクトと項目 

分析レコードを作成する際に参照元となるオブジェクトと、その項目について説明します。 
 

※多くの項目が、分析レコードを作成するための必須項目です。必須項目のうち、レコード作成時に未設定（値＝null）

とした項目があるレコードは、サブスクリプション分析の対象外となります。 

※soarize 多通貨機能でのみ必須となる項目は記載していません。 

 

◼ 「品目分類マスタ」 

項目名 API参照名 
必須 

項目 
説明 

品目分類名 Name ○ 「品目・サービスマスタ」レコードをグルーピン

グする単位です。 

ライセンス洗替によるアップセル・ダウンセル

の判断は、この単位で行われます。 

品目分類番号 appsfs__fs_ProductGroupNo__c - 「品目分類マスタ」を番号で管理している

場合に、任意で設定する項目です。 

 

［参照］「品目分類マスタ」については、「4.1.9 品目分類マスタの登録」を参照してください。 

 

◼ 「品目・サービスマスタ」 

項目名 API参照名 
必須 

項目 
説明 

品目分類マスタ appsfs__fs_ProductGroupMaster__c ○ 「品目分類マスタ」への参照先リンクです。 

ライセンス洗替によるアップセル・ダウンセル

の判断は、この単位で行われます。 

「分析」「分析明細」の「品目分類マスタ」

に対応します。 

 

［参照］「品目・サービスマスタ」については、「4.1.10 品目・サービスマスタの登録」を参照してください。 

 

◼ 「商談」および「販売」 

項目名 API参照名 
必須 

項目 
説明 

契約管理 appsfs__fs_ContractManagement__c ○ 「契約管理」への参照先リンクです。 

「分析」の「契約管理」に対応します。 

契約区分 appsfs__fs_ContractChangeType__c ○ 次のいずれかが設定されます。 

「新規契約」「契約変更」「契約更新」 

「契約解約」 

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/lex_implementation_reports_dashboards
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項目名 API参照名 
必須 

項目 
説明 

契約期間 開始日 appsfs__fs_ContractStartDate__c ○ 分析の内部処理に使用されます。 

契約期間 終了日 appsfs__fs_ContractEndDate__c ○ 分析の内部処理に使用されます。 

部門 appsfs__fs_Sector__c - 「部門マスタ」への参照先リンクです。 

「分析」「分析明細」の「部門」に対応しま

す。 

主担当者 appsfs__fs_MainOwner__c - 「要員マスタ」への参照先リンクです。 

「分析」「分析明細」の「担当者」に対応し

ます。 

想定月額 appsfs__fs_AssumedMonthlyCharge__

c 

○ 当レコードに紐づく「見積明細」の「分析用

月額」（デフォルトで非表示）の合計で

す。初期値を手入力で設定できます。 

現在月額 appsfs__fs_CurrentMonthlyCharge__c ○ 当レコードに紐づく「契約管理」の「分析用

月額」（デフォルトで非表示）からの転記

です。 

初期費用 appsfs__fs_InitialCost__c ○ 当レコードに紐づく「見積明細」のうち、「売

上サイクル」が「初期費用」であるレコードの

金額合計です。 

初期値を手入力で設定できます。 

 

［参照］「商談」および「販売」については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 

◼ 「見積条件」 

項目名 API参照名 
必須 

項目 
説明 

見積種別 appsfs__fs_QuoteType__c ○ 次のいずれかが設定されます。 

「新規契約」「ライセンス追加」 

「ライセンス洗替」 

「契約更新」「契約解約」 

適用開始日 appsfs__fs_ApplyStartDate__c ○ 「商談」「販売」の「契約期間 開始日」が

デフォルト値です。 

「見積条件登録画面」で、日付が変更さ

れる場合があります。 

契約期間 終了予定日 appsfs__fs_EndPlanDateOfContract__

c 

○ 分析の内部処理に使用されます。 

 

［参照］「見積条件」については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 

◼ 「見積明細」 

項目名 API参照名 
必須 

項目 
説明 

品目分類マスタ appsfs__fs_ProductGroupMaster__c ○ 「品目分類マスタ」への参照先リンクです。 

ライセンス洗替によるアップセル・ダウンセル

の判断は、この単位で行われます。 

「分析」「分析明細」の「品目分類マスタ」

に対応します。 

 

［参照］「見積明細」については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 
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◼ 「契約管理」    ※受注確定によってレコードが作成されます。 

項目名 API参照名 
必須 

項目 
説明 

適用開始日 appsfs__fs_ApplyStartDate__c ○ 当レコードと紐づく「見積条件」の同一項目

からの転記です。 

契約期間 終了日 appsfs__fs_ContractEndDate__c ○ 分析の内部処理に使用されます。 

2 ヶ月目以降の売上計上日にち appsfs__fs_SecondMonthPostSalesDat

e__c 

○ 当レコードと紐づく「見積条件」の同一項目

からの転記です。 

※デフォルトで非表示です。 

解約申込日 appsfs__fs_CancellationApplicationDat

e__c 

- 契約解約を行った場合のみ必須です。 

 

［参照］「契約管理」、受注確定、および契約解約については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 
 

注意 デフォルトで非表示となっている項目を表示させると、手動で値を変更できるようになります。ただし、実際に値を変更し

てしまうと、データ構造上のエラーや予期せぬ結果を招く可能性があるため、値の変更は行わないでください。 

以上のことを踏まえて非表示項目を表示させたい場合は、下の Point を参照してください。 

 

Point デフォルトで非表示となっている項目を表示させたい場合は、高度なページレイアウトエディタを使用します。 
 

例）「契約管理」の詳細画面に「2 ヶ月目以降の売上計上日にち」を表示する手順 

①「契約管理」のページレイアウト「Subscription Layout V2」の編集画面を開きます。 

②「項目」のパレットで「Second Month Post Sales Date」を選択し、ドラッグ＆ドロップで「売上/請求情報」セクション

の最後に配置します（場所は任意です）。ページレイアウトを保存します。 

③「契約管理」の詳細画面を表示すると、「2 ヶ月目以降の売上計上日にち」が表示されていることが確認できます。 

 

［参照］高度なページレイアウトエディタの使用については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_layoutcustomize_pd.htm&language=ja 

 

◼ 「契約ライセンス」    ※受注確定によってレコードが作成されます。 

項目名 API参照名 
必須 

項目 
説明 

[プログラム用]有効 appsfs__fs_IsActiveForProgram__c ○ 分析の内部処理に使用されます。 

※デフォルトで非表示です。 

契約自動更新 appsfs__fs_ContractAutomaticRenewal

__c 

○  チェックが付いている場合、当レコードは

契約更新を行う予定です。 

 チェックが付いていない場合、当レコード

は契約更新を行わない予定です。 

※上記の契約更新には、手動での契約更

新も含まれます。 

分析用月額 appsfs__fs_AnalyticalMonthlyCharge__

c 

○ 当レコードと紐づく「見積明細」の同一項目

（デフォルトで非表示）からの転記です。 

月次の「分析明細」の「契約金額」に対応

します。 

※デフォルトで非表示です。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_layoutcustomize_pd.htm&language=ja
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［参照］「契約ライセンス」および契約更新については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 

◼ 「納品」    ※受注確定によってレコードが作成されます。 

項目名 API参照名 
必須 

項目 
説明 

取消納品フラグ appsfs__fs_IsCancelOutboundDelivery

__c 

○  チェックが付いている場合、当レコードは

請求済および売上締め済の「納品」レコ

ードを取り消すために作成された赤伝票

です。 

 チェックが付いていない場合、当レコード

は黒伝票です。 

※デフォルトで非表示です。 

 

［参照］「納品」については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 

◼ 「納品明細」    ※受注確定によってレコードが作成されます。 

項目名 API参照名 
必須 

項目 
説明 

品目分類マスタ appsfs__fs_ProductGroupMaster__c ○ 「品目分類マスタ」への参照先リンクです。 

ライセンス洗替によるアップセル・ダウンセル

の判断は、この単位で行われます。 

「分析」「分析明細」の「品目分類マスタ」

に対応します。 

分析対象 appsfs__fs_AnalyticalTarget__c ○  チェックが付いている場合、当レコードは

分析対象です。 

 チェックが付いていない場合、当レコード

は分析対象外です。 

※デフォルトで非表示です。 

［参照］分析対象については、次ページ

の Point（上）を参照してくださ

い。 

利用期間基準計上日 appsfs__fs_BaseDateOfSalesPeriod__

c 

○ 利用期間基準計上日が設定されます。 

売上対象期間開始 appsfs__fs_StartDateOfSalesPeriod__c ○ 売上対象期間開始日が設定されます。 

［参照］どのように設定されるのかについ

ては、次ページのPoint（下）を

参照してください。 

売上対象期間終了 appsfs__fs_EndDateOfSalesPeriod__c ○ 売上対象期間終了日が設定されます。 

［参照］どのように設定されるのかについ

ては、次ページのPoint（下）を

参照してください。 

取消納品明細 appsfs__fs_CancelOutboundDeliveryD

etail__c 

- 当レコードが赤伝票の「納品明細」レコード

の場合は、取り消された「納品明細」レコー

ドの「納品明細番号」が設定されます。 

取消納品フラグ appsfs__fs_IsCancelOutboundDelivery

__c 

○  チェックが付いている場合、当レコードは

請求済および売上締め済の「納品明

細」レコードを取り消すために作成された

赤伝票の「納品明細」です。 

 チェックが付いていない場合、当レコード

は黒伝票の「納品明細」です。 
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項目名 API参照名 
必須 

項目 
説明 

分析用月額 appsfs__fs_AnalyticalMonthlyCharge__

c 

○ 当レコードと紐づく「見積明細」の同一項目

（デフォルトで非表示）からの転記です。 

※デフォルトで非表示です。 

 

［参照］「納品明細」については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 
 

Point 分析対象となる「納品明細」レコードについて説明します。 

 受注確定時に分割されない「納品明細」レコードの場合は、無条件で分析対象となります（下図の赤点線枠）。 

 受注確定時に請求締日と売上計上日で分割される「納品明細」レコードの場合は、「利用期間基準計上日」が

「売上対象期間開始」～「売上対象期間終了」に含まれる明細が分析対象となります（下図の緑点線枠）。 

 

 

Point 「売上対象期間開始」「売上対象期間終了」がどのように設定されるのかについて、受注確定時に「納品明細」レコード

が分割されない場合と（請求締日と売上計上日で）分割される場合に分けて説明します。 

※説明に使用している項目のうち、「納品」の項目は「分割連番」のみです。それ以外は「納品明細」の項目です。 
 

◆「納品明細」レコードが分割されない場合 

 「売上対象期間開始」＝「利用期間基準計上日」－1 ヶ月＋1日 

ただし、「利用期間基準計上日」－1 ヶ月＋1日＜「利用開始日」の場合は、「利用開始日」が適用されます。 

 「売上対象期間終了」＝1 つ前の「納品明細」レコードの「売上対象期間終了」＋「利用期間(月数)」 

ただし、「利用終了日」＜「利用期間基準計上日」の場合は、「利用終了日」が適用されます。 
 

◆「納品明細」レコードが請求締日と売上計上日で分割される場合 

①「分割連番」が「1」の「納品」レコードに紐づく「納品明細」レコード 

 

 「売上対象期間開始」＝「利用期間基準計上日」－1 ヶ月＋1日 

ただし、「利用期間基準計上日」－1 ヶ月＋1日＜「利用開始日」の場合は、「利用開始日」が適用されます。 

 「売上対象期間終了」＝「請求締日」 

ただし、「利用終了日」＜「請求締日」の場合は、「利用終了日」が適用されます。 
 

②「分割連番」が「2」の「納品」レコードに紐づく「納品明細」レコード 

 

 「売上対象期間開始」＝「請求締日」＋1日 

ただし、「請求締日」＋1日＜「利用開始日」の場合は、「利用開始日」が適用されます。 

 「売上対象期間終了」＝「利用期間基準計上日」 

ただし、「利用終了日」＜「利用期間基準計上日」の場合は、「利用終了日」が適用されます。 
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5.3.2 分析レコードのオブジェクトと項目 

分析レコードのオブジェクト「分析」「分析明細」と、その項目について説明します。 

※soarize 多通貨機能でのみ使用する項目は記載していません。 

 

◼ 「分析」 

各月の分析結果（前月との差分や実績か見込みかなど）を記録するオブジェクトで、「分析明細」の親オブジェクトです。 

「分析」および「分析明細」を合わせた分析レコードから、これまでにたどってきたサブスクリプションビジネスの変遷を振り返

ることができます。 

項目名 API参照名 説明 

分析番号 Name レコード作成時に自動採番されます。 

「AN-{10桁の連番}」の形式です。 

前月データ appsfs__fs_PreviousMonthData__c 前月の「分析」への参照先リンクです。 

契約管理変更履歴 appsfs__fs_ContractManagementChan

geHistory__c 

「契約管理変更履歴」への参照先リンクです。 

商談 appsfs__fs_Opportunity__c 「商談」への参照先リンクです。 

販売 appsfs__fs_Sales__c 「販売」への参照先リンクです。 

部門 appsfs__fs_Sector__c 「部門マスタ」への参照先リンクです。 

担当者 appsfs__fs_MainOwner__c 「要員マスタ」への参照先リンクです。 

契約管理 appsfs__fs_ContractManagement__c 「契約管理」への参照先リンクです。 

品目分類マスタ appsfs__fs_ProductGroupMaster__c 「品目分類マスタ」への参照先リンクです。 

数量区分 appsfs__fs_QuantityClassification__c 数量に関する分析結果です。 

次のいずれかになります。 

「新規」「アップセル」「ダウンセル」「解約」「増減なし」 

「実績相殺分」 

金額区分 appsfs__fs_AmountClassification__c 金額に関する分析結果です。 

次のいずれかになります。 

「新規」「アップセル」「ダウンセル」「解約」「増減なし」 

「実績相殺分」 

見込み / 実績 appsfs__fs_Prospect_Result__c 当レコードが見込みか実績かを表します。 

次のいずれかになります。 

「実績」「獲得見込み」「更新見込み」 

［参照］詳細は、「5.3.3 分析レコードのパターン」

を参照してください。 

種別 appsfs__fs_Type__c 売上（見込み）の種別です。 

以下のいずれかになります。 

 「月次」：月単位の場合 

 「年次」：年単位の場合 

 「スポット」：単発の場合 

 「従量課金」：従量課金によるものである場合 

数量 appsfs__fs_Quantity__c 売上（見込み）の数量です。 
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項目名 API参照名 説明 

数量差分 appsfs__fs_QuantityDifference__c （当月の「数量」－前月の「数量」）の値です。 

※当月の「数量」は見込みです。 

金額差分 appsfs__fs_AmountDifference__c （当月の「契約金額」－前月の「契約金額」）の

値です。 

※当月の「契約金額」は見込みです。 

計上日 appsfs__fs_RecordDate__c 売上（見込み）の計上日です。 

契約終了フラグ appsfs__fs_ContractTerminationFlag__

c 

契約期間の終了月で、かつ契約更新が行われてい

ない場合にチェックが付きます。 

契約金額 appsfs__fs_ContractAmount__c 売上（見込み）の金額です。 

前回の契約終了フラグ appsfs__fs_ContractTerminationFlagOf

Prev__c 

前月の「契約終了フラグ」と同じ値がセットされます。 

前月の契約金額 appsfs__fs_ContractAmountOfPrev__c 前月の「契約金額」と同じ値がセットされます。 

前月の見込み / 実績 appsfs__fs_Prospect_ResultOfPrev__c 前月の「見込み / 実績」と同じ値がセットされます。 

 

◼ 「分析明細」 

「分析」の子オブジェクトです。品目・サービスごとの単価や数量、分析に使用した参照元のレコードなど、親オブジェクトに

含まれない詳細情報を記録するオブジェクトです。 

※「分析」の「数量」「契約金額」には、紐づく「分析明細」の「数量」「契約金額」が積み上げ集計されています。 

［参照］積み上げ集計項目については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fields_about_roll_up_summary_fields.htm&language=ja 
 

項目名 API参照名 説明 

分析明細番号 Name レコード作成時に自動採番されます。 

「AND-{10桁の連番}」の形式です。 

分析 appsfs__fs_Analysis__c 親レコードの「分析」への参照先リンクです。 

商談 appsfs__fs_Opportunity__c 「商談」への参照先リンクです。 

販売 appsfs__fs_Sales__c 「販売」への参照先リンクです。 

見積明細 appsfs__fs_QuoteDetail__c 「見積明細」への参照先リンクです。 

納品明細 appsfs__fs_OutboundDeliveryDetail__c 「納品明細」への参照先リンクです。 

品目分類マスタ appsfs__fs_ProductGroupMaster__c 「品目分類マスタ」への参照先リンクです。 

品目サービス名 appsfs__fs_Product__c 「品目・サービスマスタ」への参照先リンクです。 

見込み / 実績 appsfs__fs_Prospect_Result__c 当レコードが見込みか実績かを表します。 

次のいずれかになります。 

「実績」「獲得見込み」「更新見込み」 

［参照］詳細は、「5.3.3 分析レコードのパターン」

を参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fields_about_roll_up_summary_fields.htm&language=ja
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項目名 API参照名 説明 

種別 appsfs__fs_Type__c 売上（見込み）の種別です。 

以下のいずれかになります。 

 「月次」：月単位の場合 

 「年次」：年単位の場合 

 「スポット」：単発の場合 

 「従量課金」：従量課金によるものである場合 

数量 appsfs__fs_Quantity__c 売上（見込み）の数量です。 

単価 appsfs__fs_UnitPrice__c 売上（見込み）の単価です。 

計上日 appsfs__fs_RecordDate__c 売上（見込み）の計上日です。 

契約金額 appsfs__fs_ContractAmount__c 売上（見込み）の金額です。 

部門 appsfs__fs_Sector__c 「部門マスタ」への参照先リンクです。 

担当者 appsfs__fs_MainOwner__c 「要員マスタ」への参照先リンクです。 
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5.3.3 分析レコードのパターン 

「商談」や見積データを登録したあとに作成した、またはライセンス洗替や契約解約を行ったあとに作成した分析レコードは、

実績、獲得見込み、および更新見込みの 3 つのパターンに大きく分けることができます。 

そのうち、実績と獲得見込みの分析レコードは、さらに細かなパターンに分けることができます。 

ここでは、分析レコードがどのような条件でパターン分けされるのかについて説明します。 
 

［参照］「商談」、見積データ、ライセンス洗替、および契約解約については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 
 

◼ 実績レコード 

「分析」「分析明細」の「見込み / 実績」が「実績」のレコードです。売上が計上されていることを表します。 

「分析」の「数量区分」「金額区分」の組み合わせによって、さらに以下のパターンに分けることができます。 
 

実績レコード 
金額区分 

新規 アップセル ダウンセル 増減なし 解約 実績相殺分 

数
量
区
分 

新規 ○ - - - - - 

アップセル - ○ ○ ○ - - 

ダウンセル - ○ ○ ○ - - 

増減なし - ○ ○ ○ - - 

解約 - - - - ○ - 

実績相殺分 - - - - - - 

 

● 「数量区分」「金額区分」が「新規」 

新規契約後、はじめて売上が計上されていることを表します。 

● 「数量区分」が「アップセル」「ダウンセル」「増減なし」のいずれか 

前月の売上から「数量」が増えた（アップセル）、減った（ダウンセル）、または増減がなかった、のいずれかであるこ

とを表します。 

● 「金額区分」が「アップセル」「ダウンセル」「増減なし」のいずれか 

前月の売上から「契約金額」が増えた（アップセル）、減った（ダウンセル）、または増減がなかった、のいずれかで

あることを表します。 

● 「数量区分」「金額区分」が「解約」 

契約解約が行われたことを表します。 
 

◼ 獲得見込みレコード 

「分析」「分析明細」の「見込み / 実績」が「獲得見込み」のレコードです。 

まだ売上が計上されておらず、見込みであることを表します。 

「分析」の「数量区分」「金額区分」の組み合わせによって、さらに以下のパターンに分けることができます。 
 

獲得見込み 

レコード 

金額区分 

新規 アップセル ダウンセル 増減なし 解約 実績相殺分 

数
量
区
分 

新規 ○ - - - - - 

アップセル - ○ ○ ○ - - 

ダウンセル - ○ ○ ○ - - 

増減なし - ○ ○ ○ - - 

解約 - - - - ○ - 

実績相殺分 - - - - - ○ 
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● 「数量区分」「金額区分」が「新規」 

新規契約後、はじめて売上が計上される見込みであることを表します。 

● 「数量区分」が「アップセル」「ダウンセル」「増減なし」のいずれか 

前月の売上から「数量」が増える見込み（アップセル）、減る見込み（ダウンセル）、または増減がない見込み、の

いずれかであることを表します。 

● 「金額区分」が「アップセル」「ダウンセル」「増減なし」のいずれか 

前月の売上から「契約金額」が増える見込み（アップセル）、減る見込み（ダウンセル）、または増減がない見込

み、のいずれかであることを表します。 

● 「数量区分」「金額区分」が「解約」 

契約解約が行われたことを表します。 

● 「数量区分」「金額区分」が「実績相殺分」 

ライセンス洗替が行われた際、解約日よりもあとに実績レコードがあった場合に作成された相殺用レコードであること

を表します。実績値（数量、契約金額）を打ち消すため、マイナスの値が設定されます。 
 

◼ 更新見込みレコード 

「分析」および「分析明細」の「見込み / 実績」が「更新見込み」のレコードです。 

「契約ライセンス」の「契約自動更新」がON（チェックあり）で、現契約終了時に契約更新が行われる予定であることを

表します。 

「分析」の「数量区分」「金額区分」が「増減なし」の組み合わせのみで、ほかのパターンはありません。 
 

更新見込み 

レコード 

金額区分 

新規 アップセル ダウンセル 増減なし 解約 実績相殺分 

数
量
区
分 

新規 - - - - - - 

アップセル - - - - - - 

ダウンセル - - - - - - 

増減なし - - - ○ - - 

解約 - - - - - - 

実績相殺分 - - - - - - 

 

● 「数量区分」「金額区分」が「増減なし」 

契約更新が行われる予定のため、「数量」「契約金額」ともに増減の見込みがないことを表します。 
 

［参照］契約更新については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 



｜ 5.補足 ｜ 5.3.サブスクリプション分析機能について ｜ 

206 

5.3.4 分析レコード作成用のジョブをスケジュールに登録する 

分析レコード作成用のジョブをスケジュールに登録します。 
 

※スケジューラが当該ジョブを起動すると、システム日付当日～前日と各参照元オブジェクトの日付項目が比較され、対象

データが抽出されます。その抽出データを基に、分析レコードが自動で作成されます。 

［参照］ジョブの内部で行われる分析レコードの処理については、項末の Point（上）を参照してください。 
 

※対象となる期間は、常にシステム日付当日～前日です（日付の指定ができません）。 

［参照］日付を指定して分析レコードを作成する場合は、「5.3.5 Apex コードを実行して分析レコードを即時に作成する」

を参照してください。 
 

注意  Apex クラスをスケジュールし、ジョブを登録することで、分析レコードが作成されるように設定します。 

このとき、ジョブを登録した Salesforce ユーザは、あとから無効化することができません。 

上記ユーザを無効化した場合は、ジョブの実行がエラーとなり、分析レコードも作成されなくなります。 

 ユーザの無効化が避けられない場合は、登録したジョブを「スケジュール済みジョブ」画面で削除してくださ

い。そのうえで、有効な Salesforce ユーザを使用し、改めてジョブを登録してください。 

［参照］「スケジュール済みジョブ」画面については、項末の Point（中）を参照してください。 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 

 設定の「ホーム」画面が表示されます。 

サイドバーの「プラットフォームツール」で［カスタムコード］＞［Apex クラス］をクリックします。 
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 「Apex クラス」画面が表示されます。［Apex をスケジュール］ボタンをクリックします。 

 

 「Apex をスケジュール」画面が表示されます。スケジュールを設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

分析レコード作成用ジョブのスケジュールへの登録は完了です。 

 

※「頻度」が「毎週」「毎月」のいずれかによって、設定する項目が異なります（入力フォームが変更されます）。 

［参照］「頻度」で「毎月」を選択する場合は、「ソアスク ユーザガイド」の契約自動更新を参照してください。 
 

※登録したジョブを「スケジュール済みジョブ」画面で確認することができます。 

［参照］「スケジュール済みジョブ」画面については、次ページの Point（中）を参照してください。 

 

虫眼鏡アイコン（ ）をクリックし、

「CreateAnalysisScheduler」を選択

します（必須）。 

任意の名称です。 

「頻度」で「毎週」を選択すると、 

このフォームが表示されます。 

当日から 1 ヶ月 

以内の日付を 

設定してください。 
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Point ジョブが起動されると、分析レコード（分析、分析明細）は、以下のように内部で処理されます。 

※システム日付当日～前日の期間を D とします。 
 

①「計上日」≧D となる既存の分析レコードは削除されます。 

②「契約期間 終了日」≧D となる「契約管理」レコードを基に、新規に分析レコードが作成されます。 

※「売上対象期間 終了日」＜D となる「納品明細」レコードは分析対象外です。 

③「契約期間 終了日」≧D となる「商談」レコードまたは「販売」レコードを基に、新規に分析レコードが作成

されます。 

④「見積条件」の「契約期間 終了予定日」≧D となる「見積条件」レコードを基に、新規に分析レコードが

作成されます。 

 

Point 登録したジョブを「スケジュール済みジョブ」画面で確認および削除することができます。 

①設定の「ホーム」画面（手順 2）を表示し、サイドバーの「プラットフォームツール」で［環境］＞［ジョブ］

＞［スケジュール済みジョブ］をクリックします。 

 

②「スケジュール済みジョブ」画面に切り替わり、手順 4 で登録したジョブが表示されます。 

 

 

Point スケジュールに従ってジョブが実行されると、終了時に、「バックグラウンド処理履歴」レコードが作成されます。 

処理が異常終了した場合は、エラーの概要や対象レコードの ID/URL などが記録されるため、原因の特定に

役立てることができます。 
 

※「バックグラウンド処理履歴」レコードは、契約自動更新および契約予約更新のジョブでも作成されます。 

［参照］「バックグラウンド処理履歴」の確認方法については、「ソアスク ユーザガイド」の契約更新の章

（自動・契約更新）を参照してください。 

 

［削除］リンクで、スケジュール済みの

ジョブを削除することもできます。 
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5.3.5 Apex コードを実行して分析レコードを即時に作成する 

開発者コンソールから Apex コードを実行して、分析レコードを即時に作成します。 
 

※過去日または過去日までの日数（マイナス）を指定すると、システム日付当日～過去日と各参照元オブジェクトの日

付項目が比較され、対象データが抽出されます。その抽出データを基に、分析レコードを作成することができます。 

［参照］バッチ内部で行われる分析レコードの処理については、次ページの Point（下）を参照してください。 
 

※対象となる期間をシステム日付当日～前日に固定する場合は、分析レコード作成用のジョブをスケジュールに登録する

ことをお勧めします（毎回、手動で分析レコードを作成する必要がなくなります）。 

［参照］ジョブをスケジュールに登録する手順については、「5.3.4 分析レコード作成用のジョブをスケジュールに登録する」

を参照してください。 

 画面右上の［ ］＞［開発者コンソール］をクリックします。 

 

 「開発者コンソール」画面が表示されます。 

メニューバーで［Debug］＞［Open Execute Anonymous Window］をクリックします。 

 

ショートカットキー（Ctrl＋E）も使用できます。 
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 匿名 Apex実行画面が表示されます。 

分析レコード作成用の Apex コードを入力し、［Execute］ボタンをクリックします。 

 

 ここでは例として、次のように入力し、［Execute］ボタンをクリックします。バッチ処理が開始されます。 

 
 

Point 次の書式で入力します（2行）。 

appsfs.CreateAnalysisBatch batch = new appsfs.CreateAnalysisBatch({Date インスタンス}); 

Database.executeBatch(batch); 
 

分析レコードの作成対象とする期間は、{Date インスタンス} の指定内容によって決まります。 

 Date.today().addDays(-1) の場合 

システム日付当日～前日の期間が作成対象となります（上記画面の例です）。 

Date.today().addDays(-100) とした場合は 100日前までの期間が作成対象となります。 

 Date.newInstance(2021, 1, 1) の場合 

2021年 1月 1日以降の期間が作成対象となります。 

 

Point バッチを実行すると、分析レコード（分析、分析明細）は、以下のように内部で処理されます。 

※ {Date インスタンス} が表す期間を D とします。 
 

①「計上日」≧D となる既存の分析レコードは削除されます。 

②「契約期間 終了日」≧D となる「契約管理」レコードを基に、新規に分析レコードが作成されます。 

※「売上対象期間 終了日」＜D となる「納品明細」レコードは分析対象外です。 

③「契約期間 終了日」≧D となる「商談」レコードまたは「販売」レコードを基に、新規に分析レコードが作成

されます。 

④「見積条件」の「契約期間 終了予定日」≧D となる「見積条件」レコードを基に、新規に分析レコードが

作成されます。 
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 画面下にあるログリストに処理の進行状況が表示され、しばらくするとバッチ処理が終了します。 

正常に終了した場合は、ログリストのすべての「Status」に「成功」と表示されます。 

Apex コードの実行による分析レコードの作成は完了です。 

 
 

Point バッチ処理の終了時に、「バックグラウンド処理履歴」レコードが作成されます。 

処理が異常終了した場合は、エラーの概要や対象レコードの ID/URL などが記録されるため、原因の特定に

役立てることができます。 
 

※「バックグラウンド処理履歴」レコードは、契約自動更新および契約予約更新のジョブでも作成されます。 

［参照］「バックグラウンド処理履歴」の確認方法については、「ソアスク ユーザガイド」の契約更新の章

（自動・契約更新）を参照してください。 
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5.3.6 分析レコードが作成される過程について 

分析レコードのパターンを前提に、各分析レコードが作成される過程について説明します。 
 

［参照］分析レコードのパターンについては、「5.3.3 分析レコードのパターン」を参照してください。 
 

◼ 各分析レコードが作成される状態 

● 実績レコード 

受注確定によって作成された「納品明細」レコードが存在する場合は、当該レコードを基に作成されます。 

● 獲得見込みレコード 

見積データを作成していない「商談」レコード（「商談」レコードを利用していない場合は「販売」レコード）が存在す

る場合は、当該レコードを基に作成されます。 

また、見積データを作成後、受注確定前のタイミングでは、「見積明細」レコードを基に作成されます。 

● 更新見込みレコード 

受注確定後、「契約自動更新」が ON（チェックあり）の「契約ライセンス」レコードが存在する場合は、当該レコー

ドを基に作成されます。 

［参照］参照元のオブジェクトと項目については、「5.3.1 参照元のオブジェクトと項目」を参照してください。 

 

各分析レコードが作成される過程について、「商談」の登録、見積データの作成、および受注確定を行う例で説明します。 

※それぞれの操作を行ったあとに分析レコードの作成を行い、結果をレポートで確認します。 

 既存の分析レコードがすべて削除された状態にしてから開始します。 

分析レコードがない状態で「分析」のレポートを開くと、次のように表示されます。 

 

※本書用に作成したレポートです。サンプルのレポートには含まれていません。 

［参照］レポートおよびダッシュボードの利用については、次の Salesforce社ドキュメントを参照してください。 

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/lex_implementation_reports_dashboards 

 新規契約で「商談」または「販売」を登録します。 

ここでは例として、契約期間＝2021/07/01～2021/09/30、初期費用＝¥260,000、想定月額＝¥65,000 で

「商談」を登録します。 

［参照］「商談」の登録については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 分析レコード作成用のバッチを実行します。 

［参照］詳細は、「5.3.5 Apex コードを実行して分析レコードを即時に作成する」を参照してください。 

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/lex_implementation_reports_dashboards
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 「分析」のレポートを開きます。「商談」から、獲得見込みレコードが作成されています。 

「初期費用」は 7月計上、「想定月額」は 7～9月計上の見込みとして、「契約金額」に反映されています。 

 

※まだ見積データを作成していないため、「品目分類マスタ」～「数量差分」は未設定です。 

 「分析明細」のレポートを開きます。こちらも獲得見込みレコードが作成されています。 

 

 「商談」から、見積データ（見積条件、見積、見積明細）を作成します。 

「明細情報」で、単価が ¥250,000（初期費用）と ¥60,000（月額）の品目・サービスを選択します。 

また、月額の「契約自動更新」にチェックを付け、見積データを作成します。 

 

［参照］見積データの作成については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 分析レコード作成用のバッチを実行します。 

 今度は「分析明細」のレポートを先に表示します。「見積明細」レコードから獲得見込みレコードが作成されてい

ます。「見積明細」レコードの「品目・サービス名」や「単価」などが反映されています。 
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 「分析」のレポートを開きます。こちらも獲得見込みレコードが作成されています。 

 

※紐づく「分析明細」レコードが 1 つずつのため、「契約金額」は「分析明細」レコードと同じ値です。 

 「商談」または「見積条件」の詳細画面で受注確定をします。 
 

※「商談」と「見積条件」の場合では、受注確定をする手順が異なります。 

［参照］受注確定については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 受注確定によって作成された「納品明細」は、以下のとおりです。 

◼ 7月計上分 

 

◼ 8月計上分 

 

◼ 9月計上分 
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 「分析明細」のレポートを開きます。「納品明細」レコードから実績レコードが作成されています。 

また、10～12月分の更新見込みレコードも作成されています。 

 

※更新見込みレコードは、「見積明細」レコードの「契約自動更新」にチェックを付けると作成されます。 

 「分析」のレポートを開きます。こちらも実績レコードと更新見込みレコードが作成されています。 

 
 

Point 上記の例では、「見積条件」の「次回契約 月数」を設定していません。 

そのため、最初の契約期間と同じ 3 ヶ月分の更新見込みレコードが作成されました。 

「次回契約 月数」に「6」を設定すると、次のように 6 ヶ月分の更新見込みレコードが作成されます。 

 
※「見積条件」の「次回契約 月数」については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 
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5.4 科目マスタ関連オブジェクトと納品明細の科目情報について 

以下の科目マスタ関連オブジェクトを登録する手順について説明します。 

● 科目分類マスタ 

● 科目マスタ 

● 科目マスタマッピング 
 

上記のオブジェクトは、「納品明細」の「科目情報」セクションを設定するために使用します。 
 

※以降の手順に従い、科目マスタ関連オブジェクトを登録すると、登録した値（売掛金か前受金のいずれか）が受注確

定時に「納品明細」の「科目情報」セクションに反映されるようになります。 

［参照］受注確定および「納品明細」については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 

5.4.1 科目分類マスタの登録 

「科目分類マスタ」を登録します。 

 画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「科目分類」と入力し、下に表示される［科目分類マスタ］リンクをクリックします。 

 

 「科目分類マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 
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 「新規科目分類マスタ」画面が表示されます。 

「科目分類名」に「売上高」と入力します。必要に応じて「科目分類コード」を入力します。 

［保存］ボタンをクリックします。「科目分類マスタ」の登録は完了です。 

 

 

5.4.2 科目マスタの登録 

「科目マスタ」を登録します。売掛金用と前受金用の計 2件を登録します。 

 画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「科目」と入力し、下に表示される［科目マスタ］リンクをクリックします。 

 

 「科目マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 
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 「新規科目マスタ」画面が表示されます。 

「科目名」に「売掛金」と入力し、「科目分類」に「売上高」（「科目分類マスタ」に登録済み）を設定します。 

必要に応じて「科目コード」を入力します。［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「科目マスタ」の詳細画面が表示されます。［* 売掛金］タブをクリックします。 

 

 「科目マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 
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 「新規科目マスタ」画面が表示されます。 

「科目名」に「前受金」と入力し、「科目分類」に「売上高」（「科目分類マスタ」に登録済み）を設定します。 

必要に応じて「科目コード」を入力します。［保存］ボタンをクリックします。 

「科目マスタ」（売掛金と前受金）の登録は完了です。 

 

 

5.4.3 科目マスタマッピングの登録 

「科目マスタマッピング」を登録します。売掛金用と前受金用の計 2件を登録します。 

 画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「マッピング」と入力し、下に表示される［科目マスタマッピング］リンクをクリックします。 
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 「科目マスタマッピング」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 

 「新規科目マスタマッピング」画面が表示されます。 

「科目マスタマッピング名」に「売掛」と入力し、「科目マスタ」に「売掛金」（「科目マスタ」に登録済み）を設定し、

「科目分類」で「売掛金」を選択します。 

必要に応じて「分類」を選択し、「備考」を入力します。［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「科目マスタマッピング」の詳細画面が表示されます。［* 売掛］タブをクリックします。 
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 「科目マスタマッピング」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 

 「新規科目マスタマッピング」画面が表示されます。 

「科目マスタマッピング名」に「前受」と入力し、「科目マスタ」に「前受金」（「科目マスタ」に登録済み）を設定し、

「科目分類」で「前受金」を選択します。 

必要に応じて「分類」を選択し、「備考」を入力します。［保存］ボタンをクリックします。 

「科目マスタマッピング」（売掛金と前受金）の登録は完了です。 
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5.4.4 納品明細の科目情報について 

科目マスタ関連オブジェクトをすべて登録すると、登録した値（売掛金か前受金のいずれか）が受注確定時に「納品明

細」の「科目情報」セクションに反映されるようになります。 
 

以下の条件によって、反映される値が決まります。 

● 「売掛金」が反映される条件：「納品明細」の「計上日」 ≦ 「納品明細」の「請求予定日」 

● 「前受金」が反映される条件：「納品明細」の「計上日」 ＞ 「納品明細」の「請求予定日」 
 

「納品明細」の「計上日」は、「設定マスタ」（自社会計情報）の「組織売上計上日にち」を基に、売上締め済かどうかの

条件から割り当てられます。 

「納品明細」の「請求予定日」は、「見積明細」の「初回請求予定日」を基に、「請求サイクル」単位に割り当てられます。 

［参照］「設定マスタ」（自社会計情報）については、「4.1.1 設定マスタ（自社会計情報）の編集」を参照してくださ

い。 

［参照］「納品明細」「見積明細」の各項目については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 

ここでは例として、見積データの作成から受注確定までの手順を進めます。 

受注確定で作成された「納品明細」の「科目情報」セクションを確認します。 

 前提となる「設定マスタ」（自社会計情報）の内容を先に確認します。 

次のように「組織売上計上日にち」＝「末日」、「組織請求予定日にち」＝「15」とします。 

 

 見積データの作成時、「見積明細」に品目・サービスを 2件登録します。 

1件目の「初回請求予定日」はデフォルト値とし、2件目は当該月の末日に変更し、見積データを保存します。 

 

※1件目の「請求サイクル」は「初期費用」、2件目は「毎月」としています。 

［参照］見積データの作成については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 

 見積データの受注確定をします。受注確定で納品データが作成されます。 

［参照］受注確定の手順については、「ソアスク ユーザガイド」を参照してください。 
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 2件の「納品明細」レコードを比較するため、初回月の「納品」レコードの［関連］タブに移動します。 

次のように「納品明細」レコードが表示されます。 

 

 まず、「システム導入費」の詳細画面を開きます。 

「計上日」（2021/10/31）＞ 「請求予定日」（2021/10/15）のため、科目情報には次のように「前受金」が

設定されます。 

 

 次に、「システム利用月額」の詳細画面を開きます。 

「計上日」（2021/10/31）＝ 「請求予定日」（2021/10/31）のため、科目情報には次のように「売掛金」が

設定されます。「納品明細」の「科目情報」セクションの確認は完了です。 

 

※「科目マスタマッピング」は表示されません。「科目マスタマッピング」を表示したい場合は「科目マスタ」のリンクを

クリックし、「科目マスタ」の詳細画面＞「科目マスタ」の［関連］タブの順に開いてください。 
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5.5 施設マスタについて 

「施設マスタ」を登録する手順、施設を「取引先」に紐づける手順、および施設と施設を紐づける手順について説明します。 
 

Point 「施設マスタ」および関連するオブジェクト（「取引先」以外）は、オブジェクトと項目のみの提供となっていま

す。そのため、主要なマスタ系オブジェクトとは異なり、後続処理やバックグラウンド処理と連動することはありま

せん。「販売」の「関連情報」で引用するなど、必要に応じて利用してください。 

 

オブジェクトに標準で用意されている項目のほかに、オリジナルのカスタム項目を作成することができます。 

［参照］カスタム項目の作成手順については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.adding_fields.htm&language=ja 
 

注意 ソアスク標準オブジェクトにカスタム項目を作成する場合は、同じオブジェクト内で既存のソアスク標準項目と

新規に作成するカスタム項目の「項目名」が重複しないようにしてください。「項目名」が重複した状態でソア

スクの登録画面（Visualforce ページ）を開くと、エラーとなる可能性があります。 

 

5.5.1 施設マスタの登録 

「施設マスタ」を新規登録します。 

 画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「施設」と入力し、下に表示される［施設マスタ］リンクをクリックします。 

 

 「施設マスタ」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.adding_fields.htm&language=ja
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 「新規施設マスタ」画面が表示されます。 

「施設名」を入力します。必要に応じて他の項目も入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として次のように入力し、［保存］ボタンをクリックします。「施設マスタ」の登録は完了です。 

 

 

5.5.2 施設を取引先に紐づける 

登録した施設を「取引先」に紐づけます。 

 「5.5.1 施設マスタの登録」の手順 1～2 で「施設マスタ」の「最近参照したデータ」画面を開きます。 

「取引先」に紐づける施設の［{施設名}］リンクをクリックします。 

ここでは例として、「5.5.1 施設マスタの登録」で登録した［貸倉庫 A］リンクをクリックします。 

 

 「貸倉庫 A」の詳細画面が表示されます。［関連］タブをクリックします。 
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 表示が［関連］タブに切り替わります。「取引先 - 施設」の［新規］ボタンをクリックします。 

 

 「新規取引先 - 施設」画面が表示されます。 

「名称」を入力し、施設を紐づける「取引先」を選択し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。「取引先」への紐づけは完了です。 
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5.5.3 施設と施設を紐づける 

登録した施設と施設を紐づけます。 

 「5.5.1 施設マスタの登録」の手順 1～2 で「施設マスタ」の「最近参照したデータ」画面を開きます。 

ここでは例として、「貸倉庫 A」の下に別の施設を紐づけます。また、紐づける施設は登録済みとします。 

［貸倉庫 A］リンクをクリックします。 

 

 「貸倉庫 A」の詳細画面が表示されます。［関連］タブをクリックします。 

 

 表示が［関連］タブに切り替わります。「施設 - 施設 1」の［新規］ボタンをクリックします。 
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 「新規施設 - 施設」画面が表示されます。 

「名称」を入力し、「施設 2」で「貸倉庫 A」の下に紐づける施設を選択し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として、次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「貸倉庫 A」詳細画面の［関連］タブに戻ります。 

ここでは例として、「貸倉庫 A」の上に別の施設を紐づけます。また、紐づける施設は登録済みとします。 

「施設 - 施設 2」の［新規］ボタンをクリックします。 
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 「新規施設 - 施設」画面が表示されます。 

「名称」を入力し、「施設 1」で「貸倉庫 A」の上に紐づける施設を選択し、［保存］ボタンをクリックします。 

ここでは例として次のように設定し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 「貸倉庫 A」詳細画面の［関連］タブに戻ります。 

この例では、施設が上から「港区・貸倉庫センター」＞「貸倉庫 A」＞「冷凍庫 A」の順に紐づいています。 

施設と施設の紐づけは完了です。 
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5.6 休日パターンについて 

「休日パターン」を登録する手順について説明します。 
 

Point 「休日パターン」は、オブジェクトと項目のみの提供となっています。そのため、主要なマスタ系オブジェクトとは異

なり、後続処理やバックグラウンド処理と連動することはありません。 

「要員マスタ」の「要員詳細情報」で引用するなど、必要に応じて利用してください。 

 

オブジェクトに標準で用意されている項目のほかに、オリジナルのカスタム項目を作成することができます。 

［参照］カスタム項目の作成については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.adding_fields.htm&language=ja 
 

注意 ソアスク標準オブジェクトにカスタム項目を作成する場合は、同じオブジェクト内で既存のソアスク標準項目と

新規に作成するカスタム項目の「項目名」が重複しないようにしてください。「項目名」が重複した状態でソア

スクの登録画面（Visualforce ページ）を開くと、エラーとなる可能性があります。 

 

5.6.1 休日パターンの登録 

「休日パターン」を新規登録します。 

 画面左上の［ ］をクリックします。 

 

 プルダウンメニューが表示されます。 

検索キーに「休日」と入力し、下に表示される［休日パターン］リンクをクリックします。 

 

 「休日パターン」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。［新規］をクリックします。 

 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.adding_fields.htm&language=ja
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 「新規休日パターン」画面が表示されます。「休日パターン名称」を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

「休日パターン」の登録は完了です。 

 

 

 



 

232 

  ソアスクのアンインストール 
ソアスクを組織からアンインストールします。 

 

 

 

6.1 組織からのアンインストール 

ソアスクを組織からアンインストールする手順を説明します。 

また、アンインストール中にエラーとなった場合の対処について、いくつかの例を挙げて説明します。 

 

6.1.1 アンインストールの手順 

 画面右上の［ ］＞［設定］をクリックします。 

 設定の「ホーム」画面が表示されます。 

サイドバーの「プラットフォームツール」で［アプリケーション］＞［パッケージ］＞［インストール済みパッケージ］

をクリックします。 

 

 「インストール済みパッケージ」画面が表示されます。 
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 パッケージ名「soasc」の行の先頭にある［アンインストール］リンクをクリックします。 

 

※「soasc」を先にアンインストールします。「soasc」のアンインストール後、「soarize」をアンインストールします。 

 しばらくすると、「パッケージのアンインストール」画面が表示されます。 

アンインストールによって削除されるコンポーネント等について、インフォメーションが表示されます。 

問題がなければ、画面を一番下までスクロールします。 

 

※ブラウザが最大表示、かつパッケージに含まれるコンポーネント数が少ない場合は、スクロールが不要となる場

合があります。 

 パッケージデータのコピーをアンインストール後 48時間保存するかどうかを選択します。 

「はい。このパッケージをアンインストールして、すべての関連コンポーネントを永久に削除します」にチェックを付けま

す。 

 

スクロールバー等で一番下まで

スクロールします。 
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 ［アンインストール］ボタンが活性化します。［アンインストール］ボタンをクリックします。 

 

 しばらくすると、「soasc」のアンインストールが完了します。 
 

Point  「このパッケージのデータのコピーを、アンインストールしてから 48時間保存します」を選択した場合は、アン 

インストール完了後、エクスポートファイルへのリンクが記載されたメールが Salesforce から送信されます。 

 「インストール済みパッケージ」画面の「アンインストールされたパッケージ」には、エクスポートファイル、関連メ 

モ、添付ファイルが表示されます。 

 アンインストール完了後 48時間でサーバからファイルが削除されるため、別の場所に保存することをお勧め 

します。 

［参照］アンインストールの詳細については、次の Salesforce ヘルプを参照してください。 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.distribution_uninstalling_packages.htm

&language=ja 

 

Point 次のようなメッセージが表示された場合は、アンインストールに失敗しています。 

 

「6.1.2 問題の対処例」を参考に対処を行ってから、再度アンインストールを行ってください。 

 「インストール済みパッケージ」画面（手順 3～4）に戻り、次は「soarize」のアンインストールを行います。 

アンインストールの手順は、「soasc」の場合と同様です。 

 

6.1.2 問題の対処例 

アンインストールに失敗した場合は、発生している問題を 1 つずつ確認し対処を行う必要があります。 

ここでは、よくある問題と対処の例について説明します。 
 

例1） ソアスクのパッケージに含まれているページレイアウトが、Salesforce の「取引先」で使用されている場合： 

「取引先」のページレイアウトから、ソアスクのパッケージに含まれているページレイアウトをすべて削除してください。 
 

例2） パッケージに含まれていないカスタマイズで作成した Visualforce ページに、ソアスクのパッケージに含まれる項目が

使用されている場合： 

対象の Visualforce ページを削除するか、または対象の Visualforce ページからソアスクのパッケージに含まれる

項目をすべて削除してください。 

 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.distribution_uninstalling_packages.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.distribution_uninstalling_packages.htm&language=ja
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