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はじめに 

本ドキュメントでは、Salesforce 標準機能である「変更セット」を使用して、Visualforce ページ、Apex

クラスを Sandbox から本番環境に移行する手順を説明します。 

但し前提条件として、Sandbox、本番環境共に、SkyVisualEditor がインストールされ、有効なライセ

ンスが付与されていることとします。 

AppExchange パッケージのインストール（ヘルプサイト）： 

https://doc.terrasky.com/pages/viewpage.action?pageId=10002848 

 

変更セットの概要（Salesforce ヘルプより抜粋） 

変更セットを使用すると、Salesforce 組織間でカスタマイズを送信できます。たとえば、Sandbox 組

織で新しいオブジェクトを作成してテストしてから、変更セットを使用して本番組織に送信することができ

ます。変更セットには、 [設定] メニューから実行できる変更のみを含めることができます。たとえば、変

更セットを使用して、取引先責任者レコードのリストをアップロードすることはできません。変更セットに組

織に関する情報は含まれますが、レコードなどのデータは含まれません。 

2 つの組織間で変更セットを送信するには、リリース接続が必要です。変更セットは本番組織と関連

付けられている組織間でのみ送信できます。たとえば、本番組織と Sandbox 間、または同じ組織か

ら作成された 2 つの Sandbox 間で変更セットを送受信できます。 

変更セット（Salesforce ヘルプ）： 

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=changesets.htm&languag

e=ja 

 

  

https://doc.terrasky.com/pages/viewpage.action?pageId=10002848
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=changesets.htm&language=ja
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=changesets.htm&language=ja
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事前準備（リリース接続の承認） 

Sandbox から本番環境へ変更セットを送信できるようにするためには、始めにリリース接続の承認が必

要です。 

リリース接続承認状況の確認 

① 本番環境の [設定 > リリース > リリース設定] にアクセスします。 

② 「リリースの理解」が表示されている場合は、 [次へ] をクリックします。 

③ リリース接続の一覧にリストされている Sandbox の “アップロード認証方向” を確認し、リリース接

続の承認状況を確認します。 

未承認 

 

承認済み 

 

④ 未承認の場合、以降の手順でリリース接続の承認を行います。 

リリース接続の承認 

① 本番環境の [設定 > リリース > リリース設定] にアクセスします。 

② 「リリースの理解」が表示されている場合は、 [次へ] をクリックします。 

③ リリース接続の一覧にリストされている Sandbox の [編集] リンクをクリックします。 

④ アップロード認証方向の “変更着信を許可” にチェックを入れ、保存します。これにより、該当する

Sandbox からの変更セットを受信可能な状態となります。 
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Sandboxから本番環境への移行の流れ 

Sandbox から本番環境への移行は、以下の流れで行います。本ドキュメントに記載する手順はこの流

れに従います。 
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1 送信変更セットの作成とアップロード 

Sandbox でカスタマイズした内容を本番環境に送るための「送信変更セット」を作成し、アップロードしま

す。送信変更セットには様々なコンポーネントを含めることができますが、本手順では SkyVisualEditor

の画面を構成するコンポーネント（Visualforce ページ、Apex クラス）を含める方法を説明します。 

1.1 送信変更セットの作成 

① Sandbox の [設定 > リリース > 送信変更セット] にアクセスします。 

② 「リリースの理解」が表示されている場合は、 [次へ] をクリックします。 

③ [新規] ボタンをクリックします。 

 

④ 任意の名前を入力し、保存します。 
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送信変更セットを作成したら、Visualforce ページを送信変更セットに追加します。 

⑤ 変更セットコンポーネントの [追加] ボタンをクリックします。 

 

⑥ [コンポーネントの種類:] 選択リストから “Visualforce ページ” を選択します。 

⑦ SkyVisualEditor Studio からデプロイした Visualforce ページにチェックを入れ、 [変更セットに

追加] をクリックします。 

 

次に、Apex クラスを送信変更セットに追加します。 

⑧ 変更セットコンポーネントの [追加] ボタンをクリックします。 

⑨  [コンポーネントの種類:] 選択リストから “Apex クラス” を選択します。 

⑩ ⑦で追加した Visualforce ページと対になる Apex クラスと Apex テストクラスにチェックを入れ、 

[変更セットに追加] をクリックします。 
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変更セットに追加する Visualforce ページ名、Apex クラス名、Apex テストクラス名がわからない場合は

SkyVisualEditor Studio で該当のページを開き、ページプロパティを確認してください。 

 

Apex クラス名は SkyVisualEditor Studio で編集していない場合 Visualforce ページ名と同じです。

Apex テストクラス名は末尾に “Test” という文字列が付加されています。 

また、Apex クラス拡張機能を使用している場合、拡張 Apex クラスも変更セットコンポーネントに追加す

る必要があります。拡張 Apex クラス名は SkyVisualEditor Studio の [ページプロパティ > Apex ク

ラス拡張] で確認できます。 

 

拡張 Apex クラスのテストメソッドを別クラスで記述している場合はテストクラスも変更セットに含めるように

してください。 
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1.2 アップロード 

送信変更セットを作成し、そのままアップロードの手順に移る場合は④から開始してください。 

① Sandbox の [設定 > リリース > 送信変更セット] にアクセスします。 

② 「リリースの理解」が表示されている場合は、 [次へ] をクリックします。 

③ 変更セットの一覧にリストされている変更セットの “名前” リンクをクリックします。 

④ [アップロード] ボタンをクリックします。 

⑤ アップロード対象組織を選択し、 [アップロード] ボタンをクリックします。 

 

アップロード対象組織に本番環境がリストされない場合、リリース接続の承認を行って下さい。 

アップロード後は、送信変更セットの内容を変更（コンポーネントの追加等）が出来なくなりますのでご注

意ください。 

2 受信変更セットの検証とリリース 

Sandbox からの送信変更セットのアップロードが完了したら、本番環境で受信変更セットの検証とリリー

スを行います。 

2.1 受信変更セットの検証 

① 本番環境の [設定 > リリース > 受信変更セット] にアクセスします。 

② 「リリースの理解」が表示されている場合は、 [次へ] をクリックします。 
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③ 「リリース待ちの変更セット」に Sandbox からアップロードした変更セットがリストされていますので、変

更セット名をクリックします。 

④ [検証] ボタンをクリックします。 

⑤ テストオプションを選択します。 

 

テストオプションは Winter ‘16 のバージョンで追加された機能で、Apex テストの実行範囲を決定

するオプションです。詳細はリリースノートをご確認いただき、適切なテストオプションを選択してください。 

https://releasenotes.docs.salesforce.com/ja-jp/winter16/release-

notes/rn_deployment_change_sets_test_levels.htm 

Tips： 

テストオプションで「デフォルト」「ローカルテストを実行」「すべてのテストを実行」を選択すると、既に

組織に存在する Apex テストでエラーが発生しリリース不可となる可能性があります。 

これを回避するには、テストオプションで「指定されたテストを実行」を選択し、変更セットに含めた

Apex テストクラスのみ実行するようにします。 

 

変更セットに複数の Apex テストクラスが存在する場合はカンマ区切りで複数指定します。 

  

https://releasenotes.docs.salesforce.com/ja-jp/winter16/release-notes/rn_deployment_change_sets_test_levels.htm
https://releasenotes.docs.salesforce.com/ja-jp/winter16/release-notes/rn_deployment_change_sets_test_levels.htm
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⑥ [検証] をクリックします。確認ダイアログが表示されるので、 [OK] をクリックします。 

 

 

検証が完了すると、リリース履歴に検証結果が表示されます。 

検証: 成功 

 

検証: 失敗 

 

検証が成功すると、リリースできる状態です。失敗した場合は “詳細を表示” リンクをクリックしてエラーメ

ッセージを確認し、Sandbox で送信変更セットの作成をやり直してください。 

2.2 リリース 

① 本番環境の [設定 > リリース > 受信変更セット] にアクセスします。 

② 「リリースの理解」が表示されている場合は、 [次へ] をクリックします。 

③ 「リリース待ちの変更セット」に Sandbox からアップロードした変更セットがリストされていますので、変

更セット名をクリックします。 

 

以降の手順は検証時の Apex テスト実施状況によって異なります。表示される画面に従って手順を進め

てください。 

 

検証時に Apex テストが完了している場合、クイックリリースの利用によりでテストをスキップしてリリースする

ことができます。クイックリリースが利用できる場合、画面上に [クイックリリース] ボタンが表示されます。 
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④ [クイックリリース] ボタンをクリックします。クイックリリースダイアログが表示されますので、 [OK] をクリ

ックします。 

 

クイックリリースが表示されない場合、通常のリリースを行います。なお、「2.1 受信変更セットの検証」をス

キップした場合も同様の手順となります。 

 

④ [リリース] ボタンをクリックします。 

⑤ テストオプションを選択し、 [リリース] ボタンをクリックします。 
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⑥ 警告ダイアログが表示されるので、 [OK] をクリックします。 

 

 

以上でリリース作業は完了です。リリース状況または受信変更セットのリリース履歴で状況を確認してくだ

さい。 

 

 

リリース後の作業（プロファイルへの割り当て） 

本番環境にリリースした画面を利用するためには、利用するユーザが属するプロファイルに Visualforce ペ

ージと Apex クラスの割り当てを行います。なお、変更セットをリリースしたユーザのプロファイルには自動で

有効化されますので、本作業は不要です。 

Visualforce ページの有効化 

① 本番環境の [設定 > ユーザの管理 > プロファイル] にアクセスします。 

② 該当するプロファイル名をクリックします。 

③ 「有効な Visualforce ページ」の [編集] ボタンをクリックします。 
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④ リリースした Visualforce ページを “利用可能な Visualforce ページ” から “有効化された

Visualforce ページ” に移動し、保存します。 

 

Apex クラスの有効化 

① 本番環境の [設定 > ユーザの管理 > プロファイル] にアクセスします。 

② 該当するプロファイル名をクリックします。 

③ 「有効な Apex クラス」の [編集] ボタンをクリックします。 

 

④ リリースした Apex クラスを “利用可能な Apex クラス” から “有効化された Apex クラス” に移動

し、保存します。 

 

Apex クラス拡張機能を利用している場合は拡張 Apex クラスも忘れずに有効化してください。な

お、Apex テストクラスを有効化する必要はありません。 
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トラブルシューティング 

受信変更セットの検証またはリリース時に以下のエラーが発生します。 

Invalid type: CustomObject__c 

CustomObject__c は存在しません。 

 

このエラーは、変更セットに含まれる Apex クラスや Visualforce ページ内で使用しているカスタ

ムオブジェクトがリリースする組織に存在しないため発生するエラーです。SkyVisualEditor 画面

内で配置しているオブジェクトや項目が本番環境に存在するか確認し、存在しない場合は変更

セットに含めるか、別の変更セットで事前にリリースしてください。 

“Variable does not exist Objectname.fields.CustomField__c” や 

“不明なプロパティ「$ObjectType.Objectname.fields.CustomField__c」”という

エラーの場合はカスタム項目が存在しないというエラーになりますので、該当するオブジェクト内に

エラーが発生したカスタム項目が存在するか確認してください。 

 

受信変更セットの検証またはリリース時に以下のエラーが発生します。 

無効な tabStyle「CustomVisualforceTabName__tab」が指定されました。 

 

このエラーは、変更セットに含まれる Visualforce ページにタブスタイルを設定しており、かつ該当

のタブが本番環境に存在しないために発生するエラーです。SkyVisualEditor 画面で設定して

いるタブスタイルの内容を確認し、該当の Visualforce タブを変更セットに含めてリリースしてくだ

さい。具体的な手順は以下を参考にしてください。 

＜手順＞ 

① タブスタイルの設定を SkyVisualEditor Studio の [ページプロパティ] で確認します。 
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“__tab” を除いた文字列が、該当の Visualforce タブのタブ名です。 

② 確認した Visualfroce タブを変更セットに含めます。コンポーネント追加画面で[コンポーネ

ントの種類:] 選択リストから “タブ” を選択し、該当のタブを変更セットに追加します。 

ここで追加するタブのタブ名は①で確認したタブ名と一致する必要があります。 

名前リンクをクリックすると、タブ名を確認することができます。 

 

 

以上 


	Sandboxから本番環境への移行手順
	－ Visualforce page、Apex Classのデプロイ －

	はじめに
	事前準備（リリース接続の承認）
	リリース接続承認状況の確認
	リリース接続の承認

	Sandboxから本番環境への移行の流れ
	1 送信変更セットの作成とアップロード
	1.1 送信変更セットの作成
	1.2 アップロード

	2 受信変更セットの検証とリリース
	2.1 受信変更セットの検証
	2.2 リリース

	リリース後の作業（プロファイルへの割り当て）
	Visualforceページの有効化
	Apexクラスの有効化

	トラブルシューティング

