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摘要摘要摘要摘要 
オンデマンドアプリケーション開発プラットフォーム、Force.com は現在、51,800 社を超える企業のビジネス

をサポートしています。多数の企業や SaaS (Sofware-as-a-Service: サービスとしてのソフトウェア) ベンダー

がこのプラットフォームを使って、堅牢、かつ、安定性の高いビジネス用インターネットアプリケーションを開

発、提供しています。100 万人を超えるユーザの膨大な要求に応えるため、Force.com の基盤には、マルチ

テナントアプリケーションに対応したメタデータ駆動型ソフトウェアアーキテクチャを採用しています。本ドキ

ュメントでは、あらゆるアプリケーションの快適な動作と高い拡張性、安全性を実現する Force.com プラットフ

ォームを支えているセールスフォース・ドットコム独自のテクノロジを解説します。 

 

はじめにはじめにはじめにはじめに 
テクノロジの継続的な進歩とビジネスモデルの変

化は、これまでしばしば、ソフトウェアの設計・開

発方法やエンドユーザへの提供方法にパラダイ

ムシフトを引き起こしてきました。パーソナルコン

ピュータ (PC)、コンピュータネットワーク、グラフィ

カルユーザインターフェース (GUI) の登場により、

高額で柔軟性の乏しかったキャラクタベースのメ

インフレームアプリケーションはクライアント・サー

バアプリケーションに取って代わられました。そし

て、信頼性の高いブロードバンド網と SOA (サー

ビス指向アーキテクチャ) が普及した今日、自社

運用型アプリケーションのコスト効率の低さが問

題視され、Web をベースにさまざまなサービスを

組み合わせて利用できる集約管理型、共有型の

サービスである SaaS への移行が進んでいます。 

パラダイムシフトが起きるとき、必ず新たな技術

課題に直面します。SaaS もその例外ではありま

せん。既存のアプリケーション開発フレームワー

クが SaaS 固有のニーズに対応できないことが問

題となりました。そこで新たに、PaaS (Platform as 

a Service: サービスとしてのプラットフォーム) とい

うパラダイムシフトが起こりました。PaaS で使われ

るプラットフォームは、SaaS アプリケーション開発

に固有の課題を解決することと、完成したアプリ

ケーションを低コストで提供することを目的に設

計されています。 

本ドキュメントでは SaaS アプリケーションの管理

を容易にする基本的な設計アプローチである、

「マルチテナント」を取り上げます。まず、マルチ

テナントの定義と利点、そしてマルチテナントシ

ステムがメタデータ駆動型アーキテクチャを採用

する理由を明らかにします。次に、インターネット

上でのマルチテナントアプリケーションの提供を

実現する世界初の PaaS である Force.com の技

術構造を解説します。さらに、信頼性、安全性、

拡張性に優れたマルチテナントアプリケーション

の開発を可能にする、Force.com のメタデータ駆

動型アーキテクチャコンポーネントの各種機能の

詳細も取り上げます。 

マルチテナントアプリケーションマルチテナントアプリケーションマルチテナントアプリケーションマルチテナントアプリケーション 
複数の組織に対して同一のアプリケーションを

提供する場合、シングルテナントアプリケーショ

ンよりもコストを抑えられるという理由から、マル

チテナントアプリケーションの普及が進んでいま

す。従来のシングルテナントアプリケーションで

は組織ごとに専用のリソースが必要となるのに対

し、マルチテナントアプリケーションでは、ソフトウ

ェアインスタンス 1 セット分のハードウェアとそれ

を管理するスタッフを用意するだけで、複数のテ

ナント (複数の企業、一企業内の複数の部門な

ど) のニーズに対応できます (図 1 参照)。 

マルチテナントアプリケーションを利用するテナ

ントは仮想的に分離された環境で操作を行うた

め、テナントごとに個別のインスタンスを使う場合

と同様にアプリケーションをカスタマイズできます。

データやカスタマイズ内容は保護され、他のテ

ナントの操作による影響を受けることはありませ

ん。単一のアプリケーションインスタンスは、実行

時に各テナントの設定に合わせて随時、動作を

最適化します。 

マルチテナント型アーキテクチャは、アプリケー

ションプロバイダとユーザの双方に利益をもたら

します。ひとつのアプリケーションインスタンスを

複数の組織に対して展開することで、プロバイダ

は多大なスケールメリットを享受できます。全ユ

ーザのニーズを 1 セットのハードウェアで処理す

るため、管理面ではスキルの高いスタッフから成

る比較的小規模なチームでソフトウェアとハード

ウェアを管理でき、開発面ではひとつのプラット

フォーム (OS、データベースなど) で動作するコ

ードベースを作成して、それのみをサポートすれ

ばよいことになります。マルチテナント化によって

得られる節減効果により、プロバイダはユーザに

図 1: マルチテナント型アプリケーションは、リソースを共

有することでコストを抑え、複数テナントのニーズに対応 
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低価格でサービスを提供できるようになるため、

相互にメリットがあります。 

マルチテナント型のサービス提供では、そのほ

かに、品質、顧客満足度、顧客定着率の向上も

見られます。シングルテナントアプリケーションが

アプリケーションプロバイダの目の届かない、顧

客の閉じられた環境で運用されるのに対し、マ

ルチテナントアプリケーションはプロバイダ自身

がホスティングする大きなコミュニティのようなも

のです。プロバイダは、ユーザの利用状況からク

エリ応答の遅延、エラーの発生に関する情報を

収集し、サービスを頻繁かつ継続的に改善でき

ます。そして、ユーザはこうした改善をメリットとし

て直ちに享受できます。 

さらに、マルチテナント型のアプローチにはコラ

ボレーションと統合の面でもメリットがあります。す

べてのユーザがあらゆるアプリケーションを同じ

領域で実行するため、異なるアプリケーションの

ユーザにも、特定のデータへのアクセスを任意

に許可することができます。これにより、アプリケ

ーションやデータの統合にかかる手間を大幅に

削減できます。 

単純単純単純単純ななななハードウェアハードウェアハードウェアハードウェアのののの仮想化仮想化仮想化仮想化とととと 

PaaS とのとのとのとの違違違違いいいい 
単純なハードウェアの仮想化とは、アプリケーシ

ョンの展開に必要なインフラストラクチャをオンデ

マンド提供する、ハードウェア中心のサービスを

指します (IaaS: Infrastructure as a Service、サー

ビスとしてのインフラストラクチャ)。この場合、提

供対象はアプリケーションを仮想サーバで実行

するときに必要となる処理能力とストレージに限

られます。SaaS ベンダーの中には、真のマルチ

テナント型ソリューションの構築に取り組まずに、

このようなシングルテナント型のインスタンスを 

IaaS で提供することで安易に市場参入を果たそ

うとする企業も存在します。 

一方、Force.com に代表される PaaS は、サーバ

という概念から完全に脱却した、アプリケーション

中心のアプローチです。PaaS では、開発者はサ

ービス利用初日からアプリケーションの開発に集

中でき、アプリケーションの実装もワンクリックで

行えます。マルチテナント方式の実装、可用性、

負荷分散、拡張性、システムのバックアップ、OS 

のパッチやセキュリティなどはすべて PaaS のサ

ービスとして提供されるため、プロバイダはインフ

ラストラクチャ関連の問題から解放されます。 

メタデータメタデータメタデータメタデータ駆動型駆動型駆動型駆動型ののののアーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャ 
マルチテナントが実現されても、実行するアプリ

ケーションの信頼性や安全性に問題があったり、

カスタマイズやアップグレードが困難だったり、

動作が遅かったりしたら意味がありません。マル

チテナントアプリケーションの利用にあたっては、

次のような課題が生じる可能性があります。 

• マルチテナントアプリケーションを使用する

各テナントが標準のデータオブジェクトを拡

張したり、完全に新しいカスタムデータオブ

ジェクトを作成したりするにはどうしたらよい

か 

• あるテナントに固有のデータを、別のテナン

トからはアクセスできないように保護しながら、

共有データベースに保存するにはどうしたら

よいか 

• あるテナントが、同じアプリケーションを利用

する別のテナントに機能や可用性に影響を

与えずに、自分たちのニーズに合わせてイ

ンターフェースやビジネスロジックをリアルタ

イムでカスタマイズするにはどうしたらよいか 

•  アプリケーションのコードベースに対し、テ

ナントのカスタマイズ内容に影響を与えずに

パッチやアップグレードを適用するにはどう

したらよいか 

• サービス利用者が増大した場合、アプリケー

ションの応答時間に支障をきたさないように

するにはどうしたらよいか 

このようなマルチテナントに固有の課題には、静

的にコンパイルされたアプリケーションでは対応

しきれません。マルチテナントアプリケーションは、

個々のテナントやユーザが持つさまざまなニー

ズに対応するため、本質的に動的で柔軟性が高

くなければなりません 

こうした背景から、マルチテナントアプリケーショ

ンでは、アプリケーションコンポーネントをメタデ

ータ (アプリケーション自体に関するデータ) から

生成するランタイムエンジンを使うようになりまし

た。メタデータ駆動型アーキテクチャでは、コン

パイル対象のランタイムエンジン (カーネル)、ア

プリケーションのデータ、アプリケーションの基本

機能を記述する汎用のメタデータ、テナント固有

のデータやカスタマイズ内容に関連したメタデー

タが、それぞれ明確に分離されています (図 2 

参照)。これにより、他の領域に影響を与えること

なく、システムカーネルを個別に更新したり、コア

アプリケーションを変更したり、テナント固有のコ

ンポーネントをカスタマイズしたりできます。 
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図 2: メタデータを使ったアプリケーションでは、ランタイムエ

ンジン、データ、アプリケーションの汎用メタデータ、テナント

固有のメタデータを明確に分離 
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新新新新たなたなたなたな課題課題課題課題にににに対対対対するするするする新新新新たなたなたなたなソリューショソリューショソリューショソリューショ

ンンンン 
アプリケーションの中核ロジックとその基盤となる

インフラストラクチャ全体をマルチテナントに対応

させる作業は非常に複雑です。メタデータ駆動

型のマルチテナントアプリケーションをゼロから

開発すると、手間がかかるうえ、エラーが発生し

やすくなる可能性があります。SaaS への参入を

図る多くの企業が、アプリケーションのマルチテ

ナント対応に苦労し、本来重点的に取り組むべ

きアプリケーションの中核機能の開発に費やす

貴重な時間を無駄にしています。 

開発を困難にしている要因の 1 つに、従来のア

プリケーション開発フレームワークやプラットフォ

ームでは、最新のインターネットアプリケーション

固有のニーズに対応できないという問題がありま

す。このような状況に対し、マルチテナントアプリ

ケーションの開発と導入を簡単に行える新しいタ

イプのプラットフォームが台頭し始めています。 

Force.com は世界初のマルチテナント型インター

ネットアプリケーション開発プラットフォームで、

最も完成度と汎用性の高いオンデマンドプラット

フォームです。この後のセクションでは、

Force.com の機能を理解する上でポイントとなる

技術上の構造を詳しく取り上げます。 

Force.com プラットフォームアーキテクプラットフォームアーキテクプラットフォームアーキテクプラットフォームアーキテク

チャチャチャチャのののの概要概要概要概要 
Force.com の最適化されたメタデータ駆動型ア

ーキテクチャは、パフォーマンス、拡張性、カスタ

マイズ性に優れたマルチテナントのオンデマンド

アプリケーションを実現します (図 3)。 

 

 

 

Force.com では、開発者やアプリケーションのユ

ーザに表示する情報はすべて、内部ではメタデ

ータで保持されます。フォーム、レポート、ワーク

フロー、ユーザのアクセス権限、テナント固有の

カスタマイズ内容やビジネスロジック、さらにデー

タテーブルやインデックスの定義に至るまで、す

べて Force.com の UDD (Universal Data 

Dictionary: 汎用データ辞書) にメタデータとして

存在する抽象的な構成概念です。たとえば、新

しいカスタムアプリケーションを開発して、カスタ

ムテーブルを定義したり、フォームを作成したり、

プロシージャコードを記述したりした場合、

Force.com のデータベースに「実際に」テーブル

が作られたり、コードがコンパイルされたりするわ

けではありません。その代わりに、実行時にプラ

ットフォームエンジンが「仮想」アプリケーションの

生成に使うメタデータを格納します。このため、

ユーザがアプリケーションに変更やカスタマイズ

を加えても、更新されるのは対応するメタデータ

のみのため、他の領域に影響を及ぼしません。 

メタデータは Force.com アプリケーションにとっ

て非常に重要なため、プラットフォームのランタイ

ムエンジンはメタデータに対するアクセスを常に

最適化します。メタデータへ過剰なアクセスが集

中するとプラットフォームの拡張性に支障を来た

す可能性あります。Force.com ではこの点がボト

ルネックとならないようにメタデータキャッシュを

用意し、直前に使われたメタデータをメモリに保

存することで (MRU キャッシュ、後述)、ディスク 

I/O とコードの再コンパイルによるパフォーマンス

への影響を抑え、アプリケーションの応答速度を

上げています。 

Force.com では、すべての仮想テーブルのアプ

リケーションデータを、ヒープストレージとして機

能する少数の巨大なデータベーステーブルに格

納します。その後、プラットフォームのエンジンが、

対応するメタデータに基づいて実行時に仮想テ

ーブルのデータを生成します。 

システムの巨大なテーブル内のデータへのアク

セスを最適化するため、Force.com のエンジンは

インデックス化、一意化、関連付けといったさま

ざまな用途で使う、正規化されていないデータを

格納する専用のピボットテーブルを利用します。 

Force.com のデータ処理エンジンは、データを

一括して最適化することで大量のデータロード

や、オンライン上のトランザクションを処理するア

プリケーションの作業効率を向上させます。エン

ジンには障害復旧メカニズムが組み込まれてお

り、エラーの原因となったレコードを削除後、一

括保存処理を自動的に再試行します。 

アプリケーションの応答速度をさらに上げるため、

プラットフォームでは全文検索と全文インデック

ス化を最適化する外部検索サービスを採用して

います。アプリケーションがデータを更新すると

バックグラウンドで検索が実行され、テナントやユ

ーザに固有のインデックスをほぼリアルタイムで

非同期的に更新します。アプリケーションエンジ

ンと検索のタスクを分けることで、アプリケーショ

ンがインデックスを更新する必要がなくなり、トラ

ンザクションの処理効率が向上します。また、ユ

ーザに対しても正確な検索結果をすばやく提供

できるようになります。 

実行時に動作する Force.com のアプリケーショ

ンジェネレータはユーザの要求に応じてアプリケ

図 3: Force.com のメタデータ駆動型のアーキテクチャ

では仮想アプリケーションコンポーネントを実行時に生成 
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ーションを動的に生成します。ここでのエンジン

の処理効率は、マルチテナントに特化したクエリ

オプティマイザの能力に大きく左右されます。ク

エリオプティマイザは、特定のアプリケーション機

能を実行するユーザを判別し、UDD に保存され

ているテナント固有の関連メタデータと内部シス

テムのピボットテーブルを使って、最適化された

データベースクエリとしてデータアクセス処理を

実行します。  

以上、Force.com のメカニズムの基盤を成す主な

アーキテクチャコンポーネントの基本概念を説明

しました。続いて、内部システムを構成する各要

素の構造や役割について詳しく解説します。 

Force.com でのでのでのでのデータデータデータデータ定義定義定義定義とととと格納方式格納方式格納方式格納方式 
Force.com は、常に変化する大規模なデータベ

ース構造の実体をアプリケーションやテナントに

代わって管理するのではなく、一連のメタデータ

テーブル、データテーブル、ピボットテーブルを

使って「仮想の」データベース構造を管理します。

図 4 は Force.com のデータ格納モデルです。 

 

 

 

組織がカスタムのアプリケーションオブジェクト 

(カスタムテーブル) を作成すると、UDD がオブ

ジェクトの項目、リレーションなど、オブジェクトを

定義する属性に関するメタデータを取得します。

また、すべての仮想テーブルで使う構造化デー

タと非構造化データは少数の巨大なデータベー

ステーブルに格納されます。専用のピボットテー

ブルには正規化されていないデータが格納され、

データを自在に組み合わせてさまざまな用途に

利用することができます。 

このアプローチは、Force.com のメタデータとデ

ータを扱う中核的構造である Objects テーブル、

Fields テーブル、Data テーブルという 3 つのテ

ーブルによって実現されています。図 5 はその

簡単な ER 図 (Entity Relationship Diagram) で

す。 

注注注注: 便宜上、一部 Force.com の実際のシステム

上のテーブル名や列名とは異なる名称を使用し

ています。 

Objects (メタデータテーブルメタデータテーブルメタデータテーブルメタデータテーブル) 
Objects メタデータテーブルは、各組織が任意の

アプリケーション用に定義したカスタムオブジェク

ト (テーブルやエンティティ) に関する情報を格

納します。例としては、オブジェクトに対する一意

の ID (ObjID)、オブジェクトを所有する組織に対

する一意の ID (OrgID)、オブジェクトの名前 

(ObjName) などが挙げられます。 

Fields (メタデータテーブルメタデータテーブルメタデータテーブルメタデータテーブル) 
Fields メタデータテーブルは、任意の組織がカス

タムオブジェクトに対して定義したカスタム項目 

(列や属性) に関する情報を格納します。例とし

ては、項目に対する一意の ID (FieldID)、項目

が属するオブジェクトを所有する組織の ID 

(OrgID)、項目が属するオブジェクトの ID 

(ObjID)、項目の名前 (FieldName)、項目のデー

タ型、項目に対するインデックス化の要否を示す

ブール値 (IsIndexed)、任意のオブジェクトに属

する項目の相対的な配置順 (FieldNum) などが

挙げられます。 

 

Data (データデータデータデータテーブルテーブルテーブルテーブル) 
Data テーブルは、メタデータテーブル Objects と 

Fields 内のメタデータの定義に基づいて、すべ

てのカスタムオブジェクトとカスタム項目の対応

付けを行うデータを格納します。アプリケーション

はこのデータを利用してアクセスを実行します。

データの各行にはグローバル一意の識別子 

(GUID)、行を所有する組織の ID (OrgID)、項目

が属するオブジェクトの ID (ObjID) などの識別

項目があります。各行にはそのほか、関連付けら

れたオブジェクトインスタンスに呼応する Name 

項目もあります (たとえば、Account オブジェクト

の場合は Account Name、Case オブジェクトの場

合は Case Number のようになります)。Value0 ～ 

Value500 には、メタデータテーブル Object や 

図 4: Force.com のデータ格納モデルは、メタデータテー

ブル、データテーブル、ピボットテーブルで構成され、こ

れにより仮想テーブルの実データへの効率的なアクセス

を実現 

図 5: Force.com では、Objects テーブルと Fields テー

ブルのメタデータを使って、アプリケーションのオブジェク

トと項目の定義や、巨大な Data テーブル内のデータへ

の対応付けを実行 
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Field で定義したオブジェクトと項目を対応付け

るアプリケーションデータを格納します。可変列

では、文字列、数字、日付などのあらゆる構造化

アプリケーションデータを格納できるよう、可変長

の string データ型を使用します。 

カスタム項目では、構造化データの標準的なデ

ータ型 (文字、数字、日付、日付・時刻など) の

ほか、選択リスト (列挙型の項目)、自動採番 (シ

ステムが自動付加する連番)、数式 (参照のみの

生成値)、主従関係 (外部キー)、チェックボックス 

(ブール値)、電子メール、URL などの特殊なデ

ータ型も使えます。必須項目の指定 (Null 値の

禁止) やカスタムの入力規則 (入力値がある項

目の値よりも小さい場合はエラーとする、など) の

設定も行えます。これらの処理は Force.com プラ

ットフォームのアプリケーションサーバが実行しま

す。 

組織がカスタムのアプリケーションオブジェクトを

作成または変更すると、Force.com はそのオブジ

ェクトを定義する Objects テーブルのメタデータ

を処理します。カスタム項目を作成、編集する場

合も同様に Fields テーブルの行を処理します。

処理対象には、項目のデータを格納する Data 

テーブル内の特定の可変列との対応付けを行う

メタデータも含まれます。Force.com では、オブ

ジェクトと項目の定義をデータベース構造の実

体としてではなくメタデータとして管理するため、

テナントやユーザが行っている作業を中断する

ことなく、アプリケーションスキーマの保守を行え

ます。 

同じオブジェクトの複数項目を Data テーブル内

の同一の可変列 (スロット) に対応付けることはで

きませんが、各項目が異なるオブジェクト上にあ

る場合は、同一の可変列にそれぞれの項目を対

応付けることが可能です。 

 
図 6 は Data テーブルの概要図ですが、可変列

は汎用データ型 (可変長 string 型) であるため、

このように文字、数字、日付といったさまざまなデ

ータ型の構造化データをひとつの可変列に格納

することができます。 

Force.com はすべての可変列データを標準的な

形式で格納し、アプリケーションによるデータの

読み書き時には、内蔵のデータベースシステム

のデータ型変換機能 (TO_NUMBER、

TO_DATE、TO_CHAR など) を必要に応じて利

用します。 

Data テーブルには、図 5 に示した列以外にもさ

まざまな列があります。たとえば、監査証跡用の

列が 4 つあり、オブジェクトインスタンス (列) の

作成日時、作成したユーザ、オブジェクトインス

タンスの変更日時、変更したユーザなどを記録

できます。また、IsDeleted という列ではオブジェ

クトインスタンスの削除日時を記録できます。 

Clobs (ピボットテーブルピボットテーブルピボットテーブルピボットテーブル) 
Force.com では、項目を CLOB (Character Large 

OBjects) と宣言すると、最大で 32,000 文字のテ

キストを格納できるようになります。Data テーブル

内の CLOB 型データは Clobs という名前のピボ

ットテーブルに別に格納され、必要に応じて対

応する Data テーブルの行と結合させます。 

注注注注: Force.com では、高速テキスト検索を行うた

め、データベース外にインデックスを付けた 

CLOB を保存します。Force.com のテキスト検索

エンジンの詳細については、「Force.com の全文

検索エンジン」セクションを参照してください。 

Indexes (ピボットテーブルピボットテーブルピボットテーブルピボットテーブル) 
標準的なデータベースシステムでは、データベ

ーステーブルから特定の条件に一致する項目を

持つ行をすばやく検索する手段として、インデッ

クスを使います。しかしながら、Data テーブルの

可変列に対し、ネイティブのデータベースインデ

ックスを作成することは非現実的です。なぜなら、

Force.com ではひとつの可変列に構造化データ

の型が異なる複数の項目を格納するからです。

そこで Force.com では、インデックス化を行う項

目のデータを Indexes という名前のピボットテー

ブルの適切な列に同期的にコピーすることによ

って、Data テーブルのインデックスを管理します。

図 7 の簡単な ER 図です。 

Indexes テーブルは、StringValue (文字)、

NumValue (数字)、DateValue (日付) を始めとす

る強く型付けされたインデックス付きの列を格納

し、これらを対応するデータ型を持つ項目データ

の検索に使用します。たとえば、Data テーブル

の可変列にある文字列値は Indexes テーブルの 

StringValue 項目に、日付値は DateValue 項目

にそれぞれコピーされます。Indexes テーブルの

インデックスは一意でない、標準的なデータベ

ースインデックスです。構造化データを含んだカ

スタムオブジェクトの項目を参照する検索パラメ

ータが、内部的なシステムクエリの中に含まれて

いる場合、Force.com プラットフォームのクエリオ

プティマイザでは Indexes テーブルを使って関

連するデータアクセス処理を最適化します。 

図 6: 異なるオブジェクトの属性から取得した複数のタイ

プのデータを、同じ可変列に格納可能 
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注注注注: Force.com では複数の言語を対象にした検

索が可能です。これは、プラットフォームのアプリ

ケーションサーバで大文字・小文字処理アルゴリ

ズムを使って、文字列値を大文字と小文字を区

別しない汎用形式に変換しているためです。

Indexes テーブルの StringValue 列はこの形式

の文字列値を格納します。実行時には、クエリオ

プティマイザが自動的にデータアクセス処理を

作成し、最適化した SQL ステートメントが検索要

求で指定された文字に一致する変換済みの 

StringValue を取得します。 

UniqueFields (ピボットテーブルピボットテーブルピボットテーブルピボットテーブル) 
Force.com では、値が一意であることを必須とす

るオブジェクトの項目を組織が指定することがで

きます (大文字と小文字を区別するかどうかも指

定可能)。Data テーブルの構成や、カスタム項目

のデータの Value 列が共有されることなどを考

慮すると、このテーブルに一意のデータベースイ

ンデックスを作成することは、前のセクションで説

明したのと同様の理由から、非実用的であると言

えます。 

そこで Force.com では、カスタム項目の一意性

を確保するために UniqueFields ピボットテーブ

ルを使います。このテーブルは Indexes ピボット

テーブルに非常によく似ていますが、テーブル

に含まれるデータベースインデックスが一意でな

ければいけない点が異なります。一意の値しか

格納できない項目に重複する値を挿入しようとし

たり、重複した値を含む既存項目を、一意の値し

か格納しない設定にシステム管理者が変更した

りしようとすると、Force.com がアプリケーションに

エラーを送信します。 

Relationships (ピボットテーブルピボットテーブルピボットテーブルピボットテーブル) 
Force.com には、「リレーション」というデータ型が

あり、これを使ってアプリケーションオブジェクト

のリレーション (参照の整合性) を宣言します。組

織がオブジェクトの項目をリレーション型と宣言

すると、プラットフォームはその項目を Data テー

ブルの Value 項目に対応付け、その項目に関

連オブジェクトの ID を格納します。 

Force.com では Relationships というピボットテー

ブルを使って、結合処理の最適化を図っていま

す (図 8 参照)。 

 

 

Relationships のインデックステーブルには基盤と

なるデータベース固有の複合インデックスが 2 

種類 (OrgID+GUID および 

OrgID+ObjID+RelationID+TargetObjID) あり、

オブジェクトのトラバーサルを必要に応じて柔軟

に実行できます。 

FallbackIndex (ピボットテーブルピボットテーブルピボットテーブルピボットテーブル) 
ごくまれに、プラットフォームの外部検索エンジン

に高負荷がかかり、検索要求にタイムリーに応答

できなくなる場合があります。このような状況が発

生した場合、Force.com のアプリケーションサー

バでは、ユーザにエラーを返すことなく、二次的

な代替の検索メカニズムで検索を実行します。 

フォールバックの検索機能として、データベース

を直接クエリする機能を実装しています。この場

合、検索対象となるアプリケーションオブジェクト

の Name 項目が検索条件になります。

FallbackIndex というピボットテーブルを使うことで、

高負荷につながるユニオンクエリを実行せずに、

複数のオブジェクトにまたがるグローバルなオブ

ジェクト検索を最適化できます。FallbackIndex の

更新はトランザクションによるオブジェクトの変更

と同期して行われるため、検索時は常に最新の

データベースにアクセスできます。 

NameDenorm (ピボットテーブルピボットテーブルピボットテーブルピボットテーブル) 
NameDenorm テーブルは、Data テーブルのオ

ブジェクトインスタンスの ObjID 項目と Name 項

目を格納するシンプルなデータテーブルです。

親子関係のリレーションを含んだオブジェクトイ

ンスタンスにハイパーリンクの一覧を提供する場

合、Force.com ではこの NameDenorm テーブル

図 7: Force.com では可変列に格納したデータのインデ

ックス化にピボットテーブルを使用 

図 8: Relationships テーブルを利用してオブジェクトの

結合を最適化 
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で比較的単純なクエリを実行して参照先のオブ

ジェクトインスタンスの Name 項目を取得し、ハイ

パーリンクの要素として表示します。 

履歴追跡履歴追跡履歴追跡履歴追跡のためののためののためののためのピボットテーブルピボットテーブルピボットテーブルピボットテーブル 
Force.com では項目の変更履歴を簡単に記録

できます。組織が特定の項目に対する監査を有

効化すると、システムでは内部のピボットテーブ

ルを使って、該当項目の変更情報 (新旧の値、

変更日など) を非同期に記録します。 

データデータデータデータととととメタデータメタデータメタデータメタデータののののパーティショニングパーティショニングパーティショニングパーティショニング 
Force.com のデータ、メタデータ、ピボットテーブ

ルの構造は、その基盤となるデータベースイン

デックスも含め、すべてがデータベースのパーテ

ィショニングメカニズムによってテナント別の組織 

ID に基づいて物理的に分離されています。パ

ーティショニングとは、大規模な論理データ構造

を管理しやすい単位に物理的に分割するデー

タベースの技術です。これは、マルチテナント環

境のような大規模データベースシステムのパフォ

ーマンス、拡張性、稼働率の向上を図るうえで有

効です。たとえば、すべてのアプリケーションクエ

リは、ターゲットとしてテナントの特定の情報を指

定しますが、その場合にクエリオプティマイザの

アクセス先を該当のテナントのデータを含んだパ

ーティションのみに限定することで、テーブルや

インデックス全体を参照する必要がなくなります。

この最適化の手法は「パーティションプルーニン

グ」とも呼ばれます。 

アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションのののの開発開発開発開発、、、、ロジックロジックロジックロジック、、、、処理処理処理処理 
Force.com によるカスタムアプリケーションの開発

には、2 通りの手法とそれぞれに対応した開発

用コンポーネントがあります。1 つ目は

Force.com がネイティブで提供するアプリケーシ

ョンフレームワークを使った宣言的な開発手法で、

2 つ目は API を使ったプログラムによる開発手

法です。この後のセクションでは、それぞれのア

プローチによるアプリケーション開発を詳しく説

明します。 

アプリケーションフレームワークアプリケーションフレームワークアプリケーションフレームワークアプリケーションフレームワーク 
開発者は、ネイティブの Force.com アプリケーシ

ョンフレームワークを使って宣言的にカスタムの

アプリケーションを開発できます。アプリケーショ

ンのデータモデル (カスタムのオブジェクト、項目、

リレーション、他)、セキュリティと共有のモデル 

(ユーザ、組織階層、プロファイル、他)、ユーザイ

ンターフェース (ページレイアウト、データ入力フ

ォーム、レポート、他)、ロジック、ワークフローな

ど、開発プロセスにおけるあらゆる作業を、マウ

スで簡単に操作できるユーザインターフェースを

介して実行できます。 

このユーザインターフェースにより、コーディング

をせずにアプリケーションを簡単に開発すること

ができます。クエリ、挿入、更新、削除など、デー

タアクセスに関する標準的な処理はバックグラウ

ンドで行われます。ネイティブのプラットフォーム

で実行する個々のデータ処理では 1 度に 1 オ

ブジェクトを変更でき、変更内容は独立したトラ

ンザクションとして自動的にコミットされます。 

Force.com の組み込み開発環境を使うと、プラッ

トフォームに組み込み済みのさまざまな機能を簡

単に利用でき、複雑でエラーを招きやすいコー

ディングを行わずに、標準的なアプリケーション

機能を実装できます。たとえば、宣言型のワーク

フロー、項目の暗号化やマスキング、入力規則、

数式項目、積み上げ集計項目、オブジェクトをま

たがった入力規則などが利用可能です。 

ワークフローとは、オブジェクトインスタンス (行) 

の挿入や更新によってトリガされる定義済みのア

クションであり、これにより、ToDo の割り当て、電

子メールによる通知、データ項目の更新、メッセ

ージの送信を自動的に実行できます。ワークフ

ローアクションをトリガするタイミングは、ワークフ

ロールールで条件を指定します。アクションをトリ

ガイベントの直後に実行するよう設定することも、

イベントから一定の間隔を置いて実行するよう設

定することもできます。たとえば、レコードが更新

された場合に、「ステータス」項目の値をすぐに

「更新済み」に変更して、電子メールテンプレー

トを使ったアラートを上司に送信するワークフロ

ーを宣言することができます。ワークフローに関

するすべての処理は、ワークフローをトリガするト

ランザクションのコンテキストの範囲で行われま

す。システムがトランザクションをロールバックす

ると、関連付けられたワークフローの実行済みの

処理もすべてロールバックされます。 

社外秘のデータを格納するオブジェクトのテキス

ト項目を定義する場合、Force.com では該当す

るデータの暗号化を簡単に設定できます。また、

オプションで入力時にマスキングを適用して画

面の覗き見を防止することもできます。項目の暗

号化には AES (Advanced Encryption Standard) 

アルゴリズムの 128 ビットキーを使用します。 

宣言型の入力規則を使用すると、ドメインのデー

タの整合性の維持に必要な規則をプログラミン

グをせずに容易に適用できます。たとえば、図 9 

の 1 つ目のスクリーンショットでは、LineItem (商

談品目) オブジェクトの Quantity (数量) 項目に

対して入力規則を宣言し、常に 0 より大きい値が

入力されるようにしています。このように、

Force.com IDE を使用すると入力規則を簡単に

作成できます。 

数式項目とは、オブジェクトに計算項目を簡単に

追加できる Force.com アプリケーションフレーム

ワークの宣言型機能です。図 9 の 2 つ目のスク

リーンショットでは、IDE のシンプルなフォームを

使用して LineItem (商談品目) オブジェクトに項

目を追加して LineTotal (品目合計) の値を算出

できるようにしています。 

積み上げ集計項目は、オブジェクトをまたがった

項目で、親オブジェクトにある子項目のデータの

集計などを簡単に実行できます。図 9 の最後の

スクリーンショットでは、LineItem (商談品目) オ

ブジェクトの LineTotal (合計数量) 項目の値を

使って、SalesOrder (発注) オブジェクトの 

OrderTotal (発注合計) 項目の値を積み上げ集

計する項目を IDEで作成しています。 
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注注注注: 内部的には、数式項目と積み上げ集計項目

はネイティブのデータベース機能を使っており、

処理中のトランザクションの一部として効率良く

同期的に値を再計算します。 

 

メタデータメタデータメタデータメタデータ API とととと Web サービスサービスサービスサービス API 
Force.com では、API を使用したプログラミング

によるアプリケーション開発も可能です。

Force.com の API は、Visual Studio .NET (C#) 

や Apache Axis (Java および C++) といった 

SOAP ベースの開発環境と互換性があります。 

Force.com の API では、アプリケーションを異な

る環境に統合することができます。たとえば、別

のシステムのデータにアクセスしたり、複数のデ

ータソースの情報を組み合わせてマッシュアップ

を作成したり、外部システムをアプリケーションプ

ロセスの一部に組み込んだり、Force.com プラッ

トフォームのデータベース管理システムと連携す

るファットクライアントを構築したりすることが可能

です。 

Force.com のメタデータ API は、カスタムオブジ

ェクトの定義、ページレイアウト、ワークフローな

どに関するメタデータの作成や変更といった、ア

プリケーションコンポーネントの管理に便利です。

Force.com の Web サービス API は、オブジェク

トインスタンス (データの行) の作成、検索、更新、

削除に使えます。 

Force.com Web サービスを利用する場合、最初

に WSDL (Web Service Description Language) 

ファイルをダウンロードする必要があります。開発

プラットフォームではその WSDL ファイルから 

API を生成し、組織が利用する Force.com Web 

サービス (データモデル) にアクセスします。 

Force.com には 2 種類の WSDL ファイルがあり

ます。1 つ目は、Enterprise WSDL ファイルです。

これは、組織固有のアプリケーションを開発する

ときに使うもので、組織のデータモデルを表す、

強く型付けされた WSDL です。組織のスキーマ、

データ型、項目に関する情報を開発環境に提供

し、Force.com Web サービスとの緊密なインテグ

レーションを実現します。組織のアプリケーション

スキーマにおいてカスタム項目やカスタムオブジ

ェクトの追加、削除、名前変更などが行われた場

合は、Enterprise WSDL も変更されます。2 つ目

は、Partner WSDL ファイルです。これは、複数

の組織を対象にエンドユーザアプリケーションを

開発するセールスフォース・ドットコムのパートナ

ーが使うもので、Force.com のオブジェクトモデ

ルを表す弱い型付けの WSDL であり、組織内

のデータへのアクセスで使用する API を提供し

ます。 

API コールコールコールコールによるによるによるによる一括処理一括処理一括処理一括処理 
トランザクションが集中するアプリケーションの場

合、反復処理を一括実行することで、オーバー

ヘッドの縮小を図り、パフォーマンスを大幅に向

上させることができます。ここで、例として、アプリ

ケーションがオブジェクトの新しいインスタンスを

大量にロードするケースを考えてみます。ループ

を使ってオブジェクトインスタンスを 1 つずつ挿

入するルーチンの場合、挿入処理ごとに API コ

ールが発生し、非効率的です。これに代わって

オブジェクトインスタンスの配列を作成して、1 度

の API コールですべてを挿入するルーチンを実

行すると、処理がはるかに効率的に進みます。 

create()、update()、delete() といった Force.com 

Web サービス API コールで、こうした一括処理

をサポートしています。図 10 に示すように、

Force.com では、明示的な一括処理に関連する

すべての内部処理をプラットフォームで暗黙的

に一括処理することにより、処理効率の向上を図

っています。 

 

図 9: 入力規則、数式項目、積み上げ集計項目の宣言を

簡単に設定でき、複雑なコーディングは不要 
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また、図 10 では処理の各ステップで発生する個

別のエラーに対処する Force.com 一括処理エン

ジンのメカニズムも示しています。一括処理が逐

次保存モードで始まると、エンジンでは既知の開

始状態を識別し、プロセスの各ステップ (項目デ

ータの一括検証、前処理のトリガの一括実行、レ

コードの一括保存など) を実行します。エンジン

はステップでエラーを検出すると、エラーが含ま

れる処理とそれに関連した処理をロールバックし、

エラーの原因となった行を除外後、残りの行に

対する一括処理を続行します。処理の各フェー

ズで行のサブセットがエラーを起こさずにコミット

されるまで、この操作を繰り返します。アプリケー

ションでは、返されたオブジェクトを検証して、エ

ラーが発生した行とエラーの内容を特定します。 

注注注注: アプリケーションの定義時に一括保存モード 

(エラーを 1 件でも検出すると処理を中止する保

存モード) を設定することも可能です。また、一

括処理時のトリガの実行は、処理量を規定する

内部ガバナの制限の影響を受けます。 

削除削除削除削除、、、、復元復元復元復元、、、、ごみごみごみごみ箱箱箱箱 
カスタムオブジェクトからオブジェクトインスタンス 

(レコード) を削除した場合、Force.com ではこの

オブジェクトインスタンスの Data テーブルにある 

IsDeleted 項目を変更して、削除のマーキングを

付加します。これにより、そのオブジェクトはプラ

ットフォームのごみ箱に移動します。オブジェクト

インスタンスは、ごみ箱に移動後 30 日を経過す

ると Data テーブルから完全に削除されます。30 

日以内であれば、ユーザはそのオブジェクトイン

スタンスを参照したり、復元したりできます。各組

織がプラットフォームに保存しておくことができる

レコード数の上限は、ユーザライセンスの数に応

じて異なります。 

主従関係が設定されたレコードでは、ユーザが

親レコードを削除すると、参照整合性の規則に

基づいて、関連付けられたすべての子レコード

が自動的に削除されます。たとえば、発注レコー

ドが主、商談品目レコードが従の関係にある場

合、ユーザが発注レコードを削除すると、それに

連動して商談品目レコードが自動的に削除され

ます。同様に、その後でごみ箱から親レコードを

復元した場合は、子のオブジェクトインスタンス

すべてが自動的に復元されます。 

一方、参照関係が設定されたレコードで親レコ

ードを削除した場合は、関連付けられたすべて

の子レコードに対して自動的に Null 値が設定さ

れます。その後で親レコードを復元すると、Null 

値を設定した参照関係が自動的に復元されます。

なお、削除後に新たに割り当てられたリレーショ

ンがある場合は、復元は適用されません。 

削除した項目とデータはごみ箱に移動され、組

織がごみ箱からの削除を実行しない場合は、移

動後 45 日を経過すると完全に削除されます。ご

み箱に格納されている間であれば、必要に応じ

てすべてのデータを復元できます。 

データデータデータデータ定義定義定義定義のののの処理処理処理処理 
オブジェクトの定義を変更する場合、UDD メタ

データの更新のほかに複雑な処理が必要になる

ことがあります。このような場合、Force.com では

プラットフォームのマルチテナントアプリケーショ

ンのパフォーマンスに及ぼす総体的な影響を軽

減するメカニズムを使います。 

例として、列のデータ型を選択リストからテキスト

に変更したときにバックグラウンドで行われる処

理を取り上げます。Force.com はまず列のデータ

用に新しいスロットを割り当て、現在の値に関連

付けられている選択リストのラベルを一括コピー

します。続いて、新しいスロットをポイントするよう

に、列のメタデータを更新します。この処理の実

行中も、ユーザはデータへのアクセスを通常通り

行え、アプリケーションの利用に支障が生じるこ

とはありません。   

もう 1 つの例として、今度はテーブルに積み上

げ集計項目を追加するケースを考えてみます。

この場合、Force.com は効率よく一括処理を実

行してバッググラウンドで非同期的に初期集計を

行います。この集計処理中にユーザが新しい項

目を表示しようとすると、Force.com は該当項目

の値が計算中であることを示すメッセージを返し

ます。 

内部内部内部内部クエリクエリクエリクエリのののの最適化最適化最適化最適化 
現在、ほとんどのデータベースは、ターゲットとな

るテーブルやインデックスのデータに関連する統

計をもとにクエリ実行プランを最適化する、コスト

ベースオプティマイザを採用しています。しかし、

こうしたオプティマイザは通常、シングルテナント

アプリケーションを想定した設計になっており、

マルチテナント環境でクエリを実行する場合のデ

ータアクセス方式には対応していません。たとえ

ば、マルチテナント環境で、大量のデータを持

つオブジェクト (テーブル) をターゲットとするクエ

図 10: Force.com の一括処理エンジンでは、該当処理

に関連する内部ステップ自体を一括で実行し、エラーの

原因となる行を除外しながら効率的な処理を自動続行 

データベース 

作成 

(配列) 

すべての内部ステップを一括処理として実行 

前処理の 

トリガを実行 

行を評価 

行を保存 

後処理の 

トリガを実行 

ワークフロー

を実行 

合計を算出 

監査情報を 

更新 

挿入: 10 行 

挿入: 8 行 

挿入: 8 行 

挿入: 7 行 

挿入: 6 行 

挿入: 5 行 

挿入: 5 行 

挿入: 9 行 

エラー: 2 行 

 
エラー: 2 行 

エラー: 3 行 

 
エラー: 4 行 

 
エラー: 5 行 

 
エラー: 5 行 

 

エラー: 1 行 
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前処理前処理前処理前処理ののののクエリクエリクエリクエリにおけるにおけるにおけるにおける 

実行基準実行基準実行基準実行基準 

ユーザユーザユーザユーザのののの 

アクセスアクセスアクセスアクセス権限権限権限権限

レベルレベルレベルレベル 

絞絞絞絞りりりり込込込込みみみみ 

条件条件条件条件水準水準水準水準 

作成作成作成作成されるされるされるされる 

データベースアクセスクエリデータベースアクセスクエリデータベースアクセスクエリデータベースアクセスクエリのののの内容内容内容内容 

低 低 
... ネストされたループ結合 - ユーザが参照権限

を持つ行のビューを使用 

低 高 ... フィルタに関連付けられたインデックスを使用 

高 低 
... 順序を指定したハッシュ結合 - Data テーブル

を使用 

高 高 ... フィルタに関連付けられたインデックスを使用 

表 1: Force.com では、前処理のクエリで現在のユーザのアクセス権

限とクエリの絞り込み条件の水準を評価し、その結果に基づき、デー

タアクセスを要求するデータベースクエリを作成 

リを実行する場合には、より広範なアクセス権を

持つユーザ (全オブジェクトインスタンスの参照

権限を持つマネージャなど) と、より限定的なア

クセス権を持つユーザ (自分の業務に関係する

行のみの参照権限を持つ営業担当者など) に対

して、それぞれ異なる処理プランを使ったほうが

効率的です。 

マルチテナントプラットフォーム上での最適化し

たクエリ実行プランの生成に必要な統計を提供

するために、Force.com は各仮想マルチテナント

オブジェクトのオプティマイザ用の統計数値 (テ

ナントレベル、グループレベル、ユーザレベル)

を保持します。統計には、特定のクエリがアクセ

スする可能性のある行数が反映されます。その

際、テナント固有のオブジェクトに関する全般的

な情報 (テナントが所有する行の総数など) と、

詳細情報 (特定の権限を割り当てられたグルー

プやエンドユーザがアクセスする可能性のある

行数など) が分析対象となります。 

Force.com は、そのほかに、特定のタイプのクエ

リに役立つ統計情報も用意しています。たとえば、

すべてのカスタムインデックスでは、関連項目に

含まれる Null ではない一意の値の総数を把握

する統計情報を利用できます。また、選択リスト

項目では、各リストの値のカーディナリティ (取り

得る値の種類の絶対数) を示すヒストグラム (度

数分布図) を利用できます。 

対応する統計情報が存在しなかったり、不適切

と見なされたりした場合、Force.com のオプティ

マイザは代替手段を利用して状況に見合ったク

エリを作成します。たとえば、オブジェクトの 

Name 項目で絞り込みを行うクエリでは、

FallbackIndex ピボットテーブルを使うことで要求

されたオブジェクトインスタンスを効率的に検索

できます。また、不足している統計情報を実行時

にオプティマイザによって動的に生成することも

できます。 

Force.com のオプティマイザでは、こうした統計

情報のほか、プラットフォームユーザのセキュリテ

ィ領域に関する情報を保持する内部的なセキュ

リティ関連テーブル (Groups、Members、

GroupBlowout、CustomShare) から、ユーザのグ

ループメンバーシップやオブジェクトに対するカ

スタムアクセス権などの情報を取得します。 

 

 

図 11 は、Data テーブルのような巨大なヒープテ

ーブル内に存在するデータを要求された場合の 

Force.com による処理の流れを示しています。要

求は常にひとつのソースから送られてくるとは限

らず、たとえばページ要求は、アプリケーションフ

レームワークのアプリケーション、Web サービス 

API コール、Apex スクリプトなどから送られてくる

可能性があります。プラットフォームでは、まず、

マルチテナントを想定した統計情報を検討する

前処理のクエリを実行します。その後、このクエリ

の結果に従い、特定の設定での実行に適したデ

ータベースクエリを作成します。 

表 1 に示すとおり、Force.com では、クエリを実

行したユーザのアクセス権限とクエリの絞り込み

条件の精度に基づいて、同一のクエリを 4 種類

の異なる方法で実行できます。 

Force.com のののの全文検索全文検索全文検索全文検索エンジンエンジンエンジンエンジン 
Web ベースアプリケーションの検索機能に対す

るユーザの要望は年々高まっています。指定し

た範囲を対象にアプリケーションデータを検索す

ると、1 秒以内にランク付けされた最新の結果が

返されることを期待しています。Force.com では、

外部検索エンジンを基盤としたアーキテクチャを

使って、こうした高い要求水準に対応しています 

(図 12 参照)。 

図 11: データ要求が受け取ると、Force.com はまず前

処理のクエリを実行。その結果に基づき、クエリオプティ

マイザでマルチテナント環境を想定した最適なデータベ

ースクエリを作成して実行 

開始 

ユーザの 

アクセス権限 
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ユーザがアクセスできる 

行の数 

   

フィルタによる

絞り込み条件 
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実行 
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アプリケーションがテキスト項目 (CLOB 型の項

目、Name 項目など) の文字列データを更新する

と、プラットフォームのバックグラウンドプロセスの

プール (インデックスサーバ) で、対応するインデ

ックスが非同期に更新されます。このインデック

スは、検索エンジンがコアデータベースの外側

で管理します。Force.com では、インデックス作

成処理を最適化するため、トランザクションのコミ

ット時に専用の内部テーブル (インデックス化が

必要なデータを格納するテーブル) に一連の変

更データを同期的にコピーします。これによりデ

ータソースが小さくなり、インデックスサーバがデ

ィスクから読み取る必要のあるデータ量を最小化

します。検索エンジンでは、インデックスを組織 

(テナント) 別に管理しています。 

インデックスサーバの負荷や稼働率によっては、

インデックスの更新が実際のトランザクションから

遅れることがあります。こうした場合に無効になっ

たインデックスによって予期しない検索結果が返

されることを防ぐため、Force.com では最近更新

したオブジェクトのキャッシュ (MRU キャッシュ) 

を用意して、プラットフォームのアプリケーション

サーバで全文検索結果を生成する際に利用し

ています。この MRU キャッシュはユーザ単位お

よび組織単位で管理しているため、検索範囲を

効率的に制御することが可能です。 

 

Force.com では、複数の方法を用いて検索結果

のレコードのランキングを最適化します。たとえ

ば、ユーザのセキュリティ領域に基づいて、検索

を行うユーザがアクセス権を持つオブジェクトの

順位を高くしたり、特定のオブジェクトの変更履

歴に基づいて、更新頻度の高いオブジェクトをよ

り上位のランクに表示したりすることが可能です。

ユーザは、ニーズに応じて検索結果の表示順を

指定できます。たとえば、更新日時の新しいオブ

ジェクトを優先的に表示することなどが可能です。 

Apex 
Apex は強く型付けされたオブジェクト指向のプ

ロシージャ型プログラミング言語です。プログラム

の変数や定数の宣言のほか、Force.com で標準

的に使うフロー制御ステートメント (if-else、loop、

他)、データ操作 (insert、update、upsert、delete)、

トランザクション操作 (setSavepoint、rollback) の

実行が可能です。Apex は多くの点で Java に似

ています。開発者は Apex ルーチンを作成して

ボタンのクリック、データの更新、Web サービス

のリクエスト、カスタムのバッチサービスといった

アプリケーションイベントにカスタムビジネスロジ

ックを追加できます。 

Apex プログラムには 2 つの様式があります。1 

つはオンデマンドで実行する匿名のスクリプト、

もう 1 つは特定のデータベース処理イベント 

(insert、update、delete、undelete) の前後に自動

的に実行するトリガです。いずれの場合も、

Force.com は Apex コードをコンパイルしてメタデ

ータとして UDD に格納します。組織のユーザが 

Apex ルーチンを呼び出すと、Force.com のラン

タイムインタプリタがコンパイル済みのプログラム

を該当組織の MRU キャッシュにロードします。

それ以降、同一組織のユーザが同じルーチンを

使う際には、メモリ上のコンパイル済みプログラム

を共有できるため、メモリ消費を抑えて、プログラ

ムの再コンパイルによるオーバーヘッドを軽減で

きます。 

Apex は、新しいタイプのプロシージャ言語であ

ると同時に、Force.com プラットフォームで信頼

性の高いマルチテナントアプリケーションを開発

するために不可欠なコンポーネントでもあります。

Force.com では、実行時のコードエラーを防止

するため、Apex クラスに埋め込まれるすべての 

SOQL (Salesforce Object Query Language) ステ

ートメントと SOSL (Salesforce Object Search 

Language) ステートメントを自動的に検証します。

検証に続いて、有効な Apex クラスに関連付けら

れたオブジェクトの依存関係に関する情報をプ

ラットフォームに保存し、この情報を使って依存

関係のあるアプリケーションを壊す可能性のある

変更がメタデータに対して行われることを防ぎま

す。 

Apex では、標準クラスとシステムの静的メソッド

の多くで、基盤となっているプラットフォーム機能

とのインターフェースを提供しています。たとえば、

insert、update、delete などのシステムの静的な 

DML メソッドにはシンプルなブール値パラメータ

があり、開発者は実行する一括処理のオプショ

ン (逐次保存モードもしくは一括保存モード) を

指定できます。さらに、これらのメソッドは、処理

が失敗したレコードとその理由をコール元のル

ーチンで特定するための結果オブジェクトも返し

ます。そのほか、組み込みの電子メール用 Apex 

クラス、HTTP (RESTful) サービスクラス、

XmlStream クラスなど、さまざまな機能で Apex 

は Force.com プラットフォームの性能を強化する

うえで大きな役割を果たしています。 

マルチテナントプラットフォームでは、共有リソー

スの独占を防止するための仕組みが必要です。

こうした占有は悪意に基づいた行為に起因する

ものばかりでなく、ユーザの不注意によっても発

生することがありますが、Force.com は Apex コ

ードの実行でさまざまなガバナ制限やリソース制

図 12: Force.com では、外部検索エンジンによってマル

チテナント型アプリケーションにおける高速テキスト検索

を実現 
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限を使ってこの問題に対処します。例としては、

Apex スクリプトの実行を詳細に監視し、使える 

CPU 時間、消費できるメモリ容量のほか、実行

できるクエリ、DML ステートメント、計算処理、ア

ウトバウンド Web サービスコールなどの数を制

限します。プラットフォームのオプティマイザは、

クエリがきわめて非効率的であると判定すると、

呼び出し元に実行時エラーを返します。このよう

な制限は、さまざまなアプリケーションを実行す

るプラットフォームの総合的な安定性とパフォー

マンスを維持するには不可欠です。また、こうい

った制限は長期的には Force.com ユーザのコー

ディングスキルを高め、継続的な改善につながり

ます。たとえば、膨大な数の行を 1 行ずつ更新

する非効率的なループ処理をコーディングする

と、リソース制限により実行時エラーが返されるた

め、開発者は Force.com が提供する効率的な一

括処理の API コールを使うようになります。 

質の低いアプリケーションによってプラットフォー

ムで問題が発生することを防ぐため、Force.com 

では運用環境への導入プロセスを厳格に管理し

ています。アプリケーションを運用環境に展開す

るには、Apex ルーチンを検証する単体テストの

実行が必要です。単体テストでは、最低でもアプ

リケーションのソースコードの 75% をテストします。

セールスフォース・ドットコムでは、提出された単

体テストを Force.com Sandbox 環境で試行し、新

しいアプリケーションが既存のマルチテナント環

境のパフォーマンスや拡張性に及ぼす影響を総

合的に確認します。個々の単体テストの結果に

は、処理した行の総数などの基本情報や、テスト

で実行されなかったコードに関する詳細情報が

記録されます。 

セールスフォース・ドットコムが運用環境への移

行を承認した後の導入処理は、単一のトランザク

ションが実行します。具体的には、まずアプリケ

ーションのすべてのメタデータを Force.com の本

番組織にコピーして所定の単体テストを再実行

します。この過程で何らかのエラーが発生した場

合、Force.com はトランザクションをロールバック

して、問題の解決を指示する例外メッセージを返

します。 

注注注注: セールスフォース・ドットコムでは、プラットフ

ォームの更新時には、必ずすべてのアプリケー

ションを対象に開発環境での単体テストを再実

行し、新機能や拡張機能が既存のアプリケーシ

ョンに問題を引き起こさないことを確認します。 

Force.com は、運用環境に移行したアプリケーシ

ョンが稼動すると、組み込みの分析機能でパフ

ォーマンスを測定し、システム管理者に結果を提

供します。パフォーマンス分析レポートには、開

発者がアプリケーションの改善に活用できるクエ

リ、データ処理、サブルーチンの遅延などに関

する情報が記録されます。また、システム管理者

がアプリケーションのデバッグに利用できる実行

時エラーに関する情報も記録されます。 

 
 
 

統計統計統計統計からからからから見見見見るるるる Force.com のののの実績実績実績実績 
Force.com は、サービスの実績を重ねながら、非

常に高速で拡張性に富み、かつ信頼性の高い

マルチテナント型の Web アプリケーションプラッ

トフォームとして成長を遂げてきました。インター

ネットスケールのアプリケーションをサポートする 

Force.com の優れた性能を示す一例として、図 

13 のグラフをご覧ください。この数年の変化を見

ると、平均トランザクション件数 (拡張性の指標) 

が増加を続けているのに対し、応答時間 (パフォ

ーマンスの指標) は短くなっているか、または横

ばいのいずれかを示しています。 

 

 

 

Force.com では、システムのパフォーマンスとセ

キュリティに関する情報をリアルタイムで提供す

るサイト trust.salesforce.com を公開しており、ユ

ーザは、トランザクション件数や応答時間の実績

のほか、メンテナンスの予定などを確認できます。 

 

図 13: プラットフォームのパフォーマンスと拡張性は 

Force.com の成長とともに毎年向上 

四半期四半期四半期四半期ごとのごとのごとのごとの 

トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション 

 (単位単位単位単位: 10 億億億億) 
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まとめまとめまとめまとめ 
サービスとしてのプラットフォーム (PaaS) とサービスとしてのソフトウェア (SaaS) は今、最も注目を集めている

ソフトウェアアプリケーションの開発、提供モデルです。厳しいグローバル経済下で開発から市場投入まで

の期間短縮、設備投資の削減、競争力の強化が求められる中、多くの企業が PaaS、SaaS への移行を進め

ています。インターネットを基盤にした共有型クラウドコンピューティングプラットフォームでは、企業は厳格

な管理下にあるホスティングされたソフトウェアに必要に応じてすばやくアクセスできます。自社でデータセ

ンターを運用する必要もなく、ハードウェアやソフトウェアの購入、インストール、設定、継続的な保守コスト

や管理の手間も発生しません。 

セールスフォース・ドットコムはこのパラダイムシフトの最先端を走っており、SaaS、PaaS ビジネスで最も大き

な成功を収めています。当社はこのほど、スタンダード&プアーズ社の 500 インデックス （株価指数） の企

業にオンデマンドソフトウェアベンダーとして初めて選出されました。Force.com は、これまでセールスフォー

ス・ドットコムの SaaS アプリケーションである Salesforce CRM のプラットフォームとして、その大きな成功を背

後から支えてきました。現在ではさらに進化して、企業やサービスプロバイダがインターネットアプリケーショ

ンを開発して、ユーザに提供するための汎用プラットフォームとして成長を遂げています。サプライチェーン

管理、請求処理、財務管理、コンプライアンス管理、人事管理、クレーム処理といった、さまざまなカスタムビ

ジネスアプリケーションが Force.com で開発されています。Force.com のメタデータ駆動型のアーキテクチャ

を使うと、ビジネスに不可欠な高度でカスタマイズ可能なインターネットスケールのマルチテナントアプリケー

ションを、誰でも効率的に開発・提供することが可能になります。Force.com では、開発者は、標準ベースの 

Web サービス API や組み込みの開発ツールを使って、アプリケーションのデータモデル (テーブル、リレー

ション、他)、ユーザインターフェース (データ入力フォーム、レポート、他)、ビジネスロジック (ワークフロー、

入力規則、他)、サードパーティアプリケーションとのインテグレーションなど、Web ベースアプリケーションの

あらゆるコンポーネントを簡単に作成できます。 

セールスフォース・ドットコムのエンジニアはこの 10 年、Force.com プラットフォームの全階層をマルチテナ

ント向けに最適化する課題に取り組んできました。現在では、1 日に 1 億 7 千万件ものトランザクションを処

理する能力を持ち、インターネットにおける空前のスケーラビリティを実現しています。一括データ処理用の 

API、Apex プログラミング言語、外部検索エンジン、マルチテナント対応のクエリオプティマイザなどを始め

とする各種機能が、アプリケーションの効率と拡張性を高めると同時に、開発者の負荷を大幅に軽減してい

ます。 

セールスフォース・ドットコムでは、Force.com アプリケーションの運用環境への導入プロセスを厳格に管理

し、すべての関連アプリケーションで世界最高レベルのパフォーマンス、拡張性、信頼性を実現します。ア

プリケーションの導入後は、運用状況を継続的に監視して情報収集に努め、それらの情報を既存のアプリ

ケーションの強化や新しいアプリケーションの開発に生かしています。 


