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第 1 章 
Apex コードの概要 

 
この章の内容 
• Apex コードとは 
• Apex コードの仕組み 
• Apex コードの開発手順 
• Apex コード、Sコントロ

ール、Web サービス 
API の使い分け 

• Apex コードの制約 

セールスフォース・ドットコムは、数年前から、従来クライアン

トサーバー型で構成されてきたエンタープライズアプリケーシ

ョンをオンデマンドでマルチテナントのウェブ環境に移行する

ことで、ビジネスの方法を変革してきました。当社のウェブ環境

「Apex プラットフォーム」では、セールスフォースオートメー

ションやサービス＆サポートなどのアプリケーションを実行し

たりカスタマイズしたりできるほか、実際の業務に応じてカスタ

ムアプリケーションを構築することもできます。 
 
Apex プラットフォームには、ユーザインターフェースとして多

数のカスタマイズオプションが用意されており、項目、オブジェ

クト、ワークフロー、承認プロセスなどを新たに定義することが

できます。また、開発者であれば、Apex Web サービス API を
用いて、クライアントサイドプログラムから SELECT、INSERT、
UPDATE、DELETE などのデータ操作コマンドを発行することもで

きます。 
 
こうしたクライアントサイドプログラムは、通常、Java や 
JavaScript や .NET で作成され、カスタマイズオプションより

も柔軟にカスタマイズできるという利点があります。しかし、

Apex プラットフォームサーバー上にはないため、制約もありま

す。 
 
• ビジネストランザクションの処理には、通常、セールスフォ

ース・ドットコムのサイトに複数回接続する必要があり、パ

フォーマンス上は不利 
• 複数のAPIリクエストにまたがったトランザクション制御機

能に欠けている 
 
こうした問題点を解消し、オンデマンドのアプリケーションを開

発する方法を抜本的に改革するために導入したのが、Apex コー

ドです。Apex コードは、次世代ビジネスアプリケーションの構

築を目指す開発者のための、マルチテナントかつオンデマンドの

世界初のプログラミング言語です。 
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Apex コードとは 

 
Apex コードは手続き型スクリプト言語の一つで、Apex API を呼び出すことでフローとトランザク

ションに関する制御文を Apex プラットフォームサーバー上で実行します。構文は Java に、動作

の仕組みはデータベースストアードプロシージャに似ています。ほとんどすべてのシステムイベン

ト――ボタンのクリック、関連レコードの更新、カスタム Sコントロールの表示など――に、ビジ

ネスロジックを付け加えることができます。Apex コードスクリプトは、Web サービスリクエスト

やオブジェクトに関するトリガを通じて起動します。 
 

 
図1：ほとんどすべてのシステムイベントに Apex コードを付加可能 

 

Apex コードを言語として見た場合、次のような特徴を備えています。 
 
統合性 

Apex プラットフォームでよく使われる機能が組み込まれています。 
• INSERT、UPDATE、DELETE などのデータ操作言語（DML）。DmlException ハンド

リングを含む 
• インラインに記述する Sforce Object Query Language（SOQL）によるクエリ。

SObject レコードの配列を返す 
• 複数のレコードをまとめて一度に処理する一括処理 
• レコード更新の衝突を防ぐロック 
• ストアド Apex コードのメソッドによるカスタムのパブリックな Apex API コー

ルの作成 
• Apex コードが参照しているカスタムオブジェクトやカスタム項目をユーザが編集

または削除しようとしたときに発行される警告とエラー 
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使いやすさ  
変数や式の構文、ブロック文や条件文の構文、反復の構文、オブジェクトと配列の記法、

参照渡しなどは、Java でお馴染みのものです。独自に導入されたものも、構文がわか

りやすく意味がすぐに理解できるようになっていますので、Apex プラットフォームを

効率的に活用することができます。Apex コードはこうした特徴を持っていますから、

容易に簡潔なコードを書くことができます。 
 
データ中心 

複数のクエリや DML 文は 1 つにまとめられ Apex プラットフォームサーバー上の

単一の処理単位として扱われます。データベースストアードプロシージャは複数のトラ

ンザクション文をデータベースサーバー上で 1 つにまとめますが、これとよく似てい

ます。ユーザインターフェースの描画に関して汎用サポートを提供しないという点も似

ています。 
 
厳密性  

強い型を持っており、オブジェクト名や項目名などのスキーマオブジェクトに対しては

直接参照を用います。不正な参照があればコンパイル時点でエラーになります。また、

カスタム項目、カスタムオブジェクト、カスタムクラスの依存性はすべてメタデータに

保存されますから、動作中の Apex コードスクリプトから要求されても削除されること

はありません。 
 
ホスト方式 

Apex プラットフォームがすべてを解釈し、実行し、制御します。 
 
マルチテナント対応 

ほかの Apex プラットフォーム同様、マルチテナント環境で動作します。そのため、

Apex コードランタイムエンジンは、共有リソースが占有されないようスクリプトの暴

走を厳重に監視しています。この制約を破ったスクリプトは打ち切られ、わかりやすい

エラーメッセージが表示されます。 
 
自動更新 

Apex プラットフォームのほかの部分がアップグレードされても、書き換える必要はあ

りません。コードはコンパイルされてプラットフォームの中にメタデータとして保存さ

れるため、システムのほかの部分に合わせて自動的にアップグレードされるからです。 
 
テストが容易 

単体テストの作成と実行をサポートする仕組みがあり、テストのカバー率や効率化の可

能性のある部分を知ることができます。コードをプラットフォームに適用する前に、メ

タデータにあるすべての単体テストを実行すれば、スクリプトは確実に正常動作します。 
 
 
Apex コードの仕組み 

 
アーキテクチャの概念図を下に示します。図にあるとおり、Apex コードは、すべて、オンデマン

ドで完全に Apex プラットフォーム上で実行されます。 
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図2：Apex コードは、完全に Apex プラットフォーム上でコンパイルされ保存され実行される 

 

Apex コードで書かれたスクリプトがプラットフォームに保存されると、プラットフォームのアプ

リケーションサーバーは Apex コードランタイムインタープリタが解釈できる抽象的な命令に変

換し、メタデータとして保存します。 
 
エンドユーザがボタンをクリックしたり Sコントロールにアクセスしたりすると、それが Apex コ
ードの実行を引き起こします。そして、プラットフォームのアプリケーションサーバーがメタデー

タからコンパイル済みの命令を取り出し、ランタイムインタープリタに送り、結果がエンドユーザ

に戻されます。エンドユーザから見たときの実行時間は、標準的なプラットフォームリクエストと

変わりません。 
 
 
Apex コードの開発手順 

 
Apex コードでスクリプトを作成する場合は、セールスフォース・ドットコムが推奨する開発手順

を理解してからにしてください。 
 
1. Developer Edition アカウントの取得。 
2. Apex コードによるスクリプトの作成。 
3. sandbox 組織での単体テストの実行。 
4. Salesforce 運用組織への配備。 
 
 
Developer Edition アカウントの取得 

 
Apex コードを実行できる組織には、次の 3 種類があります。 
• 開発組織：Developer Edition アカウントで作成した組織。 
• 運用組織：実際にデータにアクセスするユーザがいる組織。 
• sandbox 組織：運用組織をコピーすることで運用組織上に作られた組織。 
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Apex コード の開発に Salesforce の運用組織を使用するのは避けてください。 実ユーザがシステ

ムにアクセスするのと平行して開発を進めると、データの安定性が損なわれたり、アプリケーショ

ンが損傷するおそれがあります。 開発作業はすべて Developer Edition 組織で行うことをお勧めし

ます。 
 
開発者用コミュニティに未加入の場合は、

https://www.salesforce.com/jp/form/trial/freetrial-developer.jsp で Developer Edition アカウントの

サインアップをしてください。現在 Unlimited Edition アカウントをお持ちの場合も、Apex コード

の開発は Developer Edition 組織で行うよう強くお勧めします。 
 

Note：Salesforce 運用組織では、Salesforceのユーザインターフェースから Apex コード

を変更することはできません。 
 

 

Apex コードの作成 

 
Apex コードの作成では、次の 3 種類の入力編集環境が使えます。 

 
• 「メモ帳」などのテキストエディタ。エディタに Apex コードを書き、これをコピーしてアプ

リケーションに貼り付けます。あるいは、API コールを使って配備します。 
• Salesforceの ユーザインターフェース 
 

• 標準オブジェクト上のトリガの場合は、[設定] - [カスタマイズ] - <標準オブジェクト名> - 
[トリガ] を選択して [トリガ] 詳細ページの [新規] をクリックし、[内容] ボックスにコー

ドを入力します。 
• カスタムオブジェクト上のトリガの場合は、[設定] - [開発] - [カスタムオブジェクト] を選

択してオブジェクトの名前をクリックします。表示された [トリガ] 関連リストの [新規] 
をクリックし、[内容] ボックスにコードを入力します。 

• クラスの場合は、[設定] - [開発] - [コード] を選択して [新規] をクリックし、[内容] ボック

スにコードを入力します。 
 
Note：Salesforce 運用組織では、Salesforce ユーザインターフェースを使って Apex コ
ードを変更することはできません。 
 

 
• Eclipse 

Apex Toolkit for Eclipse プラグインは、

https://wiki.apexdevnet.com/index.php/Apex_Toolkit_for_Eclipse にあります。セールスフォー

ス・ドットコムではサポートしていません。基本的なコードの色付け、アウトラインビュー、統

合された単体テスト、エラーメッセージの表示が可能な保存時自動コンパイルなどの機能を備え

ています。このプラグインの導入と使用については、前記 Web サイトを参照してください。 
 

Note：Web サービス API には、Eclipse プラグインの拡張や独自 Apex コード IDE の開

発に使えるメソッドが含まれています。これらのメソッドを利用すると、トリガやクラスを

コンパイルし、テストメソッドを実行し、コードを運用組織に配備することができます。詳

細については、第 9 章「Apex コード の配備」（p.181）と付録 A 「Apex コードの Web 
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サービス API コール」（p.186）を参照してください。 
Apex コードの sandbox 組織への配備 

 
Salesforce では、運用している組織をコピーし、テストやトレーニングなどのさまざまな目的のた

めの独立した環境として利用することができます。相互に分離されていますので、Salesforce 運用

組織にあるデータやアプリケーションに影響を与える心配はありません。このコピーは Salesforce 
運用組織とほとんど同じもので、sandbox と呼ばれています。Salesforce 運用組織からは完全に隔

離されていますので、sandbox でどのような操作を行っても運用組織に影響が及ぶことはなく、逆

に運用組織の操作が sandbox 組織に影響することもありません。 
 
開発組織にある Apex コードは、次の API コールを使って sandbox 組織に配備します。 
 
• compileClasses 
• compileTriggers 
• compileAndTest 
 
また、runTests という API コールは、開発組織と sandbox 組織で、特定のクラス、指定した複

数のクラス、名前空間全体を単体テストすることができ、開発の際に有用です。 
 
コンソールウィンドウからこうしたコマンドを簡単に発行できる Ant ツールが用意されています。

また、独自の配備用コードを実装することもできます。 
 
詳細については、第 9 章「Salesforce Ant Tool の使用」（p.182）と「Apex コード の配備」（p.181）
を参照してください。 
 
Apex コードの Salesforce 運用組織への配備 

 
作成した Apex コードの単体テストをすべて実行し、正しく動作することを確認したら、いよいよ、

Salesforce 運用組織に配備します。 
 
Apex コードを Salesforce 運用組織に配備する API コールは compileAndTest の 1 つだけで

す。このコールは、次の条件をすべて満たすときにのみ、配備を実行します。 
 

• 単体テストのカバー率が 75% 以上あり、それらのテストがすべて正常終了していること。運

用組織に配備する際、組織に含まれているすべての単体テストが実行される点に注意。 
• すべてのトリガがテストでカバーされていること。 
• すべてのクラスとトリガが正常にコンパイルされること。 
 

詳細については、第 9 章「Apex コード の配備」（p.181）を参照してください。 

 

Apex コード、Sコントロール、Web サービス API の使い分け 

 
Apex プラットフォームには、熟練した管理者や開発者向けに、カスタム機能を実装するための手

段として、Sコントロール、Apex Web サービス API、Apex コードの 3 種類が用意されています。 
 

Sコントロール 
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Sコントロールは、ユーザインターフェースに視覚的な要素を追加したいときに使います。具体的に

は、Java アプレット、ActiveX コントロール、Excel ファイル、カスタムボタン、HTML Web ペ
ージなどが対象となります。 
 
API やカスタム Apex コードへのコールを含めることもできます。また、ビジネスロジックを含め

ることもできますが、そのロジックを実行できるのは Salesforce ユーザインターフェースを通し

てアクセスしている場合だけです。Sコントロールを API コールを介して実行することはできませ

ん。 
 
詳細については、Salesforce オンラインヘルプの「カスタム Sコントロールの定義」を参照してく

ださい。 
 
Apex Web サービス API 

 

Apex Web サービス API コールは、次の場合に使います。 
 
• SOSL クエリを使って検索する場合 
• レコードを 1 つずつ処理するためトランザクション制御（commit や rollback）を必要としな

いようなSコントロールまたは複合アプリケーションに対して機能を追加する場合 
 

詳細については、www.salesforce.com/apidoc の「ApexWeb Services Developer's API Guide」
を参照してください。 

 
Apex コード 

 

Apex コードは、次の場合に使います。 
 
• 同時に複数のレコードを扱い、トランザクションとして正しく効率的に処理したい場合 
• ビジネスロジックをレコード保存などの操作に付加し、ユーザインターフェース、Sコントロー

ル、Web サービス API のいずれからその操作が実行されたとしても、そのビジネスロジック

が必ず実行されるようにしたい場合。 
 
Apex コードの制約 

 
Apex コードはオンデマンドビジネスアプリケーションの開発方法を大きく変えうる言語です。し

かし、今のところ、汎用プログラミング言語というわけではなく、Apex コードでは実行できない

ことがあります。 
 
• エラーメッセージを除くユーザインターフェースの要素を扱うこと 
• 標準機能の変更。つまり、Apex コードでできるのは機能の抑制と付加だけ 
• Sforce Object Search Language（SOSL）の文の実行 
• 電子メールの送信 
• 一時ファイルの作成 
• スレッドの生成 
• ネットワークリソースを使用するアプリケーションの実行 
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第 2 章 
Apex コード入門 

 
この章の内容 
• 簡単な Apex コードス

クリプトの作成 
• Apex コードアプリケー

ションのサンプルと解説 

Developer Edition アカウントを入手し、Apex コードの作成に使

うツールを決めたら、早速、Apex コードで 初のプログラムを

書いてみましょう。Hello World というとても簡単なスクリプト

です。後半では、もう少し複雑な Apex コードアプリケーショ

ンのサンプルを見ながら、この言語の特徴を説明します。 
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簡単な Apex コードスクリプトの作成 

 
Apex コードスクリプトにも、リストや実行制御や宣言など、通常のプログラミング言語でお馴染み

のものがあります。 
 

 
図3：Apex コードのプログラミング要素 

 
こうした概念について、簡単なスクリプトを作りながら見ていきましょう。作るのは Hello World と
いうスクリプトです。新しい取引先が作られたときに、取引先(Account)オブジェクトに含まれるカ

スタム項目 Hello に World というテキストを設定するというものです。 
 

Note：以下では、Salesforce アプリケーションに慣れていることを前提にして話を進めます。

また、標準の取引先オブジェクトにはカスタムのテキスト項目 Hello が定義されているも

のとします。カスタム項目を追加する方法については、[ヘルプ&トレーニング]の [項目の追

加] を参照してください。 
 
次の図は、現時点で取引先を作成したときの [取引先の詳細] ページです。項目 Hello は空になっ

ています。 
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図4：項目 Hello には何も設定されていない 

 

それでは、この項目が自動的に World に設定されるようにしてみましょう。まず、[設定] - [開発] - [コ
ード] を選択し [新規] をクリックします。そして、以下のコードを [内容] ボックスに入力してくだ

さい。 
 

// クラス 
// Account レコードを引数とし、その項目 Hello を設定する 
public class MyHelloWorld { 

public static void addHelloWorld(Account[] accs){ 
for (Account a:accs){ 

if (a.Hello__c != 'World') { 
a.Hello__c = 'World'; 
}  

         } 
    } 
} 

 
入力が終わったら、忘れずに [保存] をクリックしてください。 
 
まず、コードの 初の行を見て見ましょう。 
 

public class MyHelloWorld  { 
 
Apex コードスクリプトは、一般に、クラスの中に置かれます。このクラスは public として宣言さ

れていますから、ほかの Apex コードスクリプトからも使えることになります。詳細については、

第 7 章「クラスおよび Apex コード の起動」（p.124）を参照してください。 
 
メソッドの定義は、2 行目から始まります。 
 

public static void addHelloWorld(Account[] accs){ 
 



 15

このメソッドの名前は addHelloWorld で、パブリックかつ静的です。静的メソッドですから、この

メソッドには、クラスのインスタンスを作成しなくてもアクセスすることができます。つまり、クラ

ス名とドット（.）とメソッド名をつなげたものを指定するだけで実行することができます。詳細に

ついては、第 7 章の「静的およびインスタンスの使用」（p.135）を参照してください。 
 
引数は Account レコードのリスト 1 つだけで、変数 accs に割り当てられます。 
 
定義の後半は、次のようになっています。 
 

for (Account a:accs){ 
if (a.Hello__c != 'World') { 
a.Hello__c = 'World'; 

           } 
        } 

 
ここで、Hello__c に注目してください。フィールド名の後に __c が付いています。これは、この

項目がカスタムフィールドであることを表しています。開発者が作成した項目だということです。こ

れに対して、Salesforce があらかじめ用意している標準項目は、Account.name のように、__c な
しにドット記法でアクセスすることができます。 
 
このコードの実行には、トリガという Apex コードの仕組みを利用します。トリガというのは、Apex 
プラットフォームデータベースに特定の型のレコードが挿入・更新・削除される前または後に実行さ

れる小さなコードのことです。トリガにはコンテキスト変数が付随しており、これを介して、トリガ

の起動を引き起こしたレコードにアクセスすることができます。また、トリガはすべて一括で、つま

り同時に複数のレコードを処理するように作ります。 
 
それでは、 Account オブジェクトに関連して、先ほど HelloWorld クラスに定義した 
addHelloWorld() メソッドを呼び出すトリガを定義してみましょう。まず、[設定] - [カスタマイズ] - 
[取引先] - [トリガ] を選択し [新規] をクリックします。テンプレートによって自動生成されたコード

が表示されますが、それに代えて次のコードを入力してください。 
 

trigger helloWorldAccountTrigger on Account (before insert) { 
Account[] accs = Trigger.new; 
MyHelloWorld.addHelloWorld(accs); 

} 
 
初の行は、トリガの定義です。 

 
trigger helloWorldAccountTrigger on Account (before insert) { 

 
トリガに名前を付け、これを起動すべきオブジェクトとイベントを指定します。この定義の場合、ト

リガは新しい取引先レコードがデータベースに挿入されるとき、その挿入の前に実行されることにな

ります。 
 
その次の行は、取引先レコードのリスト accs を作成し、それにトリガコンテキスト変数 
Trigger.new の内容を割り当てています。トリガコンテキスト変数はトリガを起動させたレコード

にアクセスするための仕組みで、すべてのトリガに暗黙に定義されています。この場合、Trigger.new 
には挿入されようとしているすべての新規取引先が含まれています。 
 

Account[] accs = Trigger.new; 
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その次の行では、新規取引先の配列を引数として、MyHelloWorld クラスの addHelloWorld メソッ

ドを呼び出しています。 
 

MyHelloWorld.addHelloWorld(accs); 
 
このコードは before insert トリガイベントで動作しますから、テストするには新しいレコードを

作る必要があります。そこで、[取引先] タブを開き [新規] をクリックして、新しい取引先を作成し

ます。必須項目は名前だけです。入力したら [保存] をクリックしてください。今度は、項目 Hello 
に World という値が設定されているはずです。 
 

 
 

図5：入力したコードが実行され、項目 Hello には値が設定されている 

 

Hello World Web サービスの作成 

 
Apex コードのクラスメソッドは、WebService というキーワードを付けることで、カスタム Apex 
Web サービス API コールとして公開することができます。 
それでは、簡単な Web サービスを作ってみましょう。まず、クラスを作ります。[設定] - [開発] - [コ
ード] を選択し [新規] をクリックし、次のコードを [内容] ボックスに入力してください。 
 

global class HelloWorld2 { 
// パブリック WebService メソッドにするときは、キーワード WebService を付ける 

WebService static String sayHelloWorld(String arg) { 
// 簡単なメッセージを返す 
return 'Hello '+arg; 

        } 
} 
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クラスの名前は HelloWorld2 です。global として宣言されていますが、これは Web サービスを

含むクラスは必ず global として宣言しなければならないからです。このクラスにはメソッドが 1 
つ含まれています。そのメソッド sayHelloWorld は文字列を引数とし、その先頭に Hello という

文字列を加えて返します。なお、Web サービスメソッドは、常に、静的です。 
 
堅牢でエラーのないコードを開発するため、Apex コードには単体テストの作成と実行を支援する仕

組みがあります。単体テストは、あるコードが正しく動作することを検証するためのクラスメソッド

です。単体テストメソッドは引数をとらず、データベースに対してデータをコミットすることもあり

ません。テストメソッドであることは、メソッドの定義にキーワード testMethod を指定すること

によって識別されます。後ほど、この HelloWorld2 クラスに、所定の文字列が返されることを検証

する簡単なテストを搭載します。 
 
それでは、Sコントロールを使ってこのコードを実行してみましょう。Sコントロールというのは、

カスタムコードを保存しておくためのコンポーネントで、開発者が Salesforce の中に設定し定義し

ます。Sコントロールを使うと、カスタムリンク、Web タブ、カスタムボタンなどを使って Salesforce 
の中にカスタムデータフォームを作成し表示することができます。たとえば、HTML や JavaScript 
と、連絡先の地図を表示するための住所差し込み項目を含むカスタム Sコントロールを定義すること

ができます。 
 
ここでは、簡単な Sコントロールを作ります。まず、[設定] - [開発] - [カスタムSコントロール] を選

択し [新規カスタムSコントロール] をクリックして、次の表に従って入力してください。 
 
属性名 値 
表示ラベル ページ・レイアウト上で、埋め込まれた Sコントロールを表すテキスト。こ

こでは、HelloWorld と入力します。 
Sコントロール名 自動的に設定される。Label と同じです。 
種別 HTML を指定します。 
内容 以下のコードをコピーして貼り付けます。 

<html> 
<head> 
<script type="text/javascript" 
src="/js/functions.js"></script> 
<script src="/soap/ajax/10.0/connection.js"></script> 
<script src="/soap/ajax/10.0/apex.js"></script> 
<script> 
function demo() { 

var result = sforce.apex.execute('HelloWorld2' , 
'sayHelloWorld', 
{arg:"new Apex Code user!"}); 
 

document.getElementById('userNameArea').innerHTML = 
'Congratulations!' 

+ ' ' + result; 
} 
</script> 
</head> 
 
<body onload=demo()> 

<div id=userNameArea> 
</div> 

</body> 
</html> 
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入力が終わったら、忘れずに [保存] をクリックしてください。 
 
ここでは、このコードが生成する Web コンテンツを Web タブを使って表示してみましょう。次の

手順で、Web タブを作成してください。 
 

1. [設定] - [開発] - [カスタムタブ] を選択し [Webタブ] 関連リストの中の [新規] をクリックし

ます。 
2. 新しいタブに適用するレイアウトを選びます。[ページ幅全体] を選ぶとページ幅全体が使われ、

サイドバーは表示さません。[2列サイドバー付き] を選んだ場合はサイドバーが表示されます。

[次へ] をクリックします。 
3. [カスタムSコントロール] を選択します。 
4. タブに表示するラベルとして Hello World を入力します。 
5. [タブスタイル] の検索アイコンをクリックし、[タブスタイルの選択] を表示します。 

タブスタイルの名前の横に角かっこ [] に入った数字が表示されている場合、そのタブスタイ

ルは使用中です。スタイル名の上にマウスを置くと、そのスタイルを使用しているタブが表示

されます。ここでは、[他のタブで使用されているスタイルを非表示] をクリックし、未使用の

ものだけに絞り込みます。 
6. [カスタムSコントロール] では [HelloWorld] を選択し、[次へ] をクリックします。 
7. プロファイルの閲覧許可は変更せずに [次へ] をクリック、そして [保存] をクリックします。 
 

これで Web タブができました。[Hello World] タブをクリックすると、Sコントロールが Apex コ
ードのクラス HelloWorld2 を、次いで、文字列「new Apex Code user!」を引数としてメソッド 
sayHelloWorld を呼び出します。 
 
そして、HelloWorld2 クラスがその文字列の先頭に「Hello」を付加し、Sコントロールがさらにそ

の先頭に「Congratulations!」を付加するはずです。 
 
それでは、[Hello World] タブをクリックし、コードを実行してみてください。 
 

 
 

図6：[Hello World] タブ 

 
テストの追加 

 
開発には、テストが欠かせません。Apex コードスクリプトの場合、テストによって 75% 以上のコ

ードをカバーしなければなりません。 
 
ここでは、これまでに作成したクラスと Sコントロールを、再び例を使って説明します。 
 
それでは、テストを追加してみましょう。 
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まず、[設定] - [開発] - [コード] を選択し、HelloWorld2 クラスの隣にある [編集] をクリックします。

今回は、太字の部分を追加します。 
 

global class HelloWorld2 { 
// パブリック WebService メソッドにするときは、キーワード WebService を付ける 

WebService static String sayHelloWorld(String arg) { 
// 簡単なメッセージを返す 

return 'Hello '+arg; 
        } 

// 以下は、sayHelloWorld メソッドの簡単なテスト 

static testMethod void testHelloWorld() { 

System.assertEquals('Hello to you!', sayHelloWorld('to you!')); 

        } 

} 

 

入力が終わったら、忘れずに [保存] をクリックしてください。 
 
次に、Sコントロールを更新しましょう。まず、[設定] - [開発] - [カスタムSコントロール] を選択し、 
HelloWorld Sコントロールの隣にある [編集] をクリックします。 

 
[内容] のテキストを、次のコードに入れ替えてください。 
 

<html> 
<head> 
<script type="text/javascript" src="/js/functions.js"></script> 
<script src="/soap/ajax/10.0/connection.js"></script> 
<script src="/soap/ajax/10.0/apex.js"></script> 
<script> 
function demo() { 

var result = sforce.apex.execute('HelloWorld2' , 'sayHelloWorld', {arg:"new Apex 
Code 
user!"}); 
 

// 以下のコードは、HelloWorld2 クラスに搭載した  
// testMethod を実行する 
 
sforce.apex.debug=true; 
var request = new sforce.RunTestsRequest(); 
request.allTests = false; 
request.classes = ['HelloWorld2']; 
var result_2= sforce.apex.runTests(request); 
 
// 以下のコードは、これまでに書いたすべての testMethod を実行する 
 
//sforce.apex.debug=true; 
//var request = new sforce.RunTestsRequest(); 
//request.allTests = true; 
//var result_2 = sforce.apex.runTests(request); 
 
document.getElementById('userNameArea').innerHTML = 'Congratulations!' 

+ ' ' + result + ' ' + 'Tests Run = ' + result_2.numTestsRun 
+ ';Test Failures = ' + result_2.numFailures; 
 

// 以下のコードは、デバッグログのすべてを表示する 
// document.getElementById('userNameArea').innerHTML = 
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// 'Congratulations!' + ' ' + result + ' ' + 'Tests Run = '+ 
// result_2.numTestsRun + ';Test Failures = ' + 
// result_2.numFailures + ' Full print out = ' + result_2; 
 

} 
</script> 
</head> 
<body onload=demo()> 

<div id=userNameArea> 
</div> 
</body> 
</html> 

 
入力が終わったら、忘れずに [保存] をクリックしてください。 
 
この Sコントロールには、テストが 2 種類含まれています。一つは、上記のコードで実際に実行さ

れるもので、1 つのクラスだけをテストします。もう一つは、コメントになっているもので、これま

でに書いたすべてのテストメソッドを実行します。  
 
出力文も 2 通り含まれています。一つは、実行したテストと失敗の数だけを表示します。もう一つ

は、コメントになっているもので、デバッグログをすべて表示します。 
 

これまでに書いたすべてのテストを実行する場合、あるいは、すべてのデバッグログを表示させる場

合は、不用になったコードをコメント化するのを忘れないでください。 
 
それでは、[Hello World] タブをクリックし、コードを実行してみてください。 

 

 
 

図7：[Hello World] タブにテスト結果が表示されている 

 

Apex コードアプリケーションのサンプルと解説 

 
ここからは、アプリケーションのサンプルを示し、機能ごとに解説していきます。このサンプルアプ

リケーションには従来の Salesforce 機能と Apex コードが共に使われており、プログラムでよく利

用される手法のほか、 Apex コードが持つ構文的あるいは意味的特徴が多く含まれています。 
 
シナリオ 

 
Salesforce の商談管理に簡単な見積もりモジュールを加え、機能を拡張します。 
 
営業担当者が取引先に販売を試みると、販売しようとしている商品の情報が内部レコードとして商談

に記録されます。やがて実際の提案が客先に提出されますが、その提案は見積もりとして、価格と数

量を持つ品目と総見積額から構成されます。見積もりは商談とその商談商品をテンプレートとして作

られますが、1 つだけとは限らず、複数作られることもあります。現在、提案中のものは1 つであり、
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これを「主」見積もりと呼ぶことにします。 
 
データモデル 

 
下の「見積もりアプリケーションのデータモデル」に図解したように、このサンプルアプリケーショ

ンでは、標準の Opportunity（商談） オブジェクトと OpportunityLineItem（商談商品） オブジェク

ト、そして Product2(商品) マスターオブジェクトを使います。OpportunityLineItem は 
PricebookEntry オブジェクトへの参照項目（外部キーのようなもの）を含み、これを介して Product2 
への関連性も持っています。 
 
カスタムオブジェクトとしては、Quote と QuoteLine の 2 種類を使います。Quote は Opportunity 
オブジェクトに対して参照関係にあり、複数の見積もりが同じ Opportunity レコードに関連づけられ

ることがあります。この Quote は 1 つの見積もり全体を表し、総額を表す項目 Total を含んでい

ます。QuoteLine に対しては主従関係にあります。 
 
QuoteLine オブジェクトは見積もりに含まれる 1 つの商品を表し、商品の色、単価、数量などを含

んでいます。 
 
 

Note：Quote オブジェクトは、本来、Opportunity に対して主従関係にあります。したがっ

て、見積もりアプリケーションは、Opportunity から Quote へと、Quote から QuoteLine へ
の 2 階層の主従関係を扱う必要があります。しかし、現在の Apex プラットフォームでは

主従関係は 1 階層しか作れないため、このままでは実装することができません。そのため、

このような構成になっています。 
 

 
図8：見積もりアプリケーションのデータモデル 

 

カスタムオブジェクトの Quote と QuoteLine は、次の項目を含んでいます。 
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表2：Quote の項目 
項目 型 説明 
Name string この見積もりの名前。標準項目。 
Opportunity reference この見積もりに関連づけられている商談の ID 
Primary boolean 主見積もりの場合は真。現在提案中の見積もり。 
Total currency 見積もりの総額。関連づけられている見積もり品目の総額を合計した

ものです。 
 
表3：QuoteLine の項目 
項目 型 説明 
Name string この見積もり品目の挿入時に自動的に割り振られた識別番号。この

値は、直接設定することも、見積もり品目の作成後に変更すること

もできません。標準項目。 
Color picklist この見積もり品目に関連づけられている商品の色。この項目の値は、

この見積もり品目を作成する際に該当商品からコピーされます。 
Product reference この見積もり品目に関連づけられている商品レコードの ID 
Quantity int この商品の数量。 
Quote reference この見積もり品目に関連づけられている見積もりレコードの ID 
Total Price currency この見積もり品目の総額。Unit Price と Quantity の積で計算さ

れます。 
Unit Price currency この見積もり品目に関連づけられている商品の単価。 
 
Product2 と OpportunityLineItem は標準オブジェクトですが、項目の値をレコード間で移動させる

方法を例示するため、カスタム 選択リスト項目 Color を追加してあります。OpportunityLineItem の
場合は実際に販売される商品の色を、Product2 の場合は「デフォルト」の色を表します。 
 
 
課題 

 
このサンプルアプリケーションでは、次の処理を付加します。 

 
1. 商談に新しい商談商品が追加された場合、該当商談商品にその商品が持つカスタム項目 Color 

をコピーすること。商談商品の Unit Price と Total Price の設定はプラットフォームがデ

フォルトで実行する。この処理は、これに付加する形で行う。 
2. 商談から見積もりが生成された場合、商談商品から見積もり品目を自動生成すること。 
3. 見積もり品目の単価または数量が変更された場合、それに応じてその見積もり品目の総額と、

関連する見積もりの総額を変更すること。 
4. ユーザが次の処理を行えないようにすること。 
 
• 見積もりのある商談を削除すること 
• 商談の主見積もりを削除すること 
• ほかの見積もりが主見積もりにならないにもかかわらず、主見積もりの項目 Primary を偽

に変更すること 
5. ある見積もりがある商談の主見積もりとされる場合、その商談に関連づけられている他の見積

もりの中に主見積もりとされているものがないようにすること。 
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それでは、これらの課題を Apex コードで実現する方法を詳細に見ていきましょう。 
 

Note：コードを追いやすいように、以下では、課題別に関連するコードだけを抜き出して説

明します。見積もりアプリケーションの全体は、付録 C「見積もりアプリケーションのサン

プルコード」（p.199）を参照してください。 
 
 
サンプルアプリケーションの説明 

 
課題 1：項目値のコピー 

 

初の課題は、商談に商品が追加されたとき該当商品のカスタム項目 Color を商談商品にコピーす

ることです。商談商品の Unit Price と Total Price の各項目はプラットフォームがデフォルト

で設定しますが、このコピー処理はそれに付加する形で行います。 
 
この処理は新しい商談商品が作られたときに必ず実行されるべきものですから、トリガという Apex 
コードの仕組みを利用して実現します。トリガというのは、Apex プラットフォームデータベースに

特定の型のレコードが挿入・更新・削除される前または後に実行される小さなコードのことです。ト

リガにはコンテキスト変数が付随しており、これを介して、トリガの起動を引き起こしたレコードに

アクセスすることができます。また、トリガはすべて一括で、つまり同時に複数のレコードを処理す

るように作ります。 
 
ここでは、商談商品がデータベースに保存される前にカスタム項目 color__c の値を設定したいの

ですから、OpportunityLineItem レコードに関する before insert トリガを使います。 
 

// 商談商品がデータベースに保存される前に 
// カスタム項目 color__c の値を設定するトリガ 
trigger oppLineTrigger on OpportunityLineItem (before insert) { 
 

// 重複のない価格表エントリを取得する 
Set<ID> pbeIds = new Set<ID>(); 
for (OpportunityLineItem oli : Trigger.new) 

pbeIds.add(oli.pricebookentryid); 
 

// それらの価格表エントリを照会する 
Map<Id, PricebookEntry> entries = new Map<Id, PricebookEntry>( 

[select product2.color__c from pricebookentry 
where id in :pbeIds]); 
 

// 商談商品の色を設定する 
for (OpportunityLineItem oli : Trigger.new) 

oli.color__c = entries.get(oli.pricebookEntryId).product2.color__c; 
} 

 
それでは、一つずつ見てみましょう。 
 
• trigger oppLineTrigger on OpportunityLineItem (before insert) {                    
 
この宣言文は、Java のメソッド宣言と同様に、OpportunityLineItem レコードがデータベースに挿入

される前に oppLineTrigger という名のトリガが実行されることを述べています。 
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• Set<Id> pbeIds = new Set<Id>();                                                          

for (OpportunityLineItem oli : Trigger.new)                                              
pbeIds.add(oli.pricebookentryid);                                                

 
このトリガは insert のトリガですから、リスト Trigger.new を介して、現在処理している 
OpportunityLineItem レコードの新しいバージョンにアクセスすることができます。なお、update の
トリガも同様です。また、update や delete のトリガの場合は、Trigger.old を介してそのレコ

ードの古いバージョンにアクセスすることができます。 
 
ここでは、Trigger.new に含まれる OpportunityLineItem レコードに関連づけられた 
PricebookEntry を集合に追加することで、重複を排除しています。 
 
• Map<Id, PricebookEntry> entries = new Map<Id,  PricebookEntry>( 
         [select product2.color__c from pricebookentry 
            where id in :pbeIds]); 
 
この文は、SOQL クエリ（角かっこ [] の中）を発行して PricebookEntry に該当商品の色を照会し、

その結果からマップを作っています。ここで、SOQL クエリの中でローカルトリガー変数 :pbeIds 
が使われている点に注意してください。 
先頭にコロン（:）を付ければ、SOQL クエリの中でも任意の Apex コード変数を使うことができま

す。 
 

Note： 
SOQL クエリの構文については、次の Web ページを参照してください。 
www.salesforce.com/us/developer/docs/api/index_CSH.htm#sforce_api_calls_soql.htm. 

 
• for (OpportunityLineItem oli : Trigger.new)                                        

oli.color__c = entries.get(oli.pricebookEntryId).product2.color__c;  
 
この文は、前のステップで作られたマップに従い、Trigger.new に含まれる OpportunityLineItem レ
コードに該当する商品の色を設定しています。 
 
以上のコードからわかるように、Apex コードでは大文字 / 小文字を区別しません。SOQL 項目参

照、キーワード、Apex コード識別子には、いずれも、大文字 / 小文字を任意に混在させることがで

きます。 
 
課題 2：レコードのコピー 

 

2 番目の課題は、商談から見積もりが作られたとき見積もりの品目が商談商品から自動生成されるよ

うにすることです。この場合は、Quote オブジェクトに関する after insert トリガを利用します。

見積もりレコードの項目を変更するのではなく、今生成されたばかりの見積もりを親とする見積もり

品目を作成するからです。 
 

trigger quoteTrigger on quote__c (after insert) { 
for (Quote__c q : Trigger.new) { 

util.copyLineItemsFromOpp(q); 
     } 
} 
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Note：このトリガは、 終的に、もう少し複雑になります。「課題 4：削除の抑止」（p.29）
と「課題 5：主見積もりの一意性」（p.31）を参照してください。 

 
 
このトリガでは、for ループを使って、コンテキスト変数 Trigger.new に含まれているすべての要

素に対してストアードクラスメソッド util.copyLineItemsFromOpp() を呼び出しています。この

ストアードメソッドやストアード変数は、Apex コードのクラスを使って作ることができます。ここ

では、copyLineItemsFromOpp() メソッドを util クラスの中に抽象化し、ほかのスクリプトやト

リガから使えるようにしています。 
 
copyLineItemsFromOpp() の util クラスは、次のように定義されています。 
 

global class util { 
// トリガ間で通信するためのクラス変数を宣言する 
public static Boolean inQuoteTrigger; 
public static Set<Id> opportunityIds = new Set<Id>(); 

 
// メソッド：商談商品を指定された見積もり q に移動する 
public static void copyLineItemsFromOpp(Quote__c q) { 
 

// 終的に見積もりの合計を修正・更新するが、 
// そのために、見積もりのコピーを作成する必要がある。 
// それは、 Trigger.new レコードはトリガの後では修正できないからである。 
// さらに注意したいのは、 deepClone メソッドの使用である。 
// 理由は、 SObject リストへの clone メソッドはシャローコピーとなり、 
// やはり読み取り専用になってしまうため 
List<Quote__c> quoteList = qs.deepClone(true); 

 
try { 
 

// inQuoteTrigger クラス変数を設定し、 
// quoteLine トリガに対して、この操作中は実行されないようにする 
// （quoteLine トリガについては、課題 3 で説明する） 
inQuoteTrigger = true; 

 
// 次に、見積もり品目の空の配列を作成する 
List<QuoteLine__c> quoteItemList = new List<QuoteLine__c>(); 

 
// 次に、商談ごとに、その商談商品を取得する 

// 以下のコードは、親に対する関連性を保ったまま子を取得しているが、 
// これは集合関係クエリの手法の一つ。 
// この場合、OpportunityLineItem を直接照会することも可能だが、 
// そうすると、このコードの中で、取得したアイテムをそれぞれの親（商談）に 
// 関連づける必要がある 

 
// 後で各商談（とその商談商品）からすぐに見積もりがわかるように、 
// マップを作成しておく 
Map<Id, Opportunity> opportunityMap = new Map<Id, Opportunity>( 

[select Id, (select pricebookentry.product2id, color__c, 
unitprice, quantity, totalprice 
from opportunitylineitems order by createddate) from Opportunity 
where Id IN :getOpportunityIds(quoteList)]); 
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// 一括処理のため、見積もりに関して繰り返して処理する 
for(Quote__c quote:quoteList) { 

 
// 見積もりの総額を計算する。 
// SOQL クエリを行って、見積もりに関連づけられた商談に対応する商談商品からデータを 
// 選び出し、返ってきた OpportunityLineItem レコードの配列について繰り返し処理し、 
// 見積もりを集計する 
Double tot = 0; // 集計中の総額 
Integer i = 0; // 品目数 
 

// マップからそれぞれの商談とその商談商品を取得 
Opportunity opp = opportunityMap.get(quote.opportunity__c); 
// 見積もりが商談に関連づけられていないときは、スキップする 
if(opp == null) continue; 

 
for (opportunitylineitem oppline : opp.OpportunityLineItems) { 

i++; 
// 各商談商品につき、 
// 総額を計算し、 
if (oppline.unitprice != null && oppline.quantity != null) 

tot += oppline.unitprice * oppline.quantity; 
 

// 新しい見積もり品目を quoteitems 配列に追加し、 
// その値を初期化する 
quoteitems.add( 
new quoteline__c( 
quote__c = q.id, 

 
// カウンタを使って品目の番号付けを行っている。 
// 上の SOQL クエリでは ORDER BY 句によって、 
// 品目を作成日順に並べているため、 
// その順番どおりに番号付けされる 
name = String.valueOf(i), 

 
// 次に、商談商品の 
// product、unit、price、quantity、total price、color 
// をコピーする 
product__c = oppline.pricebookentry.product2id, 
unitprice__c = oppline.unitprice, 
quantity__c = oppline.quantity, 
totalprice__c = oppline.totalprice, 
color__c = oppline.color__c)); 

       } 
// 見積もりの総額を設定する 
quote.total__c = tot; 

    } 
// 見積もり品目の配列全体を 
// 1 つの insert 文でデータベースに追加する 
insert quoteItemList; 
update quoteList; 

 
} finally { 

 
// 作業領域をクリーンアップするために、 
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// inQuoteTrigger を偽にリセット 
inQuoteTrigger = false; 

      } 
} 

// 引数のリストに含まれている全見積もりに対応する 
// 商談 ID の重複のない集合を生成する 
private Set<Id> getOpportunityIds(List<Quote__c> quotes) { 

Set<Id> idSet = new Set<Id>(); 
for(Quote__c quote:quotes) { 
if(quote.opportunity__c != null) idSet.add(quote.opportunity__c); 

           } 
 

return idSet; 
     } 
} 

 
このコードでは、次の点に注意してください。 

 
• このクラスは Web サービスメソッドを含んでいるため、 global と宣言されていること。 
• Apex コードが参照渡しを採用しているため、copyLineItemsFromOpp() からデータは返らない

こと。つまり、このメソッドに渡された見積もりに対するすべての変更は、このメソッドをコー

ドから呼び出した後に反映される。 
• copyLineItemsFromOpp() は強い型を持つメソッド定義を用いており、1 つの Quote__c 変数

だけしか受け取らないこと。Apex API とは異なり、Apex コードは SObject のような抽象型を

許容せず、すべてのメソッドと変数を具体的な型を指定して宣言する必要がある。 
• 同じ操作によって生成されたトリガは、inQuoteTrigger のようなクラス変数を介して相互に通

信できること。このサンプルアプリケーションでは、copyLineItemsFromOpp() が新しい見積も

りにいくつかの見積もり品目を作成する際、inQuoteTrigger を真に設定している。これにより、

コードのほかの部分は自らの実行を抑制する（課題 3「計算」で説明する）。 
 

課題 3：計算 

 

3 番目の課題は、見積もり品目を変更すると、それに関連する見積もりの総額も更新されるようにす

ることです。この場合は、QuoteLine オブジェクトに関する挿入・更新・削除の 単一のトリガを使

います。それでは、コードに従って見ていきましょう。 
 

// トリガ宣言に複数の条件を列挙したトリガで、 
// そこに示された複数のトリガをまとめて扱う単一のトリガ。 
// ここでは、可能なトリガ条件 6 種類のうち 5 種類のいずれかで起動されるよう宣言している 
trigger quoteLineTrigger on quoteLine__c 

(before insert, before update, 
after insert, after update, after delete) { 
 
// Trigger.isBefore や Trigger.isUpdate などのトリガコンテキスト変数を利用すれば、 
// 起動された条件により実行する Apex コードを選ぶ多条件トリガを作ることができる 
if (Trigger.isBefore) { 

for (quoteLine__c ql : Trigger.new) { 
 

// 見積もり品目が更新または挿入される前にこのトリガが起動された場合は、 
// 各品目の TotalPrice__c 項目が再計算される。 
// なお、この計算は、 
// このアプリケーションの計算項目で実装することもできる 
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if (Trigger.isUpdate || Trigger.isInsert) { 
ql.totalprice__c = ql.unitprice__c * ql.quantity__c; 

               } 
          } 
} else { 
 

// 課題 1 と同様に、 
// 集合を使って変更中の見積もりすべての重複のないリストを作る。 
// これは、定型一括処理の第 1 ステップ 
Set<Id> quoteIds = new Set<Id>(); 
 
// ここで、リストの大きさを取得する際と見積もりの ID を取得する際に、 
// 三項演算子を使っている点に注意。 
// 削除の場合は Trigger.old リスト変数、 
// 挿入と更新の場合は Trigger.new リスト変数を用いる 
for (Integer i = 0; i < (Trigger.isDelete ? Trigger.old.size() 

: Trigger.new.size()); i++) { 
quoteIds.add(Trigger.isDelete ? Trigger.old[i].quote__c 

: Trigger.new[i].quote__c); 
     } 
 

// 定型一括処理の第 2 ステップ 
// この集合を含む SOQL クエリを発行し、Quote に対する ID のマップを作る 
Map<Id, Quote__c> quotes = new Map<Id, Quote__c>( 

[select id, total__c from quote__c where id in :quoteIds]); 
// Trigger.old または Trigger.new に含まれる各見積もり品目の quoteId を取得する 
for (Integer i = 0; i < (Trigger.isDelete ? Trigger.old.size() 

: Trigger.new.size()); i++) { 
String quoteId = Trigger.isDelete ? Trigger.old[i].quote__c 

: Trigger.new[i].quote__c; 
 

// 見積もり品目が更新または削除された後に起動された場合は、 
// 親見積もりの total__c 項目を再計算する必要がある。 
// 見積もりの挿入中に起動された場合 
// （つまり、util.copyLineItemsFromOpp メソッドと同じ見積もりを 
// 対象としている場合）は、以降の処理をスキップする（課題 2 を参照） 
if (quoteId == util.quoteId) continue; 

 
// 定型一括処理の第 3 ステップ 
// 親見積もりの取得（上で作った集合の中にあるはず） 
quote__c q = quotes.get(quoteId); 
 
// 見積総額が未設定の場合は、 
// ここでゼロに設定しておく 
if (q.total__c == null) q.total__c = 0; 
 
// 見積もり品目が挿入された場合は、 
// 見積もりの総額に加算 
if (Trigger.isInsert && Trigger.new[i].totalprice__c != null) { 
q.total__c += Trigger.new[i].totalprice__c; 
} 
 
// 見積もり品目が更新された場合は、 
// 新しい品目の総額を加算し、 
// 古い品目の総額を減算 
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if (Trigger.isUpdate) {  
if (Trigger.new[i].totalprice__c != null) 
q.total__c += Trigger.new[i].totalprice__c; 
if (Trigger.old[i].totalprice__c != null) 
q.total__c -= Trigger.old[i].totalprice__c; 

      } 
// 見積もり品目が削除された場合は、 
// 減算 
if (Trigger.isDelete && Trigger.old[i].totalprice__c != null) { 
q.total__c -= Trigger.old[i].totalprice__c; 
} 

   } 
 

// 定型一括処理の第 4 （ 終）ステップ 
// すべての見積もりをまとめて更新する 
update quotes.values(); 

  } 
} 

 
このコードでは、次の点に注意してください。 
 
• 定型的な一括処理であること。 
 

1. 更新の必要なレコードすべての ID を重複なく含む集合を作る（ここでは、Trigger.new ま

たは Trigger.old に含まれる見積もり品目の親見積もりレコードの重複のない集合）。 
2. その集合を含む SOQL クエリを発行し、ID からレコードそのものへのマップを作る

（Map<Id, quote__c>）。 
3. そのマップを使って、Trigger.new または Trigger.old に含まれるレコードごとに、適

切なレコードにアクセスし、適切な更新を行う。 
4. データベースをバルクで更新する。 

 
• トリガの起動が、新たに見積もりが作成される際に新しい見積もり品目が挿入されたことによる

ものか、既存の見積もりに対して品目が追加または更新されたことによるものかを判定するため

に、quoteId クラス変数を利用していること。既存の見積もりに関するものであれば、見積もり

の総額を更新する必要がある。 
 
課題 4：削除の抑止 

 

4 番目の課題は、次のレコードや項目をユーザに削除されないようにすることです。 
 
• 見積もりのある商談 
• いずれかの商談の主見積もりとなっている見積もり 
• 既存見積もりの Primary 項目の値 
 
Apex コードでは、addError() メソッドを使うことで、ある操作の実行を阻止することができます。

この仕組みを利用すれば、商談のトリガと課題 2 「レコードのコピー」（p.24）で扱った見積もり

トリガに addError() を付け加えることで、この課題を実現することができます。 
 

Note: 読みやすくするため、この課題に関係しないコードは省略してあります。 
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// 見積もりを持つ商談の削除を抑止するトリガ 
trigger oppTrigger on Opportunity (before delete) { 
 

// Trigger.oldMap は、削除されようとしている商談に 
// ID からマップするトリガコンテキスト変数。 これを含む SOQL クエリを発行し、 
// 関連する見積もりのリストを作る 
for (Quote__c q : [select opportunity__c from quote__c 

where opportunity__c in :Trigger.oldMap.keySet()]) { 
 

// 有効な見積もりごとに Trigger.oldMap から関連する商談を取り出し、 
// その商談にエラーメッセージを付けることにより 
// 削除を抑止する 
Trigger.oldMap.get(q.opportunity__c).addError( 

'Cannot delete opportunity with a quote'); 
     } 
} 
 
// 商談の主見積もりの削除と、既存見積もりの Primary 項目の 
// リセットを抑止する見積もりトリガ。 
// このトリガには、課題 2 のコードも含まれている点に注意 
trigger quoteTrigger on quote__c (before update, before delete, 

after insert) { 
if (Trigger.isBefore) { 

if (Trigger.isUpdate) { 
// まず、この更新が、主見積もりの Primary 項目を 
// 偽に設定するものではないことを確認する。 
// 更新されようとしている見積もりに対して、 
// 古いバージョンと新しいバージョンのコピーを作る 
// （新しいリストと古いリストを同時に使うのは、定型的な一括トリガ技法の一つ） 
for (Integer i = 0; i < Trigger.old.size(); i++) { 

Quote__c old = Trigger.old[i]; 
Quote__c nw = Trigger.new[i]; 
if (old.primary__c && !nw.primary__c) { 
 

// 見積もりの Primary フラグを付け替えるトランザクションの中を除き、 
// Primary フラグを別の見積もりに付け替えることはできない。 
// 次の if 文は、古い見積もりの opportunityId と 
// util クラスの opportunityId 変数を比較することで、 
// 上記条件の不成立を確認している 
// （課題 5 を参照） 
if (util.opportunityIds.contains (old.opportunity__c)) { 

nw.Primary__c.addError('Primary quote cannot 
be marked non-primary'); 

} 
                } 
             } 
        } 
 

// 次に、削除されようとしている見積もりが主見積もりでないことを確認する 
if (Trigger.isDelete) { 

for (Quote__c q : Trigger.old) { 
// 主見積もりを削除しようとしている場合は、 
// addError() を使って削除を抑止する 
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if (q.primary__c) { 
q.addError('Primary quote cannot be deleted'); 

} 
                 } 
            } 

} else { 
// 課題 2 のためのコード 
for (Quote__c q : Trigger.new) { 

util.copyLineItemsFromOpp(q); 
           } 
        } 
} 

 
Note：ここに示したコード例では、読みやすくするためにリテラル文字列（引用符で囲まれ

た文字列）の途中で改行した箇所がありますが、Apex コードスクリプトではリテラル文字

列を途中で改行することはできません。上記のコードをそのままコピーして使うとエラーに

なります。 
 
 
課題 5: 主見積もりの一意性 

 

5 番目の課題は、新しい見積もりが主見積もりになる場合、関連するすべての見積もりの Is Primary 
フラグを偽にすることです。ここでは、課題 2「レコードのコピー」（p.24）と課題 4「削除の抑止」

（p.29）で説明した見積もりトリガに Trigger.isAfter if 文を、util クラスにメソッドを追加す

ることで実現しています。 
 

Note：読みやすくするため、この課題に関係しないコードは割愛してあります。 
 
 

 
 

// after update の条件を追加した見積もりトリガ 
trigger quoteTrigger on quote__c (after insert, after update, 

before update, before delete) { 
if (Trigger.isBefore) { 

// 読みやすくするため、課題 4 のコードは割愛 
} else { 

// 課題 2 のコードは 
// if で囲む 
if (Trigger.isInsert) { 

for (Quote__c q : Trigger.new) { 
util.copyLineItemsFromOpp(q); 

               } 
          } 
 

// 見積もりが挿入または更新されても、Primary とされるレコードが 1 つだけであることを 
// 保証するためにTrigger.new に含まれ Primary になるはずの見積もりが 
// 参照する商談をすべて取得し、 
// それ以外の見積もりの Primary フラグを偽に設定する。 
// ただし、複数のレコードを同じ商談の主見積もりにしようとしている場合 
// があり得るので注意が必要。 
 
// Primary とされている見積もりの置き場所 
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List<Quote__c> primaries = new List<Quote__c>(); 
 
// Primary にしようとしている見積もりを 
// 持つ商談の ID のマップの置き場所 
Map<Id, Id> opWithPrimary = new Map<Id, Id>(); 
 
// 複数の見積もりを同じ商談の主見積もりにしようとしている場合、 
// その見積もりの置き場所 
Set<Id> badQuotes = new Set<Id>(); 
 
for (Integer i = 0; i < Trigger.new.size(); i++) { 

Quote__c nw = Trigger.new[i]; 
// 挿入されたばかりの見積もり、 
// または、Primary ではなかった見積もりを、Primary にする場合 
if (nw.primary__c && (Trigger.isInsert || !Trigger.old[i].primary__c)) { 

// この見積もりを持つ商談に対して 
// 主見積もりになろうとしている見積もりがすでにある場合は 
if (opWithPrimary.containsKey(nw.opportunity__c)) { 

// どちらの見積もりも不正とし、記録する 
badQuotes.add(opWithPrimary.get(nw.opportunity__c)); 
badQuotes.add(nw.Id); 

} else { 
// この見積もりは、今のところ問題がないので、リストに追加する 
primaries.add(nw); 
// ほかの見積もりも同じ商談の主見積もりになろうとしている場合がありうるので、 
// 商談を記録しておく 
opWithPrimary.put(nw.opportunity__c, nw.Id); 

} 
        } 
     } 
 

// 不正な見積もりをマークする 
for (Id bad : badQuotes) { 

Quote__c q = Trigger.newMap.get(bad); 
q.primary__c.AddError('More than one quote is attempting to be primary 

for this opportunity: ' + q.opportunity__c); 
} 

 
// 問題のない見積もりの集合から不正な見積もりを取り除く。 
// まず、ID を集合にコピーすることで重複を除いてから 
// 不正な見積もりの ID を削除する 
Set<Id> primaryIds = new Set<Id>(); 
for (Quote__c q : primaries) 

primaryIds.add(q.Id); 
 
primaryIds.removeAll(badQuotes); 
// これで、重複がなく、問題のない見積もりの ID の集合ができた。 
// これを使って、対応する Quote__c オブジェクトを取得する 
primaries.clear(); 
util.opportunityIds.clear(); 
for (Id primId : primaryIds) { 

Quote__c q = Trigger.newMap.get(primId); 
primaries.add(q); 
// 新たに主見積もりを設定しようとしている商談の ID を 
// トリガを超えて保存しておく必要がある。 
// そこで、before update トリガは主見積もりがないというエラーを発生させない 
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util.opportunityIds.add(q.opportunity__c); 
} 
// util クラスの getOtherPrimaryQuotes() を呼び出し、 
// その結果を見積もりのリストに置く 
Quote__c[] others = util.getOtherPrimaryQuotes(primaries); 
// そして、その中に含まれる見積もりの Primary フラグを偽に設定し、 
// リストを更新する 
for (quote__c q : others) { 

q.primary__c = false; 
} 
try { 

update others; 
} finally { 

util.opportunityIds.clear(); 
} 

   } 
} 

global class util { 
// トリガ間で通信するためのクラス変数を定義する 
public static Boolean inQuoteTrigger; 
public static Set<Id> opportunityIds = new Set<Id>(); 
// 引数にある見積もりを除いて、 
// 引数にある見積もりに関連するすべての商談に対する主見積もりを返す。 
// 引数にある見積もり以外に主見積もりがない場合は null を返す 
public static Quote__c[] getOtherPrimaryQuotes(List<Quote__c> qs) { 

// 引数にある見積もりが参照する商談すべてのリストを取得する 
List<Id> ops = new List<Id>(); 
for(Quote__c q : qs) 

ops.add(q.opportunity__c); 
 

// 引数にある見積もりを除いて、 
// その商談を参照するすべての見積もりを取得する 
Quote__c[] others = [select id from quote__c 

where opportunity__c = :ops 
and id not in :qs and primary__c = true]; 

return others; 
} 
// 読みやすくするため、この課題に関係しないコードは割愛 

} 
 

Note：ここに示したコード例では、読みやすくするためにリテラル文字列（引用符で囲まれ

た文字列）の途中で改行した箇所がありますが、Apex コードスクリプトではリテラル文字

列を途中で改行することはできません。上記のコードをそのままコピーして使うとエラーに

なります。 
 
課題 4「削除の抑止」（p.29）のコードには不十分なところがありましたが、これは課題5のコード

で補完されます。つまり、課題 4 では、更新の前に Primary 項目を偽に設定することはできませ

んでした。しかし、課題 5「主見積もりの一意性」 の Trigger.isAfter コードの中で、新しい主

見積もりが挿入された後、すべての見積もりの Primary 項目が偽に設定されます。まとめると、ロ

ジックは次のようになります。 
 
1. 新しい Quote の Primary 項目をオンにし、挿入する 
2. ほかのすべての見積もりの Primary 項目をオフにする 
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このロジックが可能なのは before と after トリガが同じトランザクションの中で実行されるか

らで、すべての準備が揃ってからコミットされます。 
 

Note：Apex コードは、まだコミットされていない処理中のデータ変更を扱うこと

ができます。この課題では、上記のトリガを含めて、すべての操作が正しく完了する

まで、何もコミットされません。すべてのトリガが正しく完了した時点で、データは

自動的にコミットされます。 
 
サンプルアプリケーションのテスト 

 
正しく書かれたデータ中心アプリケーションであるためには、単体テストと機能テストによって、正

しく機能することを確認しなければなりません。サンプルアプリケーションに組み込まれている機能

テストについては、第 8 章の「テストとコードガバレッジ」（p.174）に例と解説がありますので参

照してください。 
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第 3 章 
Apex コードのデータ型、変数、式 

 
この章の内容 
• データ型 
• コレクションの反復処理 
• 変数 
• 式 
 

この章では、Apex コードを構成する、基本的および複合的なデ

ータ型、変数および定数を宣言する構文、演算子と式について、

その概要を説明します。 
 
この章で説明するルールのほとんどは、Java と Apex Web サー

ビス API をモデルとして作られています、したがって、それら

についてご存じであれば理解するのは容易でしょう。Java や 
API と大きく異なるのは、次の部分です。 
 
• 「SObject 型」 Apex コードでは、Apex プラットフォーム

データベースに保存されている任意のオブジェクトのこと

を SObject と呼ぶ。Web サービス API の場合とは異なり、

SObject 型を変数の宣言やメソッドの定義に使うことはで

きない。オブジェクトレコード変数のインスタンス化には、

次の例に示すように、必ず、強く型付けされた変数――オブ

ジェクト型を指定して宣言された変数――を用いなければ

ならない。 
 
Account a = new Account();                                  
MyCustomObject__c co;                                        

 
• 「SObject のリスト」 Apex コードの中で SObject レコー

ドの配列をデータベースに挿入または更新挿入すると、特別

なコードを何も書かなくても、新しいレコードには一意的な 
ID が自動的に割り振られる。このため、その配列に含まれ

るすべてのレコードは互いに異なるメモリー位置を参照し

ていなければならない。1 つの配列の中に重複した参照が存

在することは許されず、あれば例外が発生する。 
• 「SObject の配列によるマップの作成」 Apex コードでは、

SObject レコードの配列を基に ID から SObject へのマッ

プを簡単に作ることができる。 
• 「大文字と小文字の区別」 Apex コードでは、大文字と小

文字を区別しない。 
• 「SOQL クエリ」 Apex コードでは、文中に Sforce Object 

Query Language（SOQL）の文を埋め込み、そのクエリの結

果を使って SObject レコードの配列にデータを設定するこ

とができる。こうした形で SOQL クエリを利用することに

より、データベース上のデータに速やかにアクセスすること

ができる。 
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データ型 

 
Apex コードでは、すべての変数と式が次のいずれかのデータ型を持っています。 

 
• 基本データ型 Integer、Double、Date、Datetime、String、ID、Boolean など。「基本データ型」

（p.36）を参照。 
• SObject 型 Account、Contact、MyCustomObject__c など。「SObject 型」（p.38）を参照。 
• コレクション型 次の 3 種類がある。 
 

• リスト（配列） 要素となるのは、基本データ型、SObject、Apex コードのクラスから作ら

れたオブジェクト、およびその他のコレクション。「リスト」（p.41）を参照。 
• 集合 要素となるのは、基本データ型。「集合」（p.43）を参照 
• マップ 基本データ型から、基本データ型、SObject、およびその他のコレクションへの対

応。「マップ」（p.43）を参照。 
 

• ユーザが定義した Apex コードのクラスから作られたオブジェクト 第 7 章「クラスおよび 
Apex コード の起動」（p.124）を参照。 

• システムが提供している Apex コードのクラスから作られたオブジェクト Pattern クラスや 
Matcher クラスなどによる。第 5 章「Pattern クラスと Matcher クラス」（p.79）を参照。 

• Null 定数 null だけが持つデータ型。すべての変数に代入可能。 
 
メソッドが値を返す場合、その値はすべてリスト型になります。値を何も返さないメソッドは Void 
型です。 
 
データ型は、コンパイル時に厳密に検査されます。たとえば、オブジェクトの Integer 項目に String 
型の値を代入するとエラーになります。コンパイル時に発生した例外については、固有のエラーコ

ードだけでなく、該当個所の行番号と桁位置が通知されます。詳細については、第 8 章「Apex コ
ード のデバッグ」（p.171）を参照してください。 
 
 
基本データ型 

 
Apex には、Web サービス API と同じ、以下の基本データ型があります。 
 
データ型 説明 
Boolean true、false、null のいずれかを値とします。 

 
Boolean isWinner = true;                                   
 

Date 日付を値とする。Datetime とは異なり、時刻に関する情報は含ま

れません。この値は、必ず、システムの静的メソッドで作る必要

があります。第 6 章の「システム静的メソッド」（p.86）と「Date
のメソッド」（p.107）を参照してください。 

Datetime timestamp のように、日付および時刻を値とします。この値は、

必ず、システムの静的メソッドで作る必要があります。第 6 章の

「システム静的メソッド」（p.86）と「Datetimeのメソッド」（p.108）
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を参照してください。 
Double 小数点を含む 64 ビットの数。 

Double d=3.14159;                                             
科学的記数法（e）はサポートされていません。 

ID 18 文字から成る Apex レコード識別子。 
ID id=00300000003T2PGAA0;                                   
ID に15文字の値を設定すると、Apex コードが自動的に 18 文字

表記に変換します。ID として不正な値の場合はランタイム例外が

発生します。 

Integer 小数点を含まない 32 ビットの数。最小値は -2,147,483,648、最

大値は 2,147,483,647。 
Integer i = 1;                                                 

String 単一引用符で囲まれた文字の集まり。 
String s = 'The quick brown fox jumped over the lazy dog.';  
空文字列と末尾のホワイトスペース SObject に含まれる String 
項目の値については、Web サービス API のルールに従います。

つまり、空（null）であってはならず、先頭および末尾はホワイ

トスペースであってはなりません。これは、データベースストレ

ージからの要請によります。 
一方、Apex コードの String は空列 null でもよく、前後にホワ

イトスペースがあっても問題ありません（たとえば、メッセージ

を作る際に必要となります）。 
エスケープシーケンス Apex コードの String では、SOQL の文

字列の場合と同じエスケープシーケンスを使うことができます。

使えるのは、\b（バックスペース）、\t（タブ）、\n（改行）、\f
（改ページ）、\r（復帰）、\"（二重引用符）、\'（単一引用符）、

\\（バックスラッシュ）です。 
関係演算子 Java とは異なり、String に対して関係演算子を適用

することができます。使えるのは、==、!=、<、<=、>、>=です。こ

の場合、SOQL における比較と同じ解釈が適用されます。したが

って、比較の結果はコンテキストユーザのロケールによって変わ

り、大文字と小文字は区別されません。詳しくは、「式で使える

演算子」（p.48）を参照してください。 
String メソッド Java 同様、String を扱う標準メソッドが多数用

意されています。第 6 章の「String のメソッド」（p.104）を参

照してください。 

 
 
以上のほか、変数やメソッドには使えない非標準の基本データ型が 2 種あります。これらは、シス

テムの静的メソッドの中にだけ現れます。 
 

• AnyType 静的メソッド valueOf() は、この型の SObject 項目を受け、標準の基本データ型に

変換する。Apex プラットフォームデータベースの中で、項目履歴管理表の SObject 項目に対

してのみ使われる。 
• Currency 静的メソッド Currency.newInstance() は、この型のリテラルを作成する。このメ
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ソッドは、SObject の currency 項目を条件として指定する際、SOQL の WHERE 句の中でのみ

使われる。 
AnyType データ型と Currency データ型の詳細については、

www.salesforce.com/us/developer/docs/api/index_CSH.htm#field_types.htm を参照してくださ

い。 
 

これらのデータ型が使われているメソッドの詳細については、第 6 章の「システム静的メソッド」

（p.86）を参照してください。 
 

SObject 型 

 
SObject という用語は、Apex コードでは、Apex プラットフォームデータベースに保存することの

できる任意のオブジェクトを指します。SObject 変数はデータの行を表し、次の例に示すように、

そのオブジェクトの Web サービス API 名を使って宣言します。 
 

Account a = new Account(); 
MyCustomObject__c co = new MyCustomObject__c();  

 
Web サービス API では総称的な SObject 抽象型を使って任意のオブジェクトレコードを表すこ

とができますが、Apex コードでは、オブジェクト変数は強い型付けで宣言しなければなりません。

その代わり、オブジェクトや項目の参照をコンパイル時に検証することができます。 
 
SObject 変数は null に初期化されますが、次の例に示すように、new 演算子を使って適切なオブ

ジェクト参照を設定することができます。 
 

Account a = new Account(); 
 
新しい SObject を作る際、<name>=<value> の対をカンマで区切って並べることで、項目の初期

値を指定することもできます。 
 
たとえば、次のようにします。 
 

Account a = new Account(name = 'Acme', billingcity = 'San Francisco');  
 
Apex プラットフォームデータベースに存在する SObject の使い方については、「SOQL クエリ」

（p.54）を参照してください。 
 

Note：SObject の ID は読み込み専用です。コピー操作の際にクリアされ、コンストラクタ

の適用時に設定されることを除き、Apex コードから明示的に変更することはできません。

ID は、オブジェクトレコードがデータベースにはじめて挿入される際、Apex プラットフ

ォームによって自動的に設定されます。詳細については、「SObject のリスト」（p.42）を

参照してください。 
 
 
SObject の項目へのアクセス 

 

Java と同じように、SObject 項目は単純なドット記法で参照したり変更したりすることができます。 
 

Account a = new Account(); 
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a.name = 'Acme'; // 取引先名項目にアクセスし Acme を設定する 
Apex コードでは、SObject の項目値の変更には、コンテキストユーザに対してそのとき有効なす

べてのパーミッションが適用されます。したがって、Created By や Last Modified Date など、

システムが生成した項目の値を変更しようとすると、Apex コードランタイムエンジンがエラーと

します。計算項目など、コンテキストユーザにとって読み込み専用の項目の値を変更することもで

きません。 
 
 
関係を介した SObject 項目へのアクセス 

 

SObject レコードは、ほかのレコードとの関係を 2 種類の項目を使って表します。一つは ID。も

う一つは、関連づけられている SObject の表現へのアドレスです。たとえば、SObject 型の一つで

ある Contact の場合、ID 型の項目 AccountId と、関連する SObject レコードそのものを指す 
Account 型の項目 Account があります。 
 
ID 項目は、その取引先責任者に関連づけられた Account を変更するときに用い、SObject 参照項

目は、その取引先のデータにアクセスするときに用います。参照項目の値を設定するときは、SOQL 
クエリの結果を用いなければなりません（下の Note を参照）。 
 
一例として、取引先責任者と取引先を相互に関連づけ、取引先を介して取引先責任者の項目を変更

する Apex コードを下に示します。 
 

Note：コードとしての完全性を保つため、本書ではまだ説明していないことが使われて

います。 
 
• insert と update の詳細については、第 4 章の「データ操作言語（DML）文」（p.68）

を参照のこと。 
• SOQL の詳細については、「SOQL クエリ」（p.54）を参照のこと。 
 

 
Account a = new Account(name = 'Acme');  
insert a; // レコードを挿入すると、 

        // ID 項目の値が自動的に設定される  
Contact c = new Contact(lastName = 'Weissman');      
c.accountId = a.Id;          
// これで、この取引先責任者は、先ほど挿入した取引先を指すようになった        
insert c;            
               
// SOQL クエリを使って、今挿入した取引先責任者の c.account 項目のデータにアクセスし、      
// 値を設定する        
       
c = [select account.name from contact where id = :c.id];   
        
// これで、取引先責任者を介して、どちらのレコードの項目も変更可能になった    
c.account.name = 'salesforce.com';        
c.lastName = 'Roth';        
 
// ただし、データベースに反映するには、            
// 両方のレコードを個別に更新する必要がある       
update c; // 取引先責任者の姓を変更する            
update c.account; // 取引先の名称を変更する       
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Note：c.account.name など、関係を辿る式の動作には、変更する場合と値を取り出す

場合とで少し違いがあります。 
 

• 値を取り出す場合、c.account が null でも c.account.name は null と評価されるだ

けで、NullPointerException は発生しない。これは、関係を順次たどる必要があると

き、null かどうかをその都度チェックしなくてもたどれるようにするため。 
• 値を変更する場合、c.account が null だと c.account.name は 

NullPointerException を発生させる。 
 

また、次の例に示すように、insert、update、upsert の各操作で、SObject 項目キーを使って、

外部 ID により外部キーを解決することができます。 
 

Account refAcct = new Account(externalId__c = '12345'); 
 
Contact c = new Contact(account = refAcct, lastName = 'Kay'); 
 
insert c;  

 
ここで挿入された取引先責任者の AccountId は、external_id として 12345 を持つ取引先のも

のです。この条件の取引先が存在しない場合はエラーになります。 
 

Tip： 
上のコードは、次のように書くこともできます。しかし、SOQL クエリを使っているため、

効率性は劣ります。また、このコードが何度も実行されると、SOQL クエリの最大回数に

関する実行制限値に抵触する可能性があります。実行制限値の詳細については、第 8 章
 の「実行ガバナと制限値」（p.178）を参照してください。 
 

Account refAcct = [select id from Account where externalId__c='12345']; 
 
Contact c = new Contact(account = refAcct.id);  
 
Insert c;  

 
SObject と項目検証 

 

Apex コードでは、構文解析の際、スクリプトで使われているすべての SObject と項目参照が、実

際に存在するオブジェクト名と項目名に基づいて検証されます。不正な名前が使われていると、構

文解析時例外が発生します。 
 
SOQL 文については、スクリプトの構文に含まれているものだけでなく、埋め込まれているものに

ついても、そこで使用されているカスタムオブジェクトとカスタム項目が調べられます。また、次

のような変更があり Apex コードスクリプトが不正になるような場合は、その変更は抑止されます。 
 

• 項目名またはオブジェクト名の変更 
• データ型の変換 
• 項目またはオブジェクトの削除 
• レコードの共有、項目履歴管理、レコード型など、組織全体にかかわる変更 
 
共通 SObject メソッド 



 41

 

あらゆる SObject 変数には、項目値のクリア、オブジェクトのコピー、オブジェクトエラーメッセ

ージの表示のためのメソッドが組み込まれています。 
提供されている SObject システムメソッドの一覧など、詳細については第 6 章の「SObject のメ

ソッド」（p.103）を参照してください。 
 

リスト 

 
リストは順序づけられたコレクションで、添え字によって要素の識別が可能なものです。要素にで

きるのは、基本データ型のデータ、SObject、Apex コードオブジェクト、コレクションです。下図

は、模式的に表した String リストの一例です。 
 
添え字 0 添え字 1 添え字 2 添え字 3 添え字 4 添え字 5 
'Red' 'Orange' 'Yellow' 'Green' 'Blue' 'Purple' 
 
添え字は、必ず、0 からはじまります。 
 
リストはコレクションを要素とすることができますから、Integer の集合のリストのリストなど、入

れ子にして多次元を表現することができます。入れ子の深さは 5 レベルまでです。 
 
リストは、キーワード List の後に、基本データ型、SObject 型、入れ子のリスト、マップ、集合

の名前を <> で囲んで指定し、宣言します。 
 

List<String> my_list = new List<String>(); 
List<List<Set<Integer>>> my_list_2 = new List<List<Set<Integer>>>();  

 
リストに含まれる要素には、Apex コードがあらかじめ用意しているシステムメソッドを使ってア

クセスします。 
 

List<Integer> l = new List<Integer>(); // 新しいリストを作る  
l.set(0, 1);    // 添え字 0 の要素として整数 1 を挿入する 
l.get(0);     // 添え字 0 の要素を取り出す 
myIntArray.add(47);    // 値 47 をリストの最後に追加する 
myIntArray.clear();    // リストのすべての要素を削除する 

 
提供されているメソッドの一覧など、詳細については第 6 章の「List のメソッド」（p.94）を参照

してください。 
  

Note: ：リストが持てる要素は 1000 個までです。この制限を超えるとランタイム例外

が発生します。実行制限値の詳細については、第 8 章の「実行ガバナと制限値」（p.178）
を参照してください。 
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基本データ型のデータまたは SObject を要素とする 1 次元リストの配列記法 

 

基本データ型のデータまたは SObject を要素とする 1 次元リストの場合は、伝統的な配列記法を

使って、リストを宣言したり要素を参照したりすることができます。宣言の場合は、基本データ型

または SObject 型の名前の後に [] を書きます。 
 

String[] colors = new List<String>();  
 
要素を参照するときは、リスト名の後に、参照する要素の添え字をかぎかっこに入れて指定します。 
 

colors[3] = 'Green';   
 
すべてのリストは null で初期化されますが、リテラルを使って値を代入したり、メモリーを割り

付けたりすることができます。いくつか、例を挙げましょう。 
 
例 説明 
List<Integer> ints = new Integer[0]; 要素を持たない Integer リスト 
List<Account> accts = new Account[]{}; 要素を持たない Account リスト 
List<Integer> ints = new Integer[6]; Integer 6 つ分のメモリーを持つ Integer リスト
List<Account> accts = new Account[]{new 
Account(), null, new Account()}; 

Account 3 つ分のメモリーを持つ Account リス

ト。1 番目の要素は新しい Account オブジェク

ト、2 番目は null、3 番目はもう一つの新しい

Account オブジェクト 
List<Contact> contacts = new 
List<Contact>(otherList); 

新しいリストを使った Contact リスト 

 
 
SObject のリスト 

 

SObject のリストに含まれている各オブジェクトの ID は、そのリストをデータ操作言語（DML）
の文によってデータベースに挿入または更新挿入し、正常終了したときに、Apex によって 生成さ

れます。したがって、SObject のリストが同じ SObject を複数含んでいる場合、そのリストを挿入

または更新挿入することはできません。ID が null の場合でも同じことです。これはメモリー上の 
1 つの部分に 2 つの ID を書き込む必要があることを意味し、不合理だからです。 
 
たとえば、次のコードを見てください。この insert 文は ListException を引き起こします。な

ぜなら、同じ SObject（a）への参照を 2 つ持っているリストを挿入しようとしているからです。 
 

try { 
 
  // 1 つの SObject 要素への参照を 2 つ持つリストを作成し、 
  Account a = new Account(); 
  Account[] accs = new Account[]{a, a}; 
 
  // 挿入を試みると、 
  insert accs; 
  
  // ここには来ずに、  
  System.assert(false); 
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} catch (System.ListException e) { 
  // ここにジャンプする 
} 

 
DML 文の詳細については、第 4 章の「データ操作言語（DML）文」（p.68）を参照してください。 
 

集合 

 
集合は順序のないコレクションで、要素の重複はありません。要素にできるのは、基本データ型の

データです。下図は、模式的に表した都市名の集合です。 
 

'San Francisco' 'New York' 'Paris' 'Tokyo' 
 
集合は、キーワード Set の後に基本データ型の名前を <> で囲んで指定し、宣言します。 
 

new Set<String>()  
 
たとえば、次のように宣言し、要素を設定します。 
 

Set<String> s1 = new Set<String>{'a', 'b + c'}; // 2 つの要素を持つ新しい集合 
Set<String> s2 = new Set<String>(s1); // 上で作った集合を要素とする新しい集合 

 
集合に含まれる要素には、Apex コードがあらかじめ用意しているシステムメソッドを使ってアク

セスします。 
 

Set<Integer> s = new Set<Integer>(); // 新しい集合を宣言する 
s.add(1);      // その集合に要素 1 を追加する 
System.assert(s.contains(1));   // 集合に要素 1 が含まれているべきことを宣言する 
s.remove(1);     // 集合の要素 1 を削除する 

 
提供されているメソッドの一覧など、詳細については第 6 章の「Set のメソッド」（p.97）を参照

してください。 
 

Note：集合が持てる要素は 1000 個までです。この制限を超えるとランタイム例外が

発生します。実行制限値の詳細については、第 8 章の「実行ガバナと制限値」（p.178）
を参照してください。 

 
 

Note：Java とは異なり、Apex コードでは、宣言の中で集合の実装に使うべきアルゴリ

ズム（HashSet や TreeSet など）を参照する必要はありません。Apex コードでは、

常に、ハッシュ構造が用いられます。 
 
 
マップ 

 
マップはキーと値から成る対のコレクションで、重複のないキーが 1 つの値に対応しているもので

す。キーに使えるのは基本データ型のデータだけですが、値には基本データ型のデータのほか、

SObject、コレクション、Apex コードオブジェクトも使えます。 
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下図は、模式的に表した国と通貨のマップです。 
 

Country (キー) 'United States' 'Japan' 'France' 'England' 'India' 
Currency (値) 'Dollar' 'Yen' 'Euro' 'Pound' 'Rupee' 

 
リスト同様、値としてコレクションを含むことができ、Integer から、String からリストへのマッ

プへのマップなど、入れ子にすることもできます。入れ子の深さは 5 レベルまでです。 
 
マップは、キーワード Map の後にキーのデータ型と値のデータ型を <> で囲んで指定し、宣言し

ます。 
 

Map<String, String> country_currencies = new Map<String, String>(); 
Map<ID, Set<String>> m = new Map<ID, Set<String>>(); 
Map<ID, Map<ID, Account[]>> m2 = new Map<ID, Map<ID, Account[]>>(); 

 
リストを使ってマップにキーと値の対を設定することができます。次の例に示すように、中かっこ

（{}）を使い、その中に、キー、「=>」、そのキーに対応する値を、この順に書いて宣言します。 
 

Map<String, String> MyStrings = new Map<String, String>{'a' => 'b', 'c' =>  
'd'.toUpperCase()}; 

Account[] accs = new Account[5];  // Account[] は List<Account> と同じ意味 
Map<Integer, List<Account>> m4 = new Map<Integer, List<Account>>{1 => accs}; 

 
最初の例では、キー a の値は b、c の値は D です。2番目の例では、キー 1 の値はリスト accs で
す。 
 
マップに含まれる要素には、Apex コードがあらかじめ用意しているシステムメソッドを使ってア

クセスします。 
 

Account myAcct = new Account();  // 新しいアカウントを作る 
Map<Integer, Account> m = new Map<Integer, Account>(); // 新しいマップを作る 
m.put(1, myAcct);   // マップにキーと値の新しい対を挿入する 

System.assert(!m.containsKey(3));   // キー 3 がマップに含まれているべきことを宣言する 
Account a = m.get(1);  // キー 1 に対応する値を取り出す 
Set<Integer> s = m.keySet(); // マップに含まれるすべてのキーを含む集合を取得する 

 
提供されているマップシステムメソッドの一覧など、詳細については第 6 章の「Map のメソッド」

（p.101）を参照してください。 
 

Note：マップが持てる要素は 1000 個までです。この制限を超えるとランタイム例外が

発生します。実行制限値の詳細については、第 8 章の「実行ガバナと制限値」（p.178）
を参照してください。 

 
 

Note：Java とは異なり、Apex コードでは、宣言の中でマップの実装に使うべきアルゴ

リズム（HashMap や TreeMap など）を参照する必要はありません。Apex コードは、

すべてのマップにハッシュ構造を用います。 
 
 
SObject の配列によるマップの作成 
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ID または String のデータ型から SObject へのマップは、SObject のリストで初期化することが

できます。オブジェクトの ID（null ではなく、重複があってはいけません）がキーになります。こ

の形のマップは、メモリー上で 2 つの表を「結合」するために広く使われています。たとえば、次

の例は ID と Contact のマップをロードします。 
 

Map<ID, Contact> m = new Map<ID, Contact>([select id, lastname from contact])  
 
この SOQL クエリは id 項目と lastname 項目を含む取引先責任者のリストを返します。new() 
メソッドは、そのリストを使ってマップを作ります。詳細については、「SOQL クエリ」（p.54）
を参照してください。 
 
 
コレクションの繰り返し処理 

 
コレクションを繰り返し処理しながら、そのコレクションの要素を変更することはできません。変

更すれば、エラーになります。リスト、集合、マップはコレクションの一種です。それらを繰り返

し処理しながら、その要素を直接追加したり削除したりしてはいけません。 
 
繰り返し処理による要素の追加 

 
リスト、集合、マップを繰り返し処理しながら要素を追加する場合は、その要素をいったん一時的

なリスト、集合、マップに集め、繰り返し処理が終わってから追加します。 
 
繰り返し処理による要素の削除 

 
リストを繰り返し処理しながら要素を削除する場合は、新しいリストを作り、削除しない要素をコ

ピーします。あるいは、削除したい要素を一時的なリストに集め、繰り返し処理が終わってから削

除します。 
 

Note: 
List.remove() の処理は線形的に行われますから、これを使って要素を削除すると時

間と資源を浪費します。 
 
マップや集合を繰り返し処理しながら要素を削除する場合は、削除したいキーを一時的なリストに

集め、繰り返し処理が終わってから削除します。 
 
 
変数 

 
ローカル変数の宣言 

 
ローカル変数は、Java に類似の構文で宣言します。 
 

Integer i = 0; 
String str; 
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Account a; 
Account[] accts; 
Set<String> s; 
Map<ID, Account> m; 

 
Java と同じように、複数の変数をカンマで区切って並べ、 1 つの文でまとめて宣言し、初期化す

ることもできます。 
 

Integer i, j, k; 
 
すべての変数は値として null を取ることができ、値が与えられていない場合は null で初期化さ

れます。次の例では、i と k には値が指定されていますが、j には指定がないので null が設定

されます。 
 

Integer i = 0, j, k = 1; 
 
変数はブロックのどこででも宣言することができます。その場合、スコープはそこから先になりま

す。サブブロックでは親ブロックで使われている変数名を再定義することはできませんが、並立す

るブロック間では変数名を再利用することができます。 
 

Integer i; 
{ 
 // ここでは、Integer i という宣言はできない 
} 
for (Integer j = 0; j < 10; j++); 
for (Integer j = 0; j < 10; j++); 

 

大文字と小文字の区別 

 
SOQL クエリでは大文字と小文字を区別しません。そこで、混乱を回避するため、Apex コードで

も大文字と小文字を区別していません。 
 

• 変数名とメソッド名では、大文字と小文字を区別しない。 
 

Integer I; 
// ここで、Integer i と書くとエラーになる 

• オブジェクト参照と項目名では、大文字と小文字を区別しない。 
 

Account a1; 
ACCOUNT a2; 

 
• SOQL 文では、大文字と小文字を区別しない。 
 

Account[] accts = [sELect ID From ACCouNT where nAme = 'fred']; 
 
フィルタリングは Web サービス API と Salesforce ユーザインターフェースにおける比較の基

礎となるものですが、そのフィルタリングについても Apex コードは SOQL と同様に解釈します。

このことから、留意すべき挙動がいくつか生じます。たとえば、値がアルファベットの m よりも

前に来る（つまり、値 < 'm'）というフィルタに基づいてレポートを生成すると、その結果には null 
項目も含まれることになります。値を持たない項目の値は、本当は null ですが、ユーザは普通「空

白」文字が入っているかのように受け止めています。これが、このような動作を正当化する根拠で
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す。Apex コードでは、次の式の評価はいずれも真になります。 
 

String s; 
System.assert('a' == 'A'); 
System.assert(s < 'b'); 
System.assert(!(s > 'b')); 

 
Note：上の場合は s < 'b' は真と評価されますが、'b.'compareTo(s) はエラーにな

ります。文字と null 値を比較しているからです。 
 
 
定数 

 
定数は、キーワード final を付けて宣言します。これは、高々1 回しか値を代入することのでき

ない変数という意味です。その値は宣言の中で指定します。また、クラスの中で宣言する場合は、

静的初期化メソッドで設定することもできます。 
 

public class myCls { 
   static final Integer   PRIVATE_INT_CONST; 
   static final Integer   PRIVATE_INT_CONST2 = 200; 
 
   public static Integer calculate() { 
      return 2 + 7; 
   } 
 
   static { 
      PRIVATE_INT_CONST = calculate();  
   }  
} 

 
詳細については、第 7 章の「final キーワードの使用」（p.138）を参照してください。 

 

式 

 
式は、変数、演算子、それらを評価して 1 つの値にするメソッドの起動から構成されています。

Apex コードには、次に示す種類の式があります。 
• リテラル式 
 

1 + 1 
 
• 新しい SObject、Apex コードオブジェクト、リスト、集合、マップ 
 

new Account(<field_initializers>) 
new Integer[<n>] 
new Account[]{<elements>} 
new List<Account>() 
new Set<String>{} 
new Map<String, Integer>() 
new myRenamingClass(string oldName, string newName) 

 
• 代入演算子の左辺値（L 値）として使うことのできる値すべて。具体的には、変数、1 次元リ
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ストの要素の位置、ほとんどの SObject や Apex コードオブジェクトの項目参照 
 

Integer I 
myList[3] 
myContact.name 
myRenamingClass.oldName 

 
• L 値にはならない SObject への項目参照 

• リストの中の SObjectの ID。「SObject のリスト」（p.42）を参照のこと 
• SObject に関連する子レコードの集合（ある取引先に関連づけられている取引先責任者の

集合 など）。この種の式は、インライン SOQL クエリ同様、クエリ結果を作る 
• カギかっこで囲まれたSOQL クエリ。これを利用すると、スクリプトの実行時に照会を行うこ

とができる 
 

Account[] aa = [select id, name from account where name ='Acme']; 
Integer i = [select count() from contact where lastname ='Weissman']; 

 
詳細については、「SOQL クエリ」（p.54）を参照のこと 
 
• 静的メソッドまたはインスタンスのメソッドの起動 
 

System.assert(true) 
myRenamingClass.replaceNames() 
changePoint(new Point(x, y)); 

 
 

SObject と List の式の拡張 

 
Java と同じように、SObject やリストの式にメソッド参照やリストに対する式を適用して、新しい

式を作ることができます。 
• new Account[]{new Account(name='Acme')}[0].name.length() 
• [select name from account][0].name.toLowerCase() 

 

式で使える演算子 

 
式と式を演算子で結び、複合式を作ることができます。Apex コードで使える演算子は、次の通り

です。 
 
演算子 構文 説明 
= x = y 代入演算子（右結合）。y の値を左辺値 x に代入します。x と y のデ

ータ型は一致しなければなりません。また、x と y は null であって

はなりません。 
+= x += y 加法代入演算子（右結合）。y の値を x の現在値に加算し、その結果

を x に代入します。演算子 + を参照してください。x と y は null で
あってはなりません。 

*= x *= y 乗法代入演算子（右結合）。y の値を x の現在値に乗算し、その結果

を x に代入します。x と y はそれぞれ Integer または Double でなけ

ればなりません。また、null であってはなりません。 
-= x -= y 減法代入演算子（右結合）。y の値を x の現在値から減算し、その結
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果を x に代入します。x と y はそれぞれ Integer または Double でな

ければなりません。また、null であってはなりません。 
/= x /= y 除法代入演算子（右結合）。y の値で x の現在値を除算し、その結果

を x に代入します。x と y はそれぞれ Integer または Double でなけ

ればなりません。また、null であってはなりません。 
|= x |= y 論理和代入演算子（右結合）。x と y は Boolean。x と y が共に偽で

あるとき x は偽のまま、それ以外のとき x は真となります。 
Note： 
• この演算子は「ショートカット」を行います。つまり、y は x が偽

のときにのみ評価されます。 
• x と y は null であってはなりません。 

&= x &= y 論理積代入演算子（右結合）。x と y は Boolean。x と y が共に真で

あるとき x は真のまま、それ以外のときは x は偽となります。 
Note: 
• この演算子は「ショートカット」を行います。つまり、y は x が真

の場合にのみ評価されます。 
• x と y は null であってはなりません。 

<<= x <<= y ビット単位左シフト代入演算子。x のビット列を y ビットだけ左にシ

フトします。上位側のビットは失われ、下位側の新しいビットには 0 が
設定されます。その結果を x に代入します。 

>>= x >>= y 符号付きビット単位右シフト代入演算子。x のビット列を y ビットだ

け右にシフトします。下位側のビットは失われ、上位側の新しいビット

には y の値が正のとき 0  y が負のときは 1 が設定されます。その結

果を x に代入します。 
>>>= x >>>= y 符号なしビット単位右シフト代入演算子。x のビット列を y ビットだ

け右にシフトします。下位側のビットは失われ、上位側の新しいビット

には y の値にかかわらず 0 が設定されます。その結果を x に代入し

ます。 
? : x ? y : z 三項演算子（右結合）。if-then-else 文の短縮形。x は Boolean。結果

は、x が真のとき y、それ以外のときは z となります。x は null で
あってはなりません。 

&& x && y 論理積演算子（左結合）。x と y は Boolean。x と y が共に真である

とき式は真、それ以外のときは偽と評価されます。 
Note： 
• && は || より優先です。 
• この演算子は「ショートカット」を行います。つまり、y は x が真

の場合にのみ評価されます。 
• x と y は null であってはなりません。 



 50

|| x || y 論理和演算子（左結合）。x と y は Boolean。x と y が共に偽である

とき式は偽、それ以外のときは真と評価されます。 
Note: 
• && は || より優先です。 
• この演算子は「ショートカット」を行います。つまり、y は x が偽

の場合にのみ評価されます。 
• x と y は null であってはなりません。 

== x == y 等値演算子。x と y の値が等しいとき式は真、それ以外のときは偽と

評価されます。 
Note： 
• Java とは異なり、参照の等値性ではなく、オブジェクトの値の等値

性が評価されます。次のように処理されます。 
• String の場合、大文字と小文字を区別します。 
• ID の場合、大文字と小文字を区別します。15 文字形式と 18 文字

形式は区別しません。 
• SObject またはその配列の場合、結果を返す前に、すべての SObject 

項目の値について深い検査を行います。 
• レコードの場合、すべての項目について値が同じとき真と評価され

ます。 
• x と y は、リテラルの null であっても問題ありません。 
• 結果が null になることはありません。 
• SOQL では、関係演算子に == ではなく = を用います。Apex コー

ドと SOQL は強く連携しているが、この点で構文に違いがありま

す。これは、現代のほとんどの言語が代入に = を、等値性に == を
用いているという事実によるものです。開発者に新しい代入演算子

の使用を求めるより、現状を保つ方がよいという設計上の判断でし

た。その結果、Apex コードでは、等値性を調べる際、スクリプトの

本体では == を、SOQL クエリでは = を用いることとなりました。

=== x === y 厳密等値演算子。x と y がメモリー上のまったく同じロケーションを

参照しているとき真、それ以外のときは偽と評価されます。この演算子

は SObject またはコレクション（マップやリストなど）に対してのみ

意味を持つことに注意。Apex オブジェクト（クラスの Exception やイ

ンスタンス化など）に対しては等値演算子と同じです。 
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< x < y 小なり関係演算子。x が y より真に小さいとき式は真、それ以外のと

きは偽と評価されます。 
Note： 
• ほかのデータベースストアードプロシージャとは異なり、Apex コー

ドでは、3 状態ブールロジックはサポートされていません。また、2 
つの値の比較の結果が null になることはありません。 

• x または y が null で、Integer、Double、Date、Datetime の場合、

式は偽となります。 
• null ではない String または ID の値は、常に、null 値よりも大

きいと評価されます。 
• x と y がともに ID の場合、それらは同じ型のオブジェクトを参照

していなければならない。そうでない場合は、ランタイムエラーと

なります。 
• x と y の一方が ID で、他方が String の場合、String の値は評価

され ID として扱われます。 
• x と y は、Boolean であってはなりません。 
• 2 つの文字列の比較は、コンテキストユーザのロケールに従って行

われます。 
> x > y 大なり関係演算子。x が y より真に大きいとき式は真、それ以外のと

きは偽と評価されます。 
Note： 
• 2 つの値の比較の結果が null になることはありません。 
• x または y が null で、Integer、Double、Date、Datetime の場合、

式は偽となります。 
• null ではない String または ID の値は、常に、null 値よりも大

きいと評価されます。 
• x と y がともに ID の場合、それらは同じ型のオブジェクトを参照

していなければならなりません。そうでない場合は、ランタイムエ

ラーとなります。 
• x と y の一方が ID で、他方が String の場合、String の値は評価

され ID として扱われます。 
• x と y は、Boolean であってはなりません。 
• 2 つの文字列の比較は、コンテキストユーザのロケールに従って行

われます。 
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<= x <= y 以下関係演算子。x が y より小さいか等しいとき式は真、それ以外の

ときは偽と評価されます。 
Note： 
• 2 つの値の比較の結果が null になることはありません。 
• x または y が null で、Integer、Double、Date、Datetime の場合、

式は偽となります。 
• null ではない String または ID の値は、常に、null 値よりも大

きいと評価されます。 
• x と y がともに ID の場合、それらは同じ型のオブジェクトを参照

していなければなりません。そうでない場合は、ランタイムエラー

となります。 
• x と y の一方が ID で、他方が String の場合、String の値は評価

され ID として扱われます。 
• x と y は、Boolean であってはなりません。 
• 2 つの文字列の比較は、コンテキストユーザのロケールに従って行

われます。 

>= x >= y 以上関係演算子。x が y より大きいか等しいとき式は真、それ以外の

ときは偽と評価されます。 
Note： 
• 2 つの値の比較の結果が null になることはありません。 
• x または y が null で、Integer、Double、Date、Datetime の場合、

式は偽となります。 
• null ではない String または ID の値は、常に、null 値よりも大

きいと評価されます。 
• x と y がともに ID の場合、それらは同じ型のオブジェクトを参照

していなければなりません。そうでない場合は、ランタイムエラー

となります。 
• x と y の一方が ID で、他方が String の場合、String の値は評価

され ID として扱われます。 
• x と y は、Boolean であってはなりません。 
• 2 つの文字列の比較は、コンテキストユーザのロケールに従って行

われます。 

!= x != y 不等値演算子。x と y の値が等しくないとき式は真、それ以外のとき

は偽と評価されます。 
Note： 
• Java とは異なり、参照の等値性ではなく、オブジェクトの値の等値

性が評価されます。 
• SObject またはその配列の場合、結果を返す前に、すべての SObject 

項目の値について深い検査を行います。 
• レコードの場合、いずれかの項目について値が異なるとき真と評価

されます。 
• x と y は、リテラルの null であっても問題ありません。 
• 結果が null になることはありません。 

!== x !== y 厳密不等値演算子。x と y がメモリー上のまったく同じロケーション

を参照していないとき真、それ以外のときは偽と評価される。この演算



 53

子は SObject、コレクション（マップやリストなど）、Apex オブジェ

クト（クラスの Exception やインスタンス化など）に対してのみ意味を

持つことに注意が必要です。 
+ x + y 加法演算子。x と y の値を加算します。以下の規則に従います。 

• x と y が Integer または Double の場合、x と y の値に加算しま

す。Double が含まれている場合、結果は Double となる。 
• x が Date で y が Integer の場合、その日数だけ経過した新しい 

Date を返します。 
• x が Datetime で y が Integer または Double の場合、その日数

だけ経過した新しい Date を返します。小数部分は、1 日の割合と

見なされます。 
• x が String で、y が String などかつ null ではない場合、y を x

の末尾につなげます。 

- x – y 減法演算子。x の値から y の値を減算する。以下の規則に従います。

• x と y が Integer または Double の場合、x の値から y の値を減

算します。Double が含まれている場合、結果は Double となりま

す。 
• x が Date で y が Integer の場合、その日数だけさかのぼる新し

い Date を返します。 
• x が Datetime で y が Integer または Double の場合、その日数

だけさかのぼる新しい Date を返します。小数部分は、1 日の割合

と見なされます。 
* x * y 乗法演算子。x と y の値を乗算します。x と y は Integer または 

Double。Double が含まれている場合、結果は Double となります。 
/ x / y 除法演算子。x の値を y の値で除算します。x と y は Integer または

Double。Double が含まれている場合、結果は Double となります。 
! !x 論理否定演算子。x は Boolean。ブール値を反転させます。真は偽に、

偽は真になります。 
- -x 単項否定演算子。x の値に -1 を乗算します。x は Integer または 

Double。構文上は、同様に + もあり得るが、数学的な効果はありませ

ん。 
++ x++ 

++x 
インクリメント演算子。x の値に 1 を加算します。x は Integer また

は Double。前置（++x）の場合は文のほかの部分が実行される前にイン

クリメントが行われます。後置（x++）の場合は、文のほかの部分が実

行された後にインクリメントが行われます。 
-- x— 

--x 
デクリメント演算子。x の値から 1 を減算します。x は Integer また

は Double。前置（--x）の場合は文のほかの部分が実行される前にデク

リメントが行われます。後置（x--）の場合は文のほかの部分が実行さ

れた後にデクリメントが行われます。 
& x & y ビット単位論理積演算子。x のビット列と y のビット列で、対応する

ビットの論理積をとります。各ビットは、x と y の対応するビットが

共に 1 のとき 1 となります。 
| x | y ビット単位論理和演算子。x のビット列と y のビット列で、対応する

ビットの論理和をとります。各ビットは、x と y の対応するビットの

一方または両方が 1 のとき 1 となります。 
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^ x ^ y ビット単位排他的論理和演算子。x のビット列と y のビット列で、対

応するビットの排他的論理和をとります。各ビットは、x と y の対応

するビットの一方が 1 他方が 0 のとき 1 となります。 
<< x << y ビット単位左シフト演算子。x のビット列を y ビットだけ左にシフト

します。上位側のビットは失われ、下位側の新しいビットには 0 が設

定されます。 
>> x >> y 符号付きビット単位右シフト演算子。x のビット列を y ビットだけ右

にシフトします。下位側のビットは失われ、上位側の新しいビットには

y の値が正のとき 0、y が負のときは 1 が設定されます。 
<<< x >>> y 符号なしビット単位右シフト演算子。x のビット列を y ビットだけ右

にシフトします。下位側のビットは失われ、上位側の新しいビットには

y の値にかかわらず 0 が設定されます。 
() (x) かっこ。式 x の優先度を上げ、複合式の中で最初に評価されるように

します。 
 
演算子の優先度 

 

Apex コードでは、演算子の優先度は次のように定められています。 
 
優先度 演算子 説明 
1 {} () ++ -- グループ化、前置型のインクリメント演算子とデクリメント演

算子 
2 ! -x +x (type) new 単項否定演算子、型変換、オブジェクトの生成 
3 * / 乗法と除法 
4 + - 加法と減法 
5 < <= > >= instanceof 関係演算子、参照テスト 
6 == != 等値演算子、不等値演算子 
7 && 論理積 
8 || 論理和 
9 = += -= *= /= &= 代入演算子 
 
 
SOQL クエリ 

 
Apex コードでは、Sforce Object Query Language （SOQL）文をかぎかっこで囲むことでスクリ

プトの実行時に照会を行うことができます。次の例に示すように、SOQL 文の結果は、count() ク
エリでは Integer に、それ以外では SObject のリストになります。 
 

List<Account> aa = [select id, name from account where name = 'Acme']; 
Integer i = [select count() from contact where lastname = 'Weissman']; 
Integer j = 5 * [select count() from account]; 

 
SOQL クエリで使われる構文の詳細については、

www.salesforce.com/us/developer/docs/api/index_CSH.htm#sforce_api_calls_soql.htm を参照して

ください。 
 

レコードを 1 つだけ返す SOQL クエリ 
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SOQL クエリの結果リストの要素が 1 つだけの場合、その唯一の SObject 値を代入することがで

きます。つまり、式の L 値が単一の SObject 型の場合、次の例に示すように、クエリの結果リス

トに含まれる唯一の SObject レコードが左辺値に代入されます。ただし、結果のリストに SObject 
が 1 つもないか複数あると、ランタイム例外が発生します。 
 

List<Account> accts = [select id from account]; 
 
// 以下のコードは、クエリ結果が 1 行だけの場合にのみ使える。 
// 2 つめのコードでは、クエリ結果の参照先を取得しているが、 

// その際、中間に SObject 変数を使っていない点に注意 
Account acct = [select id from account]; 
String name = [select name from account].name; 

 

SOQL クエリの結果の使い方 

 

SOQL クエリは、SObject 項目のうち、クエリで選択されているデータだけを返します。この点は

重要ですので、注意してください。Apex コードの中で、SOQL クエリで選択されなかった項目（ID 
を除く）の参照先を取得しようとしても、得られるのは null でしかありません。 
 

Account a1 = [select id from accountwhere name = 'Acme']; 
Double amt1 = 2 * a1.annualRevenue; 
// 上のコードは正しくない。 
// データベース上の取引先で、annualRevenue に値が設定されていたとしても、 
// amt1 には null が入ることになる 
 
Account a2 = [select id, annualRevenue from account 
     where name = 'Acme']; 
Double amt2 = 2 * a2.annualRevenue;  
// 上のコードは正しい。データベース上の取引先で、 
// annualRevenue に値が設定されていれば amt2 は null にはならない 

 
選択されているのが SObject 項目 1 つだけだったとしても、SOQL クエリは、常に、レコードを

返します。したがって、その項目にアクセスするには、参照をたどる必要があります。たとえば、

次のコードは、SOQL クエリでデータベースから SObject リストを取得し、リストの最初の 
account レコードにアクセスし、そのレコードの annualRevenue 項目を取り出しています。 
 

Double rev = [select annualRevenue from account 
     where name = 'Acme'][0].annualRevenue; 
 
// 返ってきたものが 1 つだけの場合は、 
// リストの添え字を指定する必要はない 
Double rev = [select annualRevenue from account 
     where name = 'Acme'].annualRevenue; 

 
ただし、クエリ結果が count() による Integer の場合は、参照をたどる必要はありません。 
 

Integer i = [select count() from account]; 
 
計算式を含む SObject 項目の場合、SOQL クエリを発行した時点におけるその項目の値が返され

る点に注意してください。計算式で使われている項目が変更されても、そのレコードが保存され 
Apex コードの中で再度照会されない限り、計算項目には反映されません。また、ほかの読み込み
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専用 SObject 項目同様、計算項目の値そのものを Apex コードの中で変更することはできません。 
 
長大なリストを返す SOQL クエリ 

 

リストが持てる要素数の上限は 1000 です。したがって、クエリ結果がこれを超えるような SOQL 
クエリを発行することはできません。その場合は、SOQL クエリ for ループを使ってください。

ループの中で query() と queryMore() をコールし、レコードを一塊ずつ処理することができます。 
 

Note：トリガの場合は、SOQL クエリ全体に対して 1000 レコード以内という制約が

あります。クエリを for ループの中に入れても回避することはできません。 
 

 
たとえば、次の例の場合、結果が大きすぎるとランタイム例外が発生します。 
 

Account[] accts = [select id from account]; 
 
この場合、次のように SOQL クエリを for ループの中に入れることで問題を回避します。 
 

// for ループの中で DML 文を実行していない場合 
for (Account a : [select id, name from account 
   where name like 'Acme']) { 
 // ここに、DML 文を含まないコード 
} 
 
// for ループの中に DML 文を入れて効率化する場合効率化する場合 
for (List<Account> accts : [select id, name from account 
     where name like 'Acme']) { 
 // ここに、コードの本体 
 update accts; 
} 

 
詳細については、第 4 章の「SOQL for ループ」（p.65）を参照してください。 
 

外部キーや親子関係を使った SOQL クエリ 

 

SOQL クエリの select 文には正しい SOQL 文であれば何でも使うことができます。したがって、

外部キーや親子関係による結合を使うことも可能です。外部キーによる結合を含める場合、結果の 
SObject は、次の例に示すように、通常の項目と同じ記法で参照することができます。 
 

System.debug([select account.name from contact 
     where firstname = 'Caroline'].account.name); 

 
次の例では、SObject の親子関係を使っています。 
 

for (Account a : [select id, name, (select lastname from contacts)  
   from account 
   where name = 'Acme']) { 
 Contact[] cons = a.contacts; 
} 
// 取引先責任者を 1 人に制限すれば、次のようにしてもよい 
for (Account a : [select id, name, (select lastname from contacts limit 1)  
   from account 
   where name = 'testAgg']) { 
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 Contact c = a.contacts; 
} 

 

SOQL クエリ中の Apex コード変数 

 

Apex コードでは、SOQL 文の中から Apex コードスクリプト変数と式を参照することができます。

その場合、先頭にコロン（:）を付けます。このように、SOQL 文の中でローカルスクリプト変数

を使うことを「バインド」と呼びます。そのため、Apex コードでは、スクリプトコンテキスト中

のローカル変数を評価してから、SOQL 文を実行します。バインドを使えるのは、次の個所です。 
 
• where 句中のフィルタリテラル 
• LIMIT 句中の数値 
• WHERE 句中の IN または NOT IN 演算子の値。これを使えば、動的に変化する値でフィルタ

リングすることができる。どの型のリストにも使えるが、ID リストと String リストでよく

使われる。 
 
以下、バインドの例をいくつか挙げます。 
 

Account A = new Account(name='xxx'); 
insert A; 
Account B; 
 
// 簡単なバインドの例 
B = [select id from account where id = :A.id]; 
 
// 算術式をバインドする例 
B = [select id from account  
  where name = :('x' + 'xx')]; 
 
String s = 'XXX'; 
 
// 式をバインドする例 
B = [select id from account 
  where name = :'XXXX'.substring(0,3)]; 
 
// クエリ結果をバインドする例 
B = [select id from account 
  where name = :[select name from account 
   where id = :A.id].name]; 
 
Contact C = new Contact(lastName='xxx', accountid=A.id); 
insert new Contact[]{C, new Contact(lastName='yyy', 
      accountId=A.id)}; 
 
// 親と集約クエリをバインドする例 
B = [select id, (select id from contacts 
        where id = :C.id) 
 from account 
 where id = :A.id]; 
 
// 取引先責任者が 1 つ返る 
Contact D = B.contacts; 
 
// limit を付けてバインドする例 
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Integer i = 1; 
B = [select id from account limit :i]; 
 
// IN の中で ID リストをバインドする例 
// SObject のリストも使える点に注意 
// その場合、オブジェクトの ID をバインドする 
Contact[] cc = [select id from contact limit 2]; 
Task[] tt = [select id from task where whoId in :cc]; 
 
// IN の中で String リストをバインドする例 
String[] ss = new String[]{'a', 'b'}; 
Account[] aa = [select id from account 
       where accountnumber in :ss]; 

 

コメント 

 
Apex コードでは、スクリプトの中に 1 行または複数行のコメントを書くことができます。 
 
• 1 行コメントは、// ではじめる。構文解析では、そこから行末までのすべての文字が無視される。 
 

Integer i = 1; // 構文解析の際、このコメントは無視される 
 
• 複数行のコメントは、次の例に示すように、コメントを /* と */ で囲む。 
 

Integer i = 1; /* この形のコメントは 
         構文解析に影響することなく 

         複数行にわたって書くことができる */ 
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第 4 章 
Apex コードの制御構造 

 

この章の内容 
• 代入文 
• 条件文（if-else） 
• 繰り返し 
• ロック文 
• データ操作言語（DML）

文 
• トランザクション制御 
• メソッド起動文 
• 例外文 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
この章では、文の構造と動作について説明します。文というのは、

何らかの動作を行うべくコードされた命令のことです。Apex コ
ードの文は必ずセミコロンで終わり、次の種類に分類することが

できます。 
 
• 代入 
• 条件（if-else） 
• 繰り返し 

• do-while 
• while 
• for 

• ロック 
• データ操作言語（DML） 
• トランザクション制御 
• メソッド起動 
• 例外処理 
 
中かっこで囲まれた一連の文のことを、ブロックと呼びます。ブ

ロックは、1 つの文を置けるところであれば、どこにでも置くこ

とができます。 
 
if (true) {                                                   

System.debug(1);                                        
System.debug(2);                                     

} else {                                                       
System.debug(3);                                         
System.debug(4);                                         

}                                                                
 
ブロックを構成する文が 1 つだけの場合は、次の例に示すよう

に、中かっこを省略することができます。 
 
if (true)                                                      

System.debug(1);                                         
Else                                                            

System.debug(2);                                         
 
それでは、種類ごとに詳しく見ていきましょう。 
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代入文 

 
代入文は、変数に値を設定する文で、一般に、次のいずれかの形を取ります。 
 

<LValue> = <new_value_expression>; 
<LValue> = [<inline_soql_query>]; 

 
ここで、<LValue> は、代入演算子の左辺に置くことのできる任意の式を表します。 
 
• 単純な変数 
 

Integer i = 1; 
Account a = new Account(); 
Account[] accts = [select id from account]; 

 
• リスト要素の参照先 
 

ints[0] = 1; 
accts[0].name = 'Acme'; 

 
• コンテキストユーザが編集パーミッションを持っている SObject 項目参照 
 

Account a = new Account(name = 'Acme', billingcity = 'San Francisco'); 
 
// ID は任意に設定できないので、 
// a.id = "00300000003T2PGAA0"; という文は正しくない 
 
// しかし、レコードを挿入することはできる。そのとき、システムが自動的に ID を割り振る 
insert a; 
 
// 項目は、コンテキストユーザが書き込み可能でなければならない 
// しかし、createdDate は読み込み専用だから 
// a.createdDate = System.today(); という文は正しくない 
 
// 取引先 a は挿入済みなので、 
// 関連する取引先責任者を作成することができる 
Contact c = new Contact(lastname = 'Roth', accountId = a.Id); 
 
// その取引先責任者を介して取引先の名前を直接書き込める点に注意 
c.account.name = 'salesforce.com'; 

 
代入で扱われるのは、常に参照です。 
 

Account a = new Account(); 
Account b; 
Account[] c = new Account[]{}; 
a.name = 'Acme'; 
b = a; 
c.add(a); 
 
// この場合、以下の条件が成立するはず 
// 取引先 a にあったデータには、取引先 b と取引先リスト c を介して参照することができる 
System.assertEquals(b.name, 'Acme'); 
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System.assertEquals(c[0].name, 'Acme'); 
 
同様に、2 つのリストがメモリー上の同じ値を指すことも可能です。たとえば、次のようになりま

す。 
 
Account[] a = new Account[]{new Account()}; 
Account[] b = a; 
a[0].name = 'Acme'; 
System.assert(b[0].name = 'Acme'); 

 
代入演算子には、= のほか、+=、*=、/=、|=、&=、++、-- もあります。詳細については、第 3 章
の「式で使える演算子」（p.48）を参照してください。 
 
条件文（if-else） 

 
Apex コードの条件文は、Java のものと類似しています。 
 

if (<Boolean_condition>) 
// 文 1 

else 
// 文 2 

 
else 部分は省略可能で、常に、直近の if と対であるものしてと解釈されます。 
 

Integer x, sign; 
// その他のコード 
if (x <= 0) if (x == 0) sign = 0; else sign = -1; 

 
これは次のコードと等価です。 
 

Integer x, sign; 
// そのほかのコード 
if (x <= 0) { 

if (x == 0) { 
sign = 0; 

} else { 
sign = -1; 

    } 
} 

 
次の例のように、else if 文を重ねることもできます。 
 

if (place = 1) { 
medal_color = 'gold'; 

} else if (place = 2) { 
medal_color = 'silver'; 

} else if (place = 3) { 
medal_color = 'bronze'; 

} else { 
medal_color = null; 

} 
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繰り返し 

 
Apex コードには、次の 5 種類の繰り返し構造があります。 

 
• do {<statement>} while (<Boolean_condition>); 
• while (<Boolean_condition>) <statement>; 
• for (<initialization>; <Boolean_exit_condition>; <increment>) <statement>; 
• for (<variable> : <array_or_set>) <statement>; 
• for (<variable> : [inline_soql_query]) <statement>; 
 
いずれでも、次の文で繰り返し処理を制御することができます。 
 
• break; 繰り返し全体を打ち切る 
• continue; そのとき行っている繰り返しを打ち切り、次の繰り返しを開始する 
 

 

do-while ループ 

 
Apex コードの do-while ループは次の構文を持ち、指定された Boolean 条件が真である間、ブ

ロックを繰り返して実行します。 
 

do { 
<code_block> 

} while (condition); 
 

Note：<code_block> を囲む中かっこは必須です。 
 
 
 
Java と同じように、Apex コードの do-while ループでも、Boolean 条件文をチェックするのは

最初の繰り返しの終了以降です。したがって、ブロックは、少なくとも 1 回は実行されることにな

ります。 
 
次に示す例は、1 から 10 までの数字をデバッグログに書き出します。 
 

Integer count = 1; 
 
do { 

System.debug(count); 
count++; 

} while (count < 11); 

 

 

while ループ 

 
Apex コードの while ループは、指定された Boolean 条件が真である間、ブロックを繰り返して

実行します。 
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while (condition) { 
<code_block> 

} 
 

Note：ブロックに複数の文が含まれている場合、<code_block> を囲む中かっこは必須

です。 
 
 
do-while とは異なり、while ループでは、最初の繰り返しを実行する前から Boolean 条件文が

チェックされます。したがって、ブロックがまったく実行されないこともあります。 
 
次に示す例は、1 から 10 までの数字をデバッグログに書き出します。 
 

Integer count = 1; 
 
while (count < 11) { 

System.debug(count); 
count++; 

} 

 

 

for ループ 

 
Apex コードには、3 種類の for ループがあります。 

 
• 伝統的な for ループ 
 
for (init_stmt; exit_condition; increment_stmt) { 

<code_block> 
} 

 
• リストまたは集合の for ループ 
 
for (<variable> : <list_or_set>) { 

<code_block> 
} 

 
ここで、<variable> は <list_or_set> と同じ基本データ型か SObject 型でなければなりません。 
 
• SOQL for ループ 
 
for (<variable> : [soql_query]) { 

<code_block> 
} 

 
または 
 

for (<variable_list> : [soql_query]) { 
<code_block> 

} 
 
ここで、<variable> も <variable_list> も、<soql_query> の結果と同じ SObject 型でなけれ
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ばなりません。 
 

Note：ブロックに複数の文が含まれている場合、<code_block> を囲む中かっこは必須

です。 
 
 
以下、それぞれの for ループについて詳しく説明します。 
 

伝統的な for ループ 

 

伝統的な for ループは、次の例に示すように、Java などの言語で使われている通常の構文に相当

します。 
 

for (init_stmt; exit_condition; increment_stmt) { 
<code_block> 

} 
 
Apex コードのランタイムエンジンは、この形の for ループを次のように実行します。 

 
1. ループの init_stmt 部分を実行する。この文の中で変数の宣言や初期化が行われているこ

とがある。 
2. exit_condition を評価する。これが真の場合はループを続行し、偽の場合はループを抜け

る。 
3. <code_block> を実行する。 
4. increment_stmt 文を実行する。 
5. ステップ 2 に戻る。 

 
次に示す例は、1 から 10 までの数字をデバッグログに書き出します。変数 j を初期化するコー

ドが入っていますが、これはこの構文の使い方を例示するためだけのもので、意味はありません。 
 

for (Integer i = 0, j = 0; i < 10; i++) { 
System.debug(i+1); 

} 
 

リストまたは集合の for ループ 

 

リストまたは集合の for ループは、次の構文を持ち、リストまたは集合の全要素について繰り返し

ます。 
 

for (<variable> : <list_or_set>) { 
<code_block> 

} 
 
ここで、<variable> は、<list_or_set> と同じ基本データ型または SObject 型でなければなり

ません。 
 
この形の for ループの場合、Apex コードのランタイムエンジンは <variable> に 
<list_or_set> のすべての要素を順に代入しながら <code_block> を実行します。 
 
次に示す例は、1 から 10 までの数字をデバッグログに書き出します。 
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Integer[] myInts = new Integer[]{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; 
 
for (Integer i : myInts) { 

System.debug(i); 
} 

 

SOQL for ループ 

 

SOQL for ループは、すべての SObject レコードについて繰り返します。次の 2 つの形がありま

す。 
 

for (<variable> : [soql_query]) { 
<code_block> 
} 

 
または 
 

for (<variable_list> : [soql_query]) { 
<code_block> 

} 
 
<variable> も <variable_list> も、<soql_query> が返す SObject と同じ型でなければなりま

せん。標準の SOQL クエリの場合と同様、[soql_query] 文の WHERE 句でスクリプトの式を使う

ことができます。 :<expression> の形で用います。 
 

String s = 'Acme'; 
for (Account a : [select id, name from account 

where name like :(s+'%')]) { 
// その他のコード 

} 
 

SOQL for ループと 標準 SOQL クエリの違い 

 

SOQL for ループと標準 SOQL 文には違いがあります。これは、SObject を取り出す際に使うメ

ソッドの違いによるものです。第 3 章の「SOQL クエリ」（p.54）で見たように、標準のクエリ

は、count() を除き、複数のオブジェクトレコードを取得しますが、その数にはリストが持てる最

大要素数（1000）までという制約があります。これに対して、SOQL for ループでは、Apex Web サ
ービス API の query() メソッドと queryMore() メソッドを呼び出し効率的に区分することで、

SObject をすべて取り出すことができます。したがって、1000 を超えるレコードが返るクエリの

結果を処理する場合は、SOQL for ループを使わなければなりません。 
 
SOQL for ループの処理方式 

 

SOQL for ループは、単一 SObject 変数を使ってレコードを 1 つずつ処理することも、SObject 
リストを使って一度に 200 の SObject をまとめて処理することもできます。 

 
• 単一 SObject 方式では、SObject レコードを単位として for ループの <code_block> を実

行する。したがって、コードは見やすく使いやすいが、for ループの本体でデータ操作言語

（DML）文を使う場合、DML 文は SObject を 1 つずつ処理するため効率が大きく低下する。 
• SObject リスト方式では、200 の SObject を含むリストを単位として for ループの 
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<code_block> を実行する。したがって、コードは少し見にくく使いにくいが、for ループ

の本体で DML 文を使う場合、DML 文は SObject のリストをまとめて一括処理するため、

こちらを使うべき。 
 
次に、2 種類の SOQL for ループを対比させたコード例を示します。 
 

insert new account[]{new account(name = 'yyy'), 
new account(name = 'yyy'), 
new account(name = 'yyy')}; 
 

// 単一 SObject 方式では、返ってきたレコードごとに繰り返しを実行する 
Integer I = 0; 
for (account tmp : [select id from account where name = 'yyy']) { 

i++; 
} 
System.assert(i == 3); // データベースには 'yyy' という名の取引先が 3 つあるため、 

// 3 回繰り返すことになる 
 

// SObject リスト方式では、返ってきたレコード群ごとに、繰り返しを実行する 
//  
i = 0; 
Integer j; 
for (account[] tmp : [select id from account where name = 'yyy']) { 

j = tmp.size(); 
i++; 

} 
System.assert(j == 3); // このリストには 'yyy' という名の 

// 取引先が 3 つある 
System.assert(i == 1); // 1 回のバッチ処理で最大 100 件のレコードを扱える。 

// ここでは、返ってくるレコードは 3 件のみであるため、 
// 繰り返しは 1 回だけ 

rollback; 
 

Note： 
 
• どちらの処理方式のインラインクエリ for ループでも、break と continue という

キーワードを使うことができる。SObject リスト方式の場合、continue はそのとき

の繰り返しを打ち切り、SObject の次のリストの繰り返しを開始させる。 
• DML 文が一度に処理できるレコードは 200 件までで、SObject リスト for ループ

は 200 件のレコードをまとめて処理する。したがって、SObject リスト for ループ

では、返ってきたレコードごとに複数のレコードを挿入・更新・削除すると、ランタ

イム制約エラーが発生する可能性がある。詳細については、第 8 章の「実行ガバナと

制限値」（p.178）を参照のこと。 
 
ロック文 

 
Apex コードでは、更新中の SObject レコードをロックして、競合など、スレッドの安全にかかわ

る問題を回避することができます。SObject レコードをロックすれば、ほかのプログラムやユーザ

はそのレコードを更新できなくなります。 
 
Apex コードで SObject レコードの集合をロックするときは、次の例に示すように、SOQL 文の後
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にキーワード FOR UPDATE を指定します。この例では、2 つの取引先を照会し、同時に、返される

取引先をロックしています。 
 

Account [] accts = [select id from Account limit 2 for update]; 
 

Note：ロックを使っている SOQL クエリの中ではキーワード ORDER BY を使うことは

できません。しかし、クエリの結果は自動的に ID で整列されています。 
 
 

取引先はロックされていますが、データ操作言語（DML）文を使えば、データベース中にある、そ

れら取引先の項目値を変更することができます。 
 
Caution：Apex コードでロックを使う際は、十分に注意してください。少し後にある「デ

ッドロックの回避」を参照してください。 
 

SOQL for ループでのロック 

 
キーワード FOR UPDATE は、次の例に示すように、SOQL for ループの中でも使うことができます。 
 

for (Account[] accts : [select id from Account 
for update]) { 

// そのほかのコード 
} 

 
「SOQL for ループ」（p.65）で説明したように、このコードは、内部で、Apex Web サービス API 
の query() と queryMore() をコールしています。したがって、はじめからすべての SObject が
ロックされるわけではないことに注意してください。ロックは、SObject のリストが処理に回され

るたびに、そのリストに対して for ループの本体が実行される前に行われます。これは、SObject が 
1 つだけ返されるSOQL for ループの場合も同じです。 
 
また、commit 文がない点にも注意してください。Apex コードでは、スクリプトが正常に終了した

とき、自動的にデータベースへの変更がコミットされます。完了できなかったときは、データベー

スに対する変更はすべてロールバックされます。 
 
 
デッドロックの回避 

 
どの手続き型言語でも同じですが、Apex コードにも、複数のデータベースにわたるテーブルや行

を更新する場合デッドロックの可能性があります。デッドロックを回避するために、Apex コード

ランタイムエンジンは、次の対策を取っています。 
 

1. SObject の親レコードを先にロックしてから、子をロックする 
2. 同じ型のレコードを複数編集するときは、ID の順番に SObject レコードをロックする 
 
開発に当たっては、デッドロックを引き起こさないよう、注意してください。デッドロックの標準

的な回避法、つまり、アプリケーションの中で表や行にアクセスするときは常に同じ順序でアクセ

スする、を必ず守ってください。 
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データ操作言語（DML）文 

 
データベース中のデータの検索・挿入・削除・更新には、データ操作言語（DML）文を使います。

Apex コードには次の DML 文があり、Apex Web サービス API の一括 DML コールと同じロジ

ックで動作します。 
 
• insert <SObject> 

insert <SObject[]> 
• update <SObject> 

update <SObject[]> 
• upsert <SObject> <opt_external_id> 

upsert <SObject[]> <opt_external_id> 
• delete <SObject> 

delete <SObject[]> 
• merge <SObject> <SObject> 

merge <SObject> <SObject[]> 
merge <SObject> <ID> 
merge <SObject> <ID[]> 

 
Apex コードの DML 文は Apex Web サービス API と同じロジックで動作しますから、要求した

項目がなかったり項目の不整合により例外が発生したりした場合に API フォールトコードを起動

することができます。詳細については、「一括 DML 例外のハンドリング」（p.75）を参照してく

ださい。 
 
 
insert 文 

 
insert 文は、個別の取引先や取引先責任者など、1 つまたは複数の SObject を組織のデータに追

加します。SQL の INSERT 文に相当します。 
 
構文 
insert <SObject> 
insert <SObject[]> 
 

ルールと指針 

 

SObject レコードの挿入には、次のルールと指針があります。 
 

• 作成できない SObject がある。SObject レコードを作成するには、SObject の createable プ
ロパティが真でなければならない。 

• すべての必須項目に null 以外の値が設定されていなければならない。 
• 1 つの insert メソッドに渡せる SObject オブジェクトの数は 200 件まで。 
• insert 文は、SObject の新しいレコードすべてについて、その ID を自動的に設定する。すで

に ID を持つレコード――したがって、そのレコードは組織のデータに存在する――の挿入は、

エラーとなる。第 3 章の「SObject のリスト」（p.42）を参照のこと。 
• insert 文では、関連する SObject レコードの外部キー ID を設定することはできるが、その

レコードの項目を更新することはできない。たとえば、新しい取引先責任者を挿入するとき、
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その AccountId 項目に設定すれば、取引先責任者に関連する取引先レコードを指定することが

できる。しかし、その取引先の名前を変更することはできず、それには別の DML コールでそ

の取引先そのものを更新しなければならない。 
• 挿入がサポートされていない SObject がある。「DML 文をサポートしていない SObject」

（p.74）を参照のこと。 
 
使用例 

 

Acme という名の取引先を挿入する例 
 

Account[] newAcct = new Account(name = 'Acme'); 
try { 

insert newAcct; 
} catch (System.DmlException e) { 

// ここで、例外を処理する 
} 

 
Note：DmlException の詳細については、「一括 DML 例外のハンドリング」（p.75）
をご覧ください。 

 

 

update 文 

 
update 文は、個別の取引先や取引先責任者など、組織のデータにすでに存在する 1 つまたは複数

の SObject を更新します。SQL の UPDATE 文に相当します。 
 
構文 
update <SObject> 
update <SObject[]> 
 

ルールと指針 

 

SObject レコードの更新には、次のルールと指針があります。 
 

• 更新できない SObject がある。SObject レコードを更新するには、SObject の updateable プ
ロパティが真でなければならない。 

• 必須項目を更新するときは null 以外の値を設定しておかなければならない。 
• Apex Web サービス API とは異なり、SObject レコード上の fieldsToNull 配列を更新しな

くても、項目の値を null に変更することができる。API でこの配列の更新が必要になるのは、

多くの SOAP プロバイダの null 値の扱いに不整合があるため。Apex コードは Apex プラ

ットフォーム上でのみ動作するため、この回避策は不要。 
• 更新する SObject レコードの ID を変更することはできないが、関連するレコードの ID は変

更可能。 
• update 文は、LastModifiedDate、LastModifiedById、SystemModstamp などの項目の値を

自動的に変更する。Apex コードの中で、これらの値を明示的に指定することはできない。 
• 1 つの update メソッドに渡せる SObject オブジェクトの数は 200 件まで。 
• 1 つの update 文では、同時に複数の SObject 型を更新することはできない。たとえば、す

でに変更済みの既存取引先責任者を通して取引先の項目を更新するには、2 つの update 文が
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必要。 
 

// SOQL クエリを使って、取引先責任者のデータを取得 
Contact c = [select account.name from contact 

where lastName = 'Carter' limit 1]; 
 

// 取引先責任者とそれに関連づけられた 
// 取引先の項目を変更可能 
c.account.name = 'salesforce.com'; 
c.lastName = 'Roth'; 
 
// レコードは 2 種類あるため、 
// データベースを更新するには、それぞれを別々に更新する必要がある。 
update c;           // ここでは、取引先責任者の姓を変更する。 
update c.account; // ここでは、取引先の名称を更新する 

 
• 更新がサポートされていない SObject がある。「DML 文をサポートしていない SObject」

（p.74）を参照のこと。 
 

使用例 

 

Acme という名称を持つ取引先 1 件の billingcity 項目を更新する例 
 
Account myAcct = [select id, name, billingcity from account where name = 'Acme']; 
myAcct.billingcity = 'San Francisco'; 
try { 

update myAcct; 
} catch (System.DmlException e) { 

// ここで、例外を処理する 
} 

 
Note：DmlException の詳細については、「一括 DML 例外のハンドリング」（p.75）
をご覧ください。 

 
 

 

upsert 文 

 
upsert 文は、1 つの文で、新しい SObject レコードを作り、既存の SObject を更新します。カ

スタム項目を使って既存オブジェクトの有無を判断するようにすることもできます。 
 
Syntax 
upsert <SObject> <opt_external_id> 
upsert <SObject[]> <opt_external_id> 
 
<opt_external_id> はオプションの変数で、組織のデータにすでに存在するレコードを識別するた

めに使うカスタム項目を指定します。このカスタム項目の作成の際は、外部ID 属性を付けなければ

なりません。また、この項目に ユニーク属性が付いていない場合は、コンテキストユーザは「すべ

てのデータの参照」権限を持っている必要があります。これは、重複するレコードを誤って挿入し

てしまわないようにするためです。 
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<opt_external_id> が指定されていない場合、デフォルトで SObject レコードの ID 項目が使わ

れます。 
 
 
Note： カスタム項目のマッチングでは、大文字と小文字を区別します。ただし、ユニーク属性が選

択されており、「ABC」と「abc」を値の重複として扱う (大文字と小文字を区別しない) が選択さ

れている場合は、区別されません。この場合、 ABC123 と abc123 は一致します。 
 

 
 
upsert、insert、update の使い分け 

 

upsert は SObject レコードのプライマリーキー（外部 ID が指定されている場合は、それ）を使

って新規オブジェクトレコードの作成と既存レコードの更新を判断します。 
 
• 一致するキーがないときは、新しいオブジェクトレコードを作成 
• 一致するキーが 1 つあるときは、既存のオブジェクトレコードを更新 
• 一致するキーが複数あるときは、エラー。オブジェクトレコードは挿入も更新されない 

 
ルールと指針 

 

SObject レコードの更新挿入には、次のルールと指針があります。 
 
• 挿入や更新ができない SObject がある。SObject レコードを挿入するには SObject の 

createable プロパティが真でなければならず、SObject レコードを更新するには SObject 
の updateable プロパティが真でなければならない。 

• 挿入されるレコードの必須項目には null 以外の値を設定しておかなければならない。 
• SObject レコードの ID を変更することはできないが、関連するレコードの ID は変更可能。

この場合、更新と見なされる。 
• upsert 文は、LastModifiedDate、LastModifiedById、SystemModstamp などの項目の値

を自動的に変更する。Apex コードの中で、これらの値を明示的に指定することはできない。 
• upsert 文には、レコードの挿入と更新という 2 つの操作が含まれている。それぞれの操作

には insert または update が持つランタイム制約が適用される。たとえば、200 件を超え

るレコードを挿入更新し、そのすべてが更新される場合はエラーとなる。第 8 章の「実行ガ

バナと制限値」（p.178）を参照のこと。 
• upsert 文で設定できるのは関連する SObject レコードの ID だけで、そのレコードの項目

を変更することはできない。たとえば、既存の取引先責任者を更新している場合、AccountId 
項目の値を設定すればその取引先責任者に関連する取引先レコードを指定することはできる。

しかし、その取引先の名前を変更するには、別の DML コールでその取引先そのものを更新

しなければならない。 
• 挿入更新がサポートされていない SObject がある。「DML 文をサポートしていない 

SObject」（p.74）を参照のこと。参照項目として設定されている外部キーを使って SObject 
レコードを更新挿入することができる。詳しくは、

http://www.salesforce.com/us/developer/docs/api/index_CSH.htm#field_types.htm を参照の

こと。 



 72

使用例 

 

所在地が Bombay の既存取引先すべてについて、旧称 Bombay を新しい名称に更新し、同時に、

所在地が San Francisco の新規取引先を挿入する例。 
 

Account[] acctsList = [select id, name, billingcity 
from account where billingcity = 'Bombay']; 

for (Account a : acctsList) { 
a.billingcity = 'Mumbai'; 

} 
Account newAcct = new Account(name = 'Acme' billingcity = 'San Francisco'); 
acctsList.add(newAcct); 
try { 

upsert acctsList; 
} catch (System.DmlException e) { 

// ここで、例外を処理する 
} 

 
Note：DmlException の詳細については、「一括 DML 例外のハンドリング」（p.75）
を参照してください。 

 
 
 
次の例は、Asset オブジェクト上の外部 ID 項目 Line_Item_Id__c を指定した upsert を使うこ

とで、納入商品と商談商品間の 1 対 1 関係を維持しています。これによりコード中に現れる DML 
文の数を削減し、ガバナ制限値への抵触をなるべく回避するようにしています。ガバナ制限値につ

いては、第 8 章の「実行ガバナと制限値」（p.178）を参照してください。 
 

Note：この例では、Asset オブジェクトにカスタムテキスト項目 Line_Item_Id__c が
追加されていることを前提にしています。この項目は外部 ID でなければなりません。カ

スタム項目の詳細は、Apex プラットフォームのオンラインヘルプをご覧ください。 
 
 
public void upsertExample() { 
Opportunity opp = [Select Id, Name, AccountId, 

(Select Id, PricebookEntry.Product2Id, PricebookEntry.Name 
From OpportunityLineItems) 
From Opportunity 
Where HasOpportunityLineItem = true 
Limit 1]; 
 

Asset[] assets = new Asset[]{}; 
// 商談の品目ごとに納入商品を作る 
for (OpportunityLineItem lineItem:opp.OpportunityLineItems) { 
 

// 各納入商品の品目 ID、AccountId、Product2Id を設定する 
Asset asset = new Asset(Name = lineItem.PricebookEntry.Name, 

Line_Item_ID__c = lineItem.Id, 
AccountId = opp.AccountId, 
Product2Id = lineItem.PricebookEntry.Product2Id); 
 

assets.add(asset); 
} 
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try { 
upsert assets Line_Item_ID__c; // この行は、納入商品リストを更新挿入する 

// Assert 項目の Line_Item_Id__c 項目が 
// 指定されているため、この項目を使って、 
// 更新挿入されるべきレコードを特定する 

 
} catch (System.DmlException e) { 

System.debug(e.getMessage()); 
} 

} 

 

delete 文 

 
delete 文は、個別の取引先や取引先責任者など、1 つまたは複数の SObject を組織のデータから

削除します。SQL の DELETE 文に相当します。 
 
構文 
delete <SObject> 
delete <SObject[]> 
 

ルールと指針 

 

SObject レコードの削除には、次のルールと指針があります。 
• 参照の整合性を維持するためにカスケード型削除を行う。親オブジェクトを削除すると、削

除可能な子レコードもすべて削除される。 
 

たとえば、ケースレコードを削除すると、それに関連づけられていた CaseComment、
CaseHistory、CaseSolution の各レコードも自動的に削除される。ただし、一部のレコード

が削除可能でないか使用中の場合は、この親ケースレコードの削除は失敗する。 
 
• 削除できない SObject がある。SObject レコードを削除するには、SObject の deletable 

プロパティが真でなければならない。 
• 1 つの delete メソッドに渡せる SObject オブジェクトの数は 200 件まで。 
• 削除がサポートされていない SObject がある。「DML 文をサポートしていない SObject」

（p.74）を参照のこと。 
 
使用例 

 

Enron という名の取引先を削除する例 
 
Account[] doomedAccts = [select id, name from account where name = 'Enron']; 
try { 

delete doomedAccts; 
} catch (System.DmlException e) { 

// ここで、例外を処理する 
} 

 
Note：DmlException の詳細については、「一括 DML 例外のハンドリング」（p.75）
をご覧ください。 
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merge 文 

 
merge 文は、同じ SObject 型のレコード 3 つまでを 1レコードとしてマージし、マージされたレ

コードを削除、関連するレコードの親子関係を再構築します。 
 
構文 
merge <SObject> <SObject> 
merge <SObject> <SObject[]> 
merge <SObject> <ID> 
merge <SObject> <ID[]> 
 
1 番目のパラメータはマスタレコードを表し、ほかのレコードはこのレコードにマージされます。2 
番目のパラメータはマスタレコードにマージすべき 1 つまたは 2 つのレコードを表し、マージ後

に削除されます。単一の SObject レコードまたは ID、あるいは、2 つの SObject レコードまたは 
ID を含むリストの形で指定します。 
 
ルールと指針 

 

SObject レコードのマージには、次のルールと指針があります。 
• マージできるのは Lead、Contact、Account だけ。「DML 文をサポートしていない SObject」

（p.74）を参照のこと。 
• 1 つの merge メソッドには、マスタレコード 1 つと、2 つまでの SObject レコードを指定

することができる。 
 

使用例 

 

Acme Inc. と 'Acme という 2 つの取引先を 1 つのレコードにマージする例 
 
Account masterAcct = [select id, name from account where name = 'Acme Inc.']; 
Account mergeAcct = [select id, name from account where name = 'Acme']; 
try { 

merge masterAcct mergeAcct; 
} catch (System.DmlException e) { 

// ここで、例外を処理する 
} 

 
 

Note：DmlException の詳細については、「一括 DML 例外のハンドリング」（p.75）を

参照してください。 
 

 

DML 文をサポートしていない SObject 

 
Apex コードでは、次の SObject については DML 文をサポートしていません。 
• User** 
• Profile 
• Territory** 
• RecordType 
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• Translation 
• WebLink 
• BusinessHours 
• BusinessProcess 
• CategoryNode 
• Process* 
* Apex Web サービス API では操作可能。 
** テストの実行では DML 文の使用は可能。ただし、カスタム項目の更新だけで、INSERT、DELETE、
MERGE、UPSERT などは使えない。 
 
一括 DML 例外のハンドリング 

 
一括 DML コール（コールの直接的な結果として起動されたトリガの中での再帰的 DML 操作を含

みます）で発生した例外は、発端となったコールがどこで行われたかによって扱いが異なります。 
• エラーが Apex コードから直接呼ばれた一括 DML コールで発生した場合は、「すべてありか、

すべてなしか」ルールに従う。つまり、1 つの操作の中で、すべてのレコードが正しく更新さ

れるか、さもなければ、操作全体がその DML 文の直前の状態にまでロールバックされるかの

いずれかになる。 
• エラーが Apex Web サービス API から呼ばれた一括 DML コールで発生した場合は、一部だ

けでも救うよう試みられる。 
 

1. 第 1 試行では、すべてのレコードを処理する。検証ルールまたは不正な索引などのために

エラーが発生したレコードは取り除く。 
2. 第 1 試行でエラーが発生した場合、残ったレコード（第 1 試行でエラーの発生しなかっ

たもの）だけで第 2 試行を行う。そのレコードをすべて処理し、そこでエラー（おそらく

競合によるもの）が発生したレコードは取り除く。 
3. 第 2 試行でエラーが発生した場合、残ったレコード（第 1 試行でも第 2 試行でもエラー

が発生しなかったもの）だけで、最終となる第 3 試行を行う。そこでエラーが発生した場

合は、全操作を失敗とし、エラーメッセージ「Too many batch retries in the presence of Apex 
triggers and partial failures」を出す。 

 
Note：第 2 試行と第 3 試行では、ガバナ制限値は独立に適用されます。第 8 章の「実

行ガバナと制限値」（p.178）を参照してください。 
 

 

 

トランザクション制御 

 
Apex コードの従前のリリースでは Apex コードスクリプトにトランザクション制御文（commit 

や rollback など）を含める必要がありましたが、このリリースでは、すべてのトランザクション

は、トリガ、Web サービス、Apex コードスクリプトを実行する匿名ブロックが制御します。Apex 
コードスクリプトが正常終了するとすべての変更はデータベースにコミットされ、スクリプトが正

常終了できなかった場合はデータベースへのすべての変更はロールバックされます。 
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メソッド起動文 

 
Apex コードスクリプトでは、副作用のある void メソッドは、通常、次の例に示すように、スタン

ドアロンのプロシージャ文として実行されます。 
 
System.debug('Here's a note for the log.'); 

 
一方、値を返すメソッドは、Java と同じように、その結果がいずれかの変数に代入されない場合、

文として実行することもできます。 

 

例外文 

 
Apex コードでは、スクリプトの通常の実行の流れを乱すエラーなどのイベントを、例外という形

で通知します。throw 文を使うと、例外を発生させることができます。例外から穏やかに回復させ

たいときは、try、catch、finally を用います。 
 
throw 文 

 
throw 文により、エラーの発生を通知することができます。throw 文には、エラーに関する情報を

担う例外オブジェクトを指定します。 
 
throw <exceptionObject>; 

 

try-catch-finally 文 

 
try 文、catch 文、finally 文により、発生した例外から穏やかな回復を試みることができます。 
• try 文は、例外が発生しうるコードブロックを指定する。 
• catch 文は、特定の種類の例外を処理するコードブロックを指定する。1 つの try 文に複数の 

catch 文を組み合わせることができる。 
• finally 文は、省略可能で、実行が保証されたコードブロックを指定する。これにより、try ブ

ロック内にあるコードのクリーンアップを行うことができる。1 つの try 文に付けられる 
finally 文は 1 つだけ。 

 
構文 

構文は次のとおり。 
 
try { 
<code_block> 
} catch (<exceptionType>) { 
<code_block> 
} 
// 必要なら、ここに、そのほかの例外に対する catch 文を置く 
// 例外全般を表す Exception を使う場合は、最後の catch ブロックで使うこと 
//  
} catch (Exception e) { 
<code_block> 
} 
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// finally 文は省略可能 
} finally { 
<code_block> 
} 

 

使用例 

 

一例を挙げます。 
 
try { 

// そのほかのコード 
} catch (System.ListException e) { 

// ここに、リスト例外を処理するコードをおく 
} catch (Exception e) { 

// ここに、例外一般を扱うコードをおく 
} 

 
 

Note：例外ガバナは制限値に関する例外を発生させますが、これを捕捉することはでき

ません。第 8 章の「実行ガバナと制限値」（p.178）を参照してください。 
 
 

 
例外の種類 

 
例外は、標準の Exception 型として包括的に扱うことも、システムが定義している例外やユーザ

が定義する例外に細分して扱うこともできます。 
ユーザ定義の例外については、第 7 章の「例外クラス」（p.156）を参照してください。 
 

システムが定義する例外の種類 

 

システムにはあらかじめ次の例外が定義されています。これらについては、明示的に発生させるこ

とはできません。 
 
例外 説明 
ListException リストに関するもの。存在しない添え字へのアクセスなど 
DmlException DML 文に関するもの。必須項目に値が設定されていないレコードに対す

る insert 文など 
MathException 数学的演算に関するもの。ゼロによる除算など 
NullPointerException null の参照の解決に関するもの。たとえば、次のコードの場合 

String s; 
s.toLowerCase(); // s は null なので、 
// このコールは NullPointerException を発生させる 

QueryException SOQL クエリに関するもの。返すべきレコードがないか複数のレコード

を返すクエリを単一の SObject 変数に代入する場合など 
SObjectException SObject レコードに関するもの。insert でしか変更することのできない

項目を update 文で変更した場合など 
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StringException String に関するもの。文字数が 32,000 を超える場合など 
TypeException 型変換に関するもの。String a を valueOf()  を使って Integer に変換

しようとした場合など 
 
 

Note：システム定義の例外を使う場合は、次の例に示すように、前に System を付けま

す。 
 
 
 

try { 
// その他のコード 

} catch (System.ListException e) { 
// その他のコード 

} 



 79

第 5 章 
Pattern クラスと Matcher クラス 

 

この章の内容 
• Pattern クラスと 

Matcher クラス 
• 領域 
• マッチングのしかた 
• 境界 
• キャプチャグループ 
• Pattern クラスと 

Matcher クラスの使用

例 

正規表現は文字列をマッチングするために使われる文字列で、特

別な構文を持っています。Apex コードでも、Pattern クラスと 
Matcher クラスを介して利用することができます。 
 
 

Note：Apex コードの Pattern クラス、Matcher クラス、

正規表現は、Java のものを基本にしています。Java の
正規表現については、
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/index.html?java/u
til/regex/Pattern.html を参照してください。 
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Pattern クラスと Matcher クラス 

 
Pattern クラスは、コンパイルされた正規表現です。Matcher クラスは、これを使って文字列のマ

ッチングを行います。次の図に示すように、1 つの Pattern オブジェクトを多くの Matcher オブ

ジェクトが利用します。 
 

 
 

図9：1 つの Pattern オブジェクトから多くの Matcher オブジェクトを作ることができる 

 
Apex コードでは、正規表現の構文として、Java で使われている標準の正規表現構文を採用してい

ます。したがって、Java で使える正規表現の文字列は、いずれも Apex コードスクリプトに簡単

に移植することができます。 
 
正規表現はすべて文字列型です。そのほとんどは Pattern オブジェクトにコンパイルされますが、

String split メソッドだけはコンパイルされていない正規表現を用いています。 
 
正規表現をコンパイルして作られた Pattern オブジェクトは、通常、Matcher オブジェクトを１回

だけ作るのに使われます。 
 
// まず、新しい Pattern オブジェクト MyPattern をインスタンス化する 
MyPattern = Pattern.compile('a*b'); 
 
// 次に、新しい Matcher オブジェクト MyMatcher をインスタンス化する 
Matcher MyMatcher = MyPattern.matcher('aaaaab'); 
 
// 静的システムメソッド assert を使って、この Matcher オブジェクトを検証する 
System.assert(MyMatcher.matches()); 

 
1 回しか使う予定のない正規表現の場合、コンパイルとマッチングを同時に行えると便利です。そ

れを実現するのが、Pattern クラス matches メソッドです。上のマッチングの例が、次のように簡

潔になります。 
 
Boolean Test = Pattern.matches('a*b', 'aaaaab'); 
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Pattern クラスメソッドの詳細については、第 6 章の「Pattern のメソッド」（p.111）を参照して

ください。 
Matcher クラスメソッドの詳細については、第 6 章の「Matcher のメソッド」（p.112）を参照し

てください。 
 
領域 

 
Matcher オブジェクトの入力文字列のうち、マッチングすべき部分を領域と呼びます。Matcher オ
ブジェクトのデフォルト領域は常に入力文字列全体ですが、region メソッドを使って領域の始点

と終点を変更することができます。現行領域の始点と終点は、regionStart メソッドと regionEnd 
メソッドで確認できます。 
 
region メソッドには始点と終点の両方の値が必要です。一方だけを設定する場合は、次の表のよ

うにします。 
 
表12：region メソッドの使用例 
領域の始点 領域の終点 コード例 
明示的に指定 そのまま MyMatcher.region(start, 

MyMatcher.regionEnd()); 

そのまま 明示的に指定 MyMatcher.region(MyMatcher.regionStart(), 
end); 

デフォルト値に設定 明示的に指定 MyMatcher.region(0, end); 

 

マッチングのしかた 

 
Matcher オブジェクトは、Pattern を解釈し、それに従って文字列をマッチングするためのオブジ

ェクトで、Pattern の matcher メソッドを使って作成します。 
パターンに対して次のようなマッチングを行うことができます。 
• matches メソッドでは、Matcher オブジェクトに入力された文字列全体をマッチングする 
• lookingAt メソッドでは、Matcher オブジェクトに入力された文字列を始点からマッチングす

る。領域全体を処理するのではない。 
• find メソッドでは、Matcher オブジェクトに入力された文字列の中から次にマッチする部分文

字列を探す。 
 
これらのメソッドは、マッチしたかしないかを表す Boolean を返します。 
 
検索できたものなど、マッチングの詳細情報を得るには、次の Matcher クラスメソッドを使います。 
• end メソッドは、マッチした最後の文字の次の位置を返す。 
• start メソッドは、マッチした最初の文字の位置を返す。 
• group メソッドは、マッチした部分文字列を返す。 
 
境界 

 
デフォルトでは、領域の境界はアンカー設定境界になっています。アンカー設定境界というのは、

入力文字列の端点ではなくても行アンカー（^ や $ など）がマッチする境界のことです。アンカー

設定境界にするかどうかは、useAnchoringBounds メソッドで設定します。これを false に設定
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すると、行アンカーは入力文字列の端点とのみマッチします。 
 
デフォルトでは、領域は不透明な境界を持っています。つまり、領域の外にあるテキストはマッチ

ングの対象外です。しかし、透明な境界 に設定することで、領域外のテキストを対象に含めること

ができます。透明な境界は、領域が入力文字列全体より小さい場合にだけ使うことができます。ど

ちらの境界を用いるかは、useTransparentBounds メソッドを使って設定します。 
 
たとえば、次の文字列をマッチングしており、領域は STRING という単語だけだったとします。 
 
This is a concatenated STRING of cats and dogs. 

 
この場合、境界が不透明なら cat という単語に対してマッチングしてもマッチしません。 
 
 
キャプチャグループ 

 
マッチング中にパターンにマッチした入力文字列の部分文字列は保存されます。これらの部分文字

列をキャプチャグループと呼びます。 
 
キャプチャグループには番号が付いています。左から右に左かっこを数えたとき、その数がキャプ

チャグループの番号になります。たとえば、正規表現文字列 ((A)(B(C))) の場合は、4 つのキャ

プチャグループがあります。 
1. ((A)(B(C))) 
2. (A) 
3. (B(C)) 
4. (C) 
 
グループ 0 は、常に、表現全体です。 
 
グループに関連づけられているキャプチャされた部分文字列は、常に、そのグループで最後にマッ

チしたものです。つまり、いずれかの Matcher クラスのマッチング操作から返ったものです。 
 
いずれかのマッチング操作でグループが 2 回評価され、2 回目の評価に失敗した場合も、前回キャ

プチャされた値があれば、それは保存されています。 
 
Pattern クラスと Matcher クラスの使用例 

 
Matcher クラスの end メソッドは前回マッチした次の文字の位置を返します。これを利用すると、

文字列を構文解析する際、マッチする部分文字列を見つけた後に、そこからマッチングを再開する

などの処理を行うことができます。 
 
正規表現では、? は 0 回か 1 回のマッチを、+ は 1 回以上のマッチを意味します。 
 
次の例の場合、Matcher オブジェクトに渡された文字列 aba はパターン (a(b)?)+ に対してマッチ

します。なぜなら、a(b)? は ab（これは a の後に b が 1 回続く文字列）にマッチし、最後の a 
も（これは a の後に b が 0 回続く文字列）やはりマッチするからです。 
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pattern myPattern = pattern.compile('(a(b)?)+'); 
matcher myMatcher = myPattern.matcher('aba'); 
System.assert(myMatcher.matches() && myMatcher.hitEnd()); 
 
// グループは 2 つある。グループ 0 は、常に、パターン全体。 
// グループ 1 は最後にマッチした部分文字列を含む。この場合は a となる。 
// したがって、次の条件は成立する 
 
System.assert(myMatcher.groupCount() == 2 && myMatcher.group(0) == 'aba' && 
myMatcher.group(1) 
== 'a'); 
 
// グループ 0 はパターン全体だから、次の条件も成立する 
 
System.assert(myMatcher.end() == myMatcher.end(0)); 
 
// end はマッチした最後の文字の次のオフセットを返し、 
// 両グループとも最後の入力文字を使っているため、オフセットは 3 となる。 
// オフセットは 0 からはじまる点に注意。したがって、次の条件も成立する 
 
System.assert(myMatcher.end() == 3 && myMatcher.end(0) == 3 && myMatcher.end(1) == 
3); 

 
次の例は、電子メールアドレスを正規化し、類似した電子メールアドレスにトップレベルドメイン

またはサブドメインに異なるものがあれば重複を報告します。たとえば、john@fairway.smithco 
は john@smithco に正規化されます。 
 
class normalizeEmailAddresses{ 
 

public void hasDuplicatesByDomain(Lead[] leads) { 
// このパターンは、電子メールアドレス john@*.smithco.com や john@smithco.* を 
// john@smithco に短縮する 

Pattern emailPattern = Pattern.compile('(?<=@)((?![\\w]+\\.[\\w]+$) 
 [\\w]+\\.)|(\\.[\\w]+$)'); 

// リードに対する emailkey の集合を定義する 
Map<String,Lead> leadMap = new Map<String,Lead>(); 

for(Lead lead:leads) { 
// email が空のリードは無視する 
if(lead.email != null) { 
       // 正規表現を使ってキーを生成する 

String emailKey = emailPattern.matcher(lead.email).replaceAll(''); 
       // 重複を調べる 

if(leadMap.containsKey(emailKey)) 
lead.email.addError('Duplicate found in batch'); 

else { 
        // 重複したキーのカスタム項目のキーを保存する 

lead.Duplicate_Key__c = emailKey; 
leadMap.put(emailKey, lead); 

} 
} 

} 
// データベースから重複を探す 
for(Lead[] leadsCheck:[select Id, duplicate_key__c from Lead where 
duplicate_key__c IN :leadMap.keySet()]) { 
for(Lead lead:leadsCheck) { 
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// 重複があった場合は、エラーを追加 
if(leadMap.containsKey(lead.Duplicate_Key__c)) 
leadMap.get(lead.Duplicate_Key__c).email.addError('Duplicate found 
in salesforce(id: ' + lead.id + ')'); 

} 
     } 
   } 
} 
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第 6 章 
Apex コード のメソッド 

 

この章の内容 
• システム静的メソッド 
• Limits のメソッド 
• List のメソッド 
• Set のメソッド 
• Map のメソッド 
• Double メソッド 
• SObject のメソッド 
• String のメソッド 
• Date のメソッド 
• Datetime のメソッド 
• Exception のメソッド 
• Pattern のメソッド 
• Matcher のメソッド 
• Apex コード の Object 

のメソッド 
• ユーザ定義メソッド 
 
 
 
 
 
 

Apex コード には、組み込みのシステム静的メソッドと、特定

のデータ型の式のための組み込みのメソッドの両方があります。 
 
システム静的メソッドは、オブジェクト コンテキストなしで呼

び出します。Java と同様に、常に次のような形式で使用します。 
 
Class.method(args) 

 
その他のメソッドはすべて、特定のデータ型の式（リスト、集合、

文字列など）において呼び出します。 次のコードはその例です。 
 
String s = 'Hello, world'; 
 
Integer i = s.length(); 

 
Note: null に評価されるオブジェクト式に対してメソ

ッドを呼び出した場合、Apex コード ランタイム エ
ンジンによって、null ポインタ例外がスローされます。 
 
 

以下のセクションでは、用意されているメソッドをオブジェクト

の型ごとに説明します。 この章の 後のセクションでは、ユー

ザ定義メソッドについて説明します。 
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システム静的メソッド 
 
システム静的メソッドは、暗黙的なパラメータのない、独立型のメソッドです。 たとえば、次の式

を見てください。 
 
Math.round(1.75); 

 
この式では、値 1.75 が、 も近い Integer 値に丸められます。その際、他の値は使用されません。 
 
次の表は、Apex コード で定義されているシステム静的メソッドの一覧です。 
 

Note: 次の表で、<AnyDataType> は、基本データ型、オブジェクト レコード、配列、

マップ、集合、または特別な値 null のいずれかの、任意の値を表します。 
 
 
 
表 13: システム静的メソッド 
クラス 名前 引数 戻り値の

型 
説明 

System now  Datetime 現在の日付と時刻を返します。 
 today  Date 現在の日付を返します。 
 assert Boolean 

condition, 
<AnyDataType> 
opt_msg 

Void condition が true かどうかをアサー

トします。 true でない場合は、実行

時例外がスローされ、オプションの

第 2 引数 opt_msg  がそのメッセー

ジの一部として使用されます。 
 assertEquals <AnyDataType> 

x, 
<AnyDataType> 
y, 
<AnyDataType> 
opt_msg 

Void 第 1 引数 x と第 2 引数 y が等し

いかどうかをアサートします。 等し

くない場合は、実行時例外がスロー

され、オプションの第 3 引数 
opt_msg がそのメッセージの一部と

して使用されます。 
 assertNotEquals <AnyDataType> 

x, 
<AnyDataType> 
y, 
<AnyDataType> 
opt_msg 

Void 第 1 引数 x と第 2 引数 y が異な

るかどうかをアサートします。 等し

い場合は、実行時例外がスローされ、

オプションの第 3 引数 opt_msg が
そのメッセージの一部として使用さ

れます。 
 debug <AnyDataType> 

msg 
Void 引数 msg  を文字列形式で実行デバ

ッグ ログに書き込みます。 マップ

または集合を出力する場合、キーの

順序で並び替えが行われ、角かっこ

（[]）で囲まれて出力されます。配

列またはリストを出力する場合、丸

かっこ（()）で囲まれて出力されま

す。 
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UserInfo getUserId  String コンテキスト ユーザの ID を返し

ます。 
 getFirstName  String コンテキスト ユーザの名を返しま

す。 
 getLastName  String コンテキスト ユーザの姓を返しま

す。 
 getUserName  String コンテキスト ユーザのログイン名

を返します。 
 getUserRoleId  String コンテキスト ユーザのロール ID 

を返します。 
 getDefaultCurrency  String 複数の通貨を使用する組織の場合

に、コンテキスト ユーザのデフォル

トの通貨コードを返します。 
 getLocale  String コンテキスト ユーザのロケールを

返します。 
 getLanguage  String コンテキスト ユーザの言語を返し

ます。 
 getOrganizationId  String コンテキスト組織の ID を返しま

す。 
 getOrganizationName  String コンテキスト組織の社名を返しま

す。 
 getProfileId  String コンテキスト ユーザに固有の 18 

桁のレコード ID を返します。 
 getSessionId  String 現在のセッションのセッション ID 

を返します。 
 isMultiCurrency  Boolean この組織が複数の通貨を使用してい

るかどうかを示します。 
Currency newInstance Double value, 

String 
currency_code 

Currency SOQL クエリの WHERE 句の中で使

用できる Currency 型のリテラルを

作成します。 Apex コード でこの型

の値を作成または使用できるのはそ

こだけです。 
Integer valueOf anyType x* Integer anyType 型の履歴管理テーブル項目

である x  を Integer にキャストし

ます。 anyType データ型の詳細につ

いては、「Field Types」を参照して

ください。 
 valueOf String s Integer 指定した String の値に相当する 

Integer 値を返します。 Java と同様

に、String は符号付き 10 進整数を

表すものとして解釈されます。 
Double valueOf anyType x* Double anyType 型の履歴管理テーブル 項

目である x を Double にキャスト

します。 anyType データ型の詳細に

ついては、「Field Types」を参照し

てください。 
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 valueOf String s Double 指定した String の値に相当する 
Double 値を返します。 Java と同様

に、String は符号付き 10 進数を表

すものとして解釈されます。 
Boolean valueOf anyTypex* Boolean anyType 型の履歴管理テーブル 項

目である x を Boolean にキャスト

します。 anyType データ型の詳細に

ついては、「Field Types」を参照し

てください。 
String valueOf Integer i String 指定した Integer 値を表す String 

値を返します。 
 valueOf Double d String 指定した Double 値を表す String 

値を返します。 
 valueOf anyType x* String anyType 型の履歴管理テーブル 項

目である x を String にキャストし

ます。 anyType データ型の詳細につ

いては、「Field Types」を参照して

ください。 
 valueOf Date d String 指定した Date を標準の 

"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 形式で表

した String を返します。 
 valueOf Datetime dt String 現地時間帯用に、指定した Datetime 

を標準の "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 
形式で表した String を返します。 

 valueOfGmt Datetime dt String GMT 時間帯用に、指定した 
Datetime を標準の "yyyy-MM-dd 
HH:mm:ss" 形式で表した String を
返します。 

Datetime valueOf String s Datetime 指定した String の値に相当する 
Datetime 値を返します。 String で
は、現地時間帯の標準の日付形式 
"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" を使用す

る必要があります。 
 valueOfGmt String s Datetime 指定した String の値に相当する 

Datetime 値を返します。 String で
は、GMT 時間帯の標準の日付形式 
"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" を使用す

る必要があります。 
 valueOf anyType x* Datetime anyType 型の履歴管理テーブル 項

目である x を Datetime にキャス

トします。 anyType データ型の詳細

については、「Field Types」を参照

してください。 
 newInstance Integer year, 

Integer month, 
Integer date, 

Datetime Integer で指定した現地時間帯の

年（year）、月（month）、日（day）、

時（hour）、分（minute）、および秒
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Integer hour, 
Integer minute, 
Integer second 

（second）を表す Datetime 値を生

成します。 

 newInstanceGmt Integer year, 
Integer month, 
Integer date, 
Integer hour, 
Integer minute, 
Integer second 

Datetime Integer で指定した GMT 時間帯

の年（year）、月（month）、日（day）、

時（hour）、分（minute）、および秒

（second）を表す Datetime 値を生

成します。 

 newInstance Integer year, 
Integer month, 
Integer date 

Datetime Integer で指定した現地時間帯の

年（year）、月（month）、日（day）

の午前 0 時を表す Datetime 値を

生成します。 
 newInstanceGmt Integer year, 

Integer month, 
Integer date 

Datetime Integer で指定した GMT 時間帯

の年（year）、月（month）、日（day）

の午前 0 時を表す Datetime 値を

生成します。 
 newInstanceGmt anyType x* Datetime 履歴管理テーブル 項目 x から 

Datetime を生成します。 anyType 
データ型の詳細については、「Field 
Types」を参照してください。 

Date valueOf String s Date 指定した String の値に相当する 
Date 値を返します。 String では、

現地時間帯の標準の日付形式 
"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" を使用す

る必要があります。 
 valueOf anyType x* Date anyType 型の履歴管理テーブル 項

目である x を Date にキャストし

ます。 anyType データ型の詳細につ

いては、「Field Types」を参照して

ください。 
 newInstance Integer year, 

Integer month, 
Integer date 

Date Integer で指定した年（year）、月

（month）、日（day）を表す Date 値
を生成します。 

 daysInMonth Integer year, 
Integer month  

Integer year および month で指定した月の

日数をを返します。 
 isLeapYear Integer year Boolean year で指定した年がうるう年の場

合は true を返します。 
Math round Double d Integer 指定した Double に も近い 

Integer を返します。指定した値に 
1/2 を加えた値の floor を求め、

Integer にキャストするという方法

で結果が求められます。 結果が 
-2,147,483,648 未満または 
2,147,483,647 より大きい場合は、

エラーが生成されます。 
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 floor Double d Double 引数の値以下で、値自体は整数に等

しい、 大の（正の無限大に も近

い）Double 値を返します。 
 ceil Double d Double 引数の値以上で、値自体は整数に等

しい、 小の（負の無限大に も近

い）Double 値を返します。 
 abs Integer i Integer 指定した Integer 値の絶対値を返し

ます。 
 abs Double d Double 指定した Double 値の絶対値を返し

ます。 
 pow Double d, 

Double exp 
Double d を exp  乗した値を返します。 

 log Double d Double 指定した Double 値の自然対数（底 
e）を返します。 

 log10 Double d Double 指定した Double 値の対数（底 10）
を返します。 

 exp Double d Double オイラー数 e を指定した Double 
値で累乗した値を返します。 

 min Double d1, 
Double d2 

Double 指定した 2 つの Double 値のうち

で小さい方の値を返します。 
 min Integer i1, 

Integer i2 
Integer 指定した 2 つの Integer 値のうち

で小さい方の値を返します。 
 max Double d1, 

Double d2 
Double 指定した 2 つの Double 値のうち

で大きい方の値を返します。 
 max Integer i1, 

Integer i2 
Integer 指定した 2 つの Integer 値のうち

で大きい方の値を返します。 
 random  Double 0.0 以上 1.0 未満の正の Double 

値を返します。 
 mod Integer i1, 

Integer i2 
Integer i1 を i2  で割った余りを返します。

Matcher quoteReplacement String s String 指定した文字列 s に対応するリテ

ラルの置換文字列を返します。 戻り

値の文字列の各文字は、s の文字シ

ーケンスにマッチします。 入力文字

列に含まれるメタ文字（$、^ など）

やエスケープ シーケンスは、特別な

意味を持たないリテラル文字とみな

されます。 パターンとマッチャーの

詳細については、「Pattern クラスと

Matcher クラス」を参照してくださ

い。 
Pattern compile String regExp Pattern 正規表現 regExp を Pattern オブジ

ェクトにコンパイルします。 パター

ンとマッチャーの詳細については、

「Pattern クラスと Matcher クラ

ス」を参照してください。 
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 matches String regExp, 
String s 

Boolean 正規表現 regExp をコンパイルし、s 
に対してマッチングします。文字列 
s が指定の正規表現にマッチする場

合は true、それ以外の場合は false 
を返します。 同じパターンを何回か

使用する場合は、毎回このメソッド

を呼び出すよりも、1 回コンパイル

したものを再利用する方が効率的で

す。 次のコード例を見てください。
Pattern.matches(regExp, 
input); 

これは、次のコードと同じ結果にな

ります。 
Pattern.compile(regex). 

matcher(input).matches();

 quote String s String 文字列 s をリテラルとしてマッチ

させるパターンの作成に使用できる

文字列を返します。 入力文字列に含

まれるメタ文字（$、^ など）やエス

ケープ シーケンスは、特別な意味を

持たないリテラル文字とみなされま

す。 
Test startTest  Void テスト コードの中で実際にテスト

を開始する位置を示します。 このメ

ソッドは、ガバナ制限値をテストす

るときに使用します。 各 

testMethod ではこのメソッドを 1 
回のみ呼び出せます。 このメソッド

より前にあるコードはすべて、変数

の初期化やデータ構造へのデータ代

入などに使用します。ここで、テス

トの実行に必要なものをすべて準備

できます。 このメソッドを呼び出し

た後、次に使用する重要なステート

メントによって、残りのテストでど

のガバナ制限値を使用するかが決ま

ります。 たとえば、次の重要なステ

ートメントが DML ステートメント

（INSERT や DELETE など）の場合、

そのステートメントのバッチ サイ



 92

ズに応じて、そのテストの制限値が

決まります。 あるいは、次の重要な

ステートメントが webService メソ

ッドの場合、システムは 
webService の制限値をテストに使

用します。 
 stopTest  Void テスト コードの中でテストが終了

する位置を示します。 このメソッド

は startTest メソッドとペアで使

用します。 各 testMethod ではこ

のメソッドを 1 回のみ呼び出せま

す。 このメソッドを呼び出した後

で、後続のアサートを元のコンテキ

ストで必要に応じて実行します。 
 
* anyType データ型は、EntityHistory テーブルでのみ使用する特定の型です。 詳細については、

「Field Types」を参照してください。 
 
 
Limits のメソッド 
 
Apex コード はマルチテナント環境で動作します。このため、暴走したスクリプトによって共有リ

ソースが占有されることがないよう、Apex コード ランタイム エンジンでは、いくつかの上限を

厳密に適用しています。 
 
Limits のメソッドでは、現在実行されているコンテキスト（トリガ、Web サービス メソッドなど）

に対応する個々の制限値を取得できます。 
 
Limits のメソッドには、引数を取るものはありません。 Limits のメソッドは次のような書式で使

用します。 
 
myDMLLimit = Limits.getDMLStatements(); 

 
各メソッドには、それぞれ 2 つのバージョンがあります。 1 つは、現在のコンテキストでこれま

でに使用したリソースの量を返すメソッド、もう 1 つは、名前に Limit という言葉が入っていて、

そのコンテキストで使用できるリソースの合計量を返すメソッドです。 
 
詳細については、「実行ガバナと制限値」（p.178）を参照してください。 
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表 14: Limit のメソッド 
メソッド 戻り値 説明 
getDMLRows() Integer 現在のコンテキストで、DML 

ステートメント（挿入や削除な

ど）でこれまでに処理したレコ

ード数を返します。 
getLimitDMLRows() Integer 現在のコンテキストで、DML 

ステートメントで処理できる合

計レコード数を返します。 
getDMLStatements() Integer 現在のコンテキストでこれまで

に呼び出した DML ステート

メント（insert や update な
ど）の数を返します。 

getLimitDMLStatements() Integer 現在のコンテキストで呼び出す

ことができる DML ステート

メントの合計数を返します。 
getHeapSize() Integer 現在のコンテキストでこれまで

にヒープに使用した概算メモリ

量をバイト単位でを返します。
getLimitHeapSize() Integer 現在のコンテキストでヒープに

使用できる合計メモリ量をバイ

ト単位でを返します。 
getQueries() Integer 現在のコンテキストでこれまで

に発行した SOQL クエリの数

を返します。 
getLimitQueries() Integer 現在のコンテキストで発行でき

る SOQL クエリの合計数を返

します。 
getQueryRows() Integer 現在のコンテキストで SOQL 

クエリの発行によってこれまで

に返されたレコード数を返しま

す。 
getLimitQueryRows() Integer 現在のコンテキストで SOQL 

クエリの発行によって返すこと

のできるレコードの合計数を返

します。 
getScriptStatements() Integer 現在のコンテキストでこれまで

に実行されたステートメントの

数を返します。 
getLimitScriptStatements() Integer 現在のコンテキストで実行でき

るステートメントの合計数を返

します。 
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List のメソッド 
 
暗黙的なパラメータがないシステム静的メソッドとは違い、List のメソッドはすべて、リストの特

定のインスタンスによって呼び出され、そのリストが処理の対象となります。 たとえば、次のコー

ドでは、myList のすべての要素が削除されます。 
 
myList.clear(); 

 
clear() メソッドにはパラメータがありませんが、呼び出し元のリストが暗黙的なパラメータとな

ります。 
 
次の表は、Apex コード で定義されている、List の全メソッドの一覧です。 

Note: 次の表で、<List_elem> は、リストと同じ型の単一の要素を表します。 
 
 
 
 
表 15: List のメソッド 
名前 引数 戻り値の型 説明 
Add <List_elem> e Void リストの末尾に要素 e を追加し

ます。 
Add Integer i, <List_elem> 

e 
Void リストのインデックス位置 i に

要素 e を追加します。 
addAll List l Void リスト l  のすべての要素を、メ

ソッドを呼び出したリストに追加

します。 両方のリストは同じ型で

ある必要があります。 
Clear  Void リストからすべての要素を削除

し、リストの長さをゼロにします。
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Clone  List 
（同じ型のもの）

リストのコピーを作成します。 
SObject レコードのリストの場

合、コピーしたリストは、元のリ

ストのシャロー コピーにすぎな

い点に注意してください。 つま

り、コピー先のリストには、各オ

ブジェクトに対する参照が格納さ

れ、SObject レコード自体はコピ

ーされません。 次のコードはその

例です。 
Account a = new 

Account(name='Acme', 
city='New York');

Account b = new Account();
Account[] l1 = new 

Account[]{a,b}; 
Account[] l2 = l1.clone();
l1[0].city = 'San 
Francisco'; 
System.assertEquals( 

l1[0].city, 
'San Francisco'); 

System.assertEquals( 
l2[0].city, 
'San Francisco'); 

SObject レコードも併せてコピー

するには、deepClone() メソッド

を使用する必要があります。 
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deepClone Boolean opt_preserve_id List 
（同じオブジェ

クト型のもの） 

SObject レコードのリストのコピ

ーを作成します。SObject レコー

ド自体もコピーされます。 次のコ

ードはその例です。 
Account a = new 

Account(name='Acme', 
city='New York');

Account b = new Account();
Account[] l1 = new 

Account[]{a,b}; 
Account[] l2 = 
l1.deepClone(); 
l1[0].city = 'San 
Francisco'; 
System.assertEquals( 

l1[0].city, 
'San Francisco'); 

System.assertEquals( 
l2[0].city, 
'New York'); 

 
Note: deepClone は、

sObject のリストに対し

てのみ使用できます。基

本データ型のリストには

使用できません。 
 

オプションの opt_preserve_id 引数

では、コピー元のオブジェクトの 
ID をコピー先でも維持するかク

リアするかを指定できます。 
リストのシャロー コピーを作成

し、中身の SObject レコードをコ

ピーしない場合には、clone() メ
ソッドを使用します。 
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get Integer i <Array_elem> インデックス i に格納されてい

るリスト要素を返します。基本デ

ータ型または SObject の 1 次
元のリストの中から要素を参照す

るときには、リストの名前の後に、

目的の要素のインデックス位置を

角かっこで囲んで指定する方法も

使用できます。 次のコードはその

例です。 
colors[3] 

isEmpty  Boolean リストの中に要素がない場合には 
true を返します。 

remove Integer i <Array_elem> リストの i 番目のインデックス

に格納されていた要素を削除し、

その要素を返します。 
set Integer i, <List_elem> 

e 
Void リストのインデックス i の位置

に e を代入します。基本データ型

または SObject の 1 次元のリ

ストの中から要素を参照するとき

には、リストの名前の後に、目的

の要素のインデックス位置を角か

っこで囲んで指定する方法も使用

できます。 次のコードはその例で

す。 
colors[3] = 'green'; 

size  Integer リストに格納されている要素の数

を返します。 
sort  Void リスト内の要素を昇順に並び替え

ます。 このメソッドは、基本デー

タ型を格納するリストの場合にの

み使用できます。 
 
リストの詳細については、「リスト」（p.41）を参照してください。 
 
 
Set のメソッド 
 
集合のメソッドは、List のメソッドと同様で、それぞれ特定の集合のインスタンスから呼び出され、

そのインスタンスが処理の対象となります。 
 
次の表は、Apex コード で定義されている、Set の全メソッドの一覧です。 
 

Note: 次の表で、<Set_elem> は、集合に含まれる単一の要素を表します。 集合に格納

できるのは基本データ型のみです。 
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表 16: Set のメソッド 
名前 引数 戻り値の型 説明 
add <Set_elem> e Boolean 集合に要素を追加しま

す（未格納の要素の場

合）。 このメソッドを

呼び出した結果、元の

集合が変更された場

合、戻り値 true が返り

ます。 
addAll Array a Boolean 指定した配列のすべて

の要素を集合に追加し

ます（未格納の要素の

場合）。 この結果、指

定した配列と集合の

「和集合」が得られる

ことになります。 指定

する配列は、メソッド

を呼び出した集合と同

じ型であることが必要

です。 このメソッドを

呼び出した結果、元の

集合が変更された場

合、戻り値 true が返り

ます。 
addAll Set s Boolean 引数に指定した集合の

すべての要素を、メソ

ッドを呼び出した集合

に追加します（未格納

の要素の場合）。 この

結果、2 つの集合の「和

集合」が得られること

になります。 引数に指

定する集合は、メソッ

ドを呼び出した集合と

同じ型であることが必

要です。 このメソッド

を呼び出した結果、元

の集合が変更された場

合、戻り値 true が返り

ます。 
clear  Void 集合のすべての要素を

削除します。 
clone  Set（同じ型のもの） 集合のコピーを作成し

ます。 
contains <Set_elem> e Boolean 指定した要素が集合に
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含まれている場合 true 
を返します。 

containsAll Array a Boolean 指定した配列のすべて

の要素が集合に含まれ

ている場合 true を返

します。 指定する配列

は、メソッドを呼び出

した集合と同じ型であ

ることが必要です。 
containsAll Set s Boolean 指定した集合のすべて

の要素が集合に含まれ

ている場合 true を返

します。 引数に指定す

る集合は、メソッドを

呼び出した集合と同じ

型であることが必要で

す。 
isEmpty  Boolean 集合に要素がない場合 

true を返します。 
remove <Set_elem> e Boolean 指定した要素を集合か

ら削除します（集合に

含まれている要素の場

合）。 このメソッドを

呼び出した結果、元の

集合が変更された場

合、戻り値 true が返り

ます。 
removeAll Array a Boolean 指定した配列の要素を

集合から削除します

（集合に含まれている

要素の場合）。 指定す

る配列は、メソッドを

呼び出した集合と同じ

型であることが必要で

す。 このメソッドを呼

び出した結果、元の集

合が変更された場合、

戻り値 true が返りま

す。 
removeAll Set s Boolean 引数に指定した集合の

要素を、元の集合から

削除します（元の集合

に含まれている要素の

場合）。 引数に指定す

る集合は、元の集合（メ

ソッドを呼び出した集
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合）と同じ型であるこ

とが必要です。 このメ

ソッドを呼び出した結

果、元の集合が変更さ

れた場合、戻り値 true 
が返ります。 

retainAll Array a Boolean この集合の要素のうち

で、指定した配列に含

まれているもののみを

残します。 この結果、

指定した配列と集合の

「積集合」が得られる

ことになります。 指定

する配列は、メソッド

を呼び出した集合と同

じ型であることが必要

です。 このメソッドを

呼び出した結果、元の

集合が変更された場

合、戻り値 true が返り

ます。 
retainAll Set s Boolean 元の集合の要素のうち

で、指定した集合に含

まれているもののみを

残します。 この結果、

2 つの集合の「積集合」

が得られることになり

ます。 引数に指定する

集合は、元の集合（メ

ソッドを呼び出した集

合）と同じ型であるこ

とが必要です。 このメ

ソッドを呼び出した結

果、元の集合が変更さ

れた場合、戻り値 true 
が返ります。 

size  Integer 集合に格納されている

要素の数（集合の濃度）

を返します。 
 
集合の詳細については、「集合」（p.43）を参照してください。 
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Map のメソッド 
 
マップのメソッドは、List のメソッドと同様で、それぞれ特定のマップのインスタンスから呼び出

され、そのインスタンスが処理の対象となります。 
 
次の表は、Apex コード で定義されている、Map の全メソッドの一覧です。 
 

Note: 表の中で、以下の表記を使用します。 

 
● <Key_type> はマップのキーの基本データ型を表します。 
● <Value_type> はマップの値の基本データ型または SObject 型を表します。 

 
表 17: Map のメソッド 
名前 引数 戻り値の型 説明 
clear  Void マップから、キーと値のペアをすべて削除します。
lone  Map（同じ型

のもの） 
マップのコピーを作成します。 SObject レコード

値を使用したマップの場合、コピーしたマップは、

元のマップのシャロー コピーにすぎません。 つ
まり、コピー先のマップには、各 SObject レコー

ドに対する参照が格納され、レコード自体はコピ

ーされません。 次のコードはその例です。 
Account a = new Account(name='Acme', 

city='New York'); 
Map<Integer, Account> map1 = 

new Map<ID, Account>; 
map1.put(1, a); 
Map<Integer, Account> map2 = 

map1.clone(); 
map1.get(1).city = 'San Francisco'; 
 
System.assertEquals(map1.get(1).city, 

'San Francisco'); 
System.assertEquals(map2.get(1).city, 

'San Francisco');" 
SObject レコードも併せてコピーするには、

deepClone() メソッドを使用する必要がありま

す。 

containsKey <Key_type> key Boolean key で指定したキーとペアになる値が格納されて

いる場合、true を返します。 
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deepClone  Map（同じ型

のもの） 
マップのコピーを作成します。SObject レコード

値を使用したマップの場合は、SObject レコード

もコピーされます。 次のコードはその例です。 
Account a = new Account(name='Acme', 

city='New York'); 
 
Map<Integer, Account> map1 = 

new Map<ID, Account>; 
map1.put(1, a); 
Map<Integer, Account> map2 = 

map1.deepClone(); 
map1.get(1).city = 'San Francisco'; 
 
System.assertEquals(map1.get(1).city, 

'San Francisco'); 
System.assertEquals(map2.get(1).city, 

'New York');" 
マップのシャロー コピーを作成し、中身の 
SObject レコードをコピーしない場合には、

clone() メソッドを使用します。 
get <Key_type> key <Value_type> key  で指定したキーとペアになる値を返します。

指定したキーとペアになる値がマップに格納され

ていない場合は null を返します。 
isEmpty  Boolean マップにキーと値のペアが 1 つも格納されてい

ない場合は true を返します。 
keySet  Key_type の 

Set 
マップ内のすべてのキーが格納された集合を返し

ます。 
put <Key_type> 

key, 
<Value_type> 
value 

<Value_type> value で指定した値と key  で指定したキーをマッ

プ内でペアにします。 指定したキーとペアになる

値がすでに格納されていた場合は、新しい値との

ペアに置き換えたうえで、古い値を戻り値で返し

ます。 
putAll Map m  指定したマップ m のすべてのペアを、元のマップ

にコピーします。 元のマップにすでに格納されて

いたペアは、m からの新しいペアに置き換わりま

す。 
putAll SObject[] l Boolean ID または String と SObject とのペアを格納す

るマップの場合に、SObject レコードのリスト l  
をマップに追加します。追加の方法は、同じ入力

を Map のコンストラクタで使用する場合と同様

です。この結果、元のマップが変更された場合は、

戻り値 true が返ります。 
remove <Key_type> key <Value_type> key で指定したキーに対応するペアがマップに格

納されている場合は削除します。 ペアの値が戻り

値で返されてから、削除されます。 
size  Integer マップに格納されているキーと値のペアの数を返

します。 
values  <Value_type> 

の配列 
マップ内のすべての値が任意の順序で格納された

リストを返します。 
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マップの詳細については、「マップ」（p.43）を参照してください。 

 

Double のメソッド 
 
Double のメソッドは、List のメソッドと同様で、それぞれ特定の Double のインスタンスから呼

び出され、そのインスタンスが処理の対象となります。 
 
次の表は、Apex コード で定義されている、Double のインスタンス メソッドの一覧です。 Double 
の静的メソッドの詳細については、「システム静的メソッド」（p.86）を参照してください。 
 
表 18: Double のインスタンス メソッド 
名前 引数 戻り値の型 説明 
intValue  Integer この Double を 

Integer にキャストし

た値を返します。 
 
Double の詳細については、「基本データ型」（p.36）を参照してください。 
 
 
SObject のメソッド 
 
SObject のメソッドは、List のメソッドと同様で、いずれも SObject の特定のインスタンス（取

引先や取引先責任者など）から呼び出され、そのインスタンスが処理の対象となります。 
 
次の表は、Apex コード で定義されている SObject のメソッドの一覧です。 
 
表 19: SObject のメソッド 
名前 引数 戻り値の型 説明 
addError String 

errorMsg 
Void カスタム エラー メッセージを使用してレコード

をマークし、DML 処理が行われないようにしま

す。 before insert トリガと before update ト
リガの Trigger.new、および before delete ト
リガの Trigger.old に対して使用した場合、エ

ラー メッセージはアプリケーション インターフ

ェイスに表示されます。 詳細については、「トリ

ガ」（p.159）および「トリガ例外」（p.168）を

参照してください。 
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<field>.addError String 
errorMsg 

Void アプリケーション インターフェイスで、このメソ

ッドを呼び出した項目に、指定のエラー メッセー

ジを配置し、DML 処理が行われないようにしま

す。 次のコードはその例です。 
Trigger.new.myField__C.addError('bad');

 
Note: 
 
• before insert トリガと before update トリガの 

Trigger.new、および before delete トリガの 

Trigger.old に対して使用した場合、エラー メ

ッセージはアプリケーション インターフェ

イスに表示されます。 
• このメソッドはきわめて特殊で、指定した項

目識別子と、実際にメソッドを呼び出すオブ

ジェクトが異なります。実際の呼び出し元は 
SObject レコードです。 指定した項目は、エ

ラーの表示に使用する項目を識別するためだ

けに使用されます。 
• このメソッドは、今後のバージョンの Apex 

コード では変更される可能性があります。 
 
詳細については、「トリガ」（p.159）および「ト

リガ例外」（p.168）を参照してください。 

clear  Void すべてのフィールド値をクリアします。 
clone Boolean 

opt_preserve_id 
<SObject>
（同じ型の

もの） 

SObject レコードのコピーを作成します。 オプシ

ョンの opt_preserve_id 引数では、コピー元のオブ

ジェクトの ID をコピー先でも維持するかクリア

するかを指定できます。 
 
SObject の詳細については、「SObject 型」（p.38）を参照してください。 

 

String のメソッド 
 
String のメソッドは、List のメソッドと同様で、それぞれ特定の String のインスタンスから呼び

出され、そのインスタンスが処理の対象となります。 
 
次の表は、Apex コード で定義されている、String のインスタンス メソッドの一覧です。 String の
静的メソッドの詳細については、「システム静的メソッド」（p.86）を参照してください。 
 
表 20: String のインスタンス メソッド 
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名前 引数 戻り値

の型 
説明 

compareTo String 
compString 

Integer String の各文字の Unicode 値に基づいて、2 つの文字列を辞書

的順序で比較します。 結果は次のようになります。 
• メソッドの呼び出し元の String が、辞書的順序で 

compString よりも前の場合、負の Integer 値が返ります。 
• メソッドの呼び出し元の String が、辞書的順序で 

compString よりも後の場合、正の Integer 値が返ります。

• 2 つの String 値が等しい場合、ゼロが返ります。 
インデックス位置ごとの文字の比較で両 String に違いがない場

合には、短い String 値の方が辞書順で前となります。 equals()
メソッドが true を返すときには、このメソッドは必ず 0 を返し

ます。 
contains String 

compString 
Boolean メソッドの呼び出し元の String に、compString 引数で指定した文

字シーケンスが含まれている場合は true を返します。 
endsWith String 

suffix 
Boolean メソッドの呼び出し元の String の末尾が suffix で指定した文字

列の場合は true を返します。 
equals String 

compString 
Boolean compString が null でなく、メソッドの呼び出し元の String と同

じバイナリ シーケンスの文字列を表す場合には true を返しま

す。 compareTo() メソッドが 0 を返すときには、このメソッド

は必ず true です。 なお、== 演算子でも String 値の比較が行わ

れますが、そちらは大文字と小文字が区別されません。Apex コ
ード の表記解釈に合わせるためです。 （== は、ID の比較の場

合には、大文字と小文字が区別されます。理由は同じです）。 
equalsIgnoreCase String 

compString 
Boolean compString が null でなく、メソッドの呼び出し元の String と同

じ文字シーケンス（大文字と小文字の違いは無視）を表す場合に

は true を返します。 
indexOf String 

substring, 
Integer i 

Integer インデックス i 以降で、指定した部分文字列が 初に出現したイ

ンデックスを返します。 部分文字列が出現しない場合、-1 を返

します。 
length  Integer String に含まれている 16 ビット Unicode 文字の数を返しま

す。 
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split String 
regExp, 
Integer 
limit 

String[] 正規表現 regExp および String の末尾を区切りとして String か
ら取り出した各部分文字列を格納したリストを返します。 （正規

表現の詳細については、
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/regex/Pattern.html 
を参照してください）。 各部分文字列がリストに格納される順序

は、String 内で登場した順序と同じです。 regExp にマッチする

部分が String 内にない場合、元の String 値がそのまま格納され

た、要素が 1 つだけのリストが得られます。 オプションの limit

パラメータでは、パターンを適用する回数を指定できます。した

がって、得られるリストの長さは、このパラメータに応じて、次

のようになります。 
• limit がゼロより大きい場合、パターンの適用回数は 大 limit - 1 
回で、リストの長さは 大 limit です。リストの 後の要素には、

後にマッチしたデリミタより後の文字列がすべて格納されま

す。 
• limit が負の値の場合、パターンは回数無制限で適用され、それ

に応じたリストの長さになります。 
• limit がゼロの場合、パターンは回数無制限で適用され、それに

応じたリストの長さになります。また、末尾の空文字列は破棄

されます。 
たとえば、String s = 'boo:and:foo' の場合、次のようになります。 
• s.split(':', 2) の結果は {'boo', 'and:foo'} 
• s.split(':', 5) の結果は {'boo', 'and', 'foo'} 
• s.split(':', -2) の結果は {'boo', 'and', 'foo'} 
• s.split('o', 5) の結果は {'b', '', ':and:f', '', ''} 
• s.split('o', -2) の結果は {'b', '', ':and:f', '', ''} 
• s.split('o', 0) の結果は {'b', '', ':and:f'} 

startsWith String 
prefix 

Boolean メソッドの呼び出し元の String の先頭が prefix で指定した文字

列の場合は true を返します。 
substring Integer 

startIndex 
String String のうちで、指定した startIndex の文字から末尾の文字まで

を、新しい String 値として返します。 
substring Integer 

startIndex, 
Integer 
endIndex 

String 指定した startIndex の文字から endIndex - 1 の文字までを、新し

い String 値として返します。 次のコードはその例です。 
"hamburger".substring(4, 8) 
// "urge" が返る 
"smiles".substring(1, 5) 
// "mile" が返る 

toLowerCase  String デフォルト ロケールのルールを使用して、String のすべての文字

を小文字に変換します。 
toUpperCase  String デフォルト ロケールのルールを使用して、String のすべての文字

を大文字に変換します。 
 
String の詳細については、「基本データ型」（p.36）を参照してください。 
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Date のメソッド 
 
Date のメソッドは、List のメソッドと同様で、それぞれ特定の Date のインスタンスから呼び出

され、そのインスタンスが処理の対象となります。 
 
次の表は、Apex コード で定義されている、Date のインスタンス メソッドの一覧です。 Date の
静的メソッドの詳細については、「システム静的メソッド」（p.86）を参照してください。 
 
表 21: Date のインスタンス メソッド 
名前 引数 戻り値の型 説明 
addDays Integer addlDays Date 指定した addlDays を 

Date 値に加算します。
addMonths Integer addlMonths Date 指定した addlMonths 

を Date 値に加算しま

す。 
addYears Integer addlYears Date 指定した addlYears を 

Date 値に加算します。
day  Integer Date 値から、その月の

何日目であるかを返し

ます。 たとえば、1999 
年 2 月 5 日の場合、

日数は 5 です。 
dayOfYear  Integer Date 値から、その年の

何日目であるかを返し

ます。 たとえば、1999 
年 2 月 5 日の場合、

日数は 36 です。 
daysBetween Date compDate Integer メソッドの呼び出し元

の Date と compDate 
との間の日数を返しま

す。 メソッドの呼び出

し元の Date が 
compDate より前の日の

場合、戻り値は負の数

です。 
isSameDay Date compDate Boolean メソッドの呼び出し元

の Date が compDate 
と同じ日の場合 true 
を返します。 

month  Integer Date 値の月の部分の

値を返します。 
monthsBetween Date compDate Integer メソッドの呼び出し元

の Date と compDate 

との間の月数を返しま

す。日付の違いは無視

されます。 たとえば、
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同じ年の 3 月 1 日と 
3 月 30 日との差は 0 
か月です。 

toStartOfWeek  Date コンテキスト ユーザ

のロケールに応じて、

メソッドの呼び出し元

の Date の週の初日を

返します。 たとえば、

米国のロケールでは、

週の初日は日曜日、ヨ

ーロッパのロケールで

は月曜日です。 
toStartOfMonth  Date メソッドの呼び出し元

の Date の月の初日を

返します。 たとえば、

1999 年 7 月 14 日
の場合、1999 年 7 月
1 日を返します。 

year  Integer Date 値の年の部分の

値を返します。 
 
Date の詳細については、「基本データ型」（p.36）を参照してください。 

 

Datetime のメソッド 
 
Datetime のメソッドは、List のメソッドと同様で、それぞれ特定の Datetime のインスタンスか

ら呼び出され、そのインスタンスが処理の対象となります。 
 
次の表は、Apex コード で定義されている、Datetime のインスタンス メソッドの一覧です。 
Datetime の静的メソッドの詳細については、「システム静的メソッド」（p.86）を参照してくださ

い。 
 
表 22: Datetime のインスタンス メソッド 
名前 引数 戻り値の型 説明 
addDays Integer addlDays Datetime 指定した addlDays を 

Datetime 値に加算し

ます。 
addHours Integer addlHours Datetime 指定した addlHours を 

Datetime 値に加算し

ます。 
addMinutes Integer addlMinutes Datetime 指定した addlMinutes 

を Datetime 値に加算

します。 
addMonths Integer addlMonths Datetime 指定した addlMonths 

を Datetime 値に加算
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します。 
addSeconds Integer addlSeconds Datetime 指定した addlSeconds 

を Datetime 値に加算

します。 
addYears Integer addlYears Datetime 指定した addlYears を 

Datetime 値に加算し

ます。 
day  Integer コンテキスト ユーザ

の現地時間帯で、

Datetime 値から、その

月の何日目であるかを

返します。 たとえば、

1999 年 2 月 5 日 

08:30:12 の場合、日数

は 5 です。 
dayGmt  Integer コンテキスト ユーザ

の GMT 時間帯で、

Datetime 値から、その

月の何日目であるかを

返します。 たとえば、

1999 年 2 月 5 日 

08:30:12 の場合、日数

は 5 です。 
dayOfYear  Integer コンテキスト ユーザ

の現地時間帯で、

Datetime 値から、その

年の何日目であるかを

返します。 たとえば、

1999 年 2 月 5 日 

08:30:12 の場合、日数

は 36 です。 
dayOfYearGmt  Integer コンテキスト ユーザ

の GMT 時間帯で、

Datetime 値から、その

年の何日目であるかを

返します。 たとえば、

1999 年 2 月 5 日 

08:30:12 の場合、日数

は 36 です。 
hour  Integer コンテキスト ユーザ

の現地時間帯で、

Datetime 値から、時の

部分の値を返します。
hourGmt  Integer コンテキスト ユーザ

の GMT 時間帯で、

Datetime 値から、時の
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部分の値を返します。
isSameDay Datetime compDt Boolean コンテキスト ユーザ

の現地時間帯で、メソ

ッドの呼び出し元の 
Datetime が compDt  
と同じ日時の場合には 
true を返します。 

minute  Integer コンテキスト ユーザ

の現地時間帯で、

Datetime 値から、分の

部分の値を返します。
minuteGmt  Integer コンテキスト ユーザ

の GMT 時間帯で、

Datetime 値から、分の

部分の値を返します。
month  Integer コンテキスト ユーザ

の現地時間帯で、

Datetime 値から、月の

部分の値を返します。
monthGmt  Integer コンテキスト ユーザ

の GMT 時間帯で、

Datetime 値から、月の

部分の値を返します。
second  Integer コンテキスト ユーザ

の現地時間帯で、

Datetime 値から、秒の

部分の値を返します。
secondGmt  Integer コンテキスト ユーザ

の GMT 時間帯で、

Datetime 値から、秒の

部分の値を返します。
year  Integer コンテキスト ユーザ

の現地時間帯で、

Datetime 値から、年の

部分の値を返します。
yearGmt  Integer コンテキスト ユーザ

の GMT 時間帯で、

Datetime 値から、年の

部分の値を返します。

 
Datetime の詳細については、「基本データ型」（p.36）を参照してください。 
 
 
Exception のメソッド 
 
Exception のメソッドは、List のメソッドと同様で、それぞれ特定の Exception のインスタンス
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から呼び出され、そのインスタンスが処理の対象となります。 
 
次の表は、Apex コード で定義されている、Exception の全メソッドの一覧です。 
 
表 23: Exception 型のメソッド 
名前 引数 戻り値の型 説明 
getDmlFields Integer i String[] 指定した i 番目のエラ

ー行でエラーが発生し

た項目の名前を返しま

す。 DMLException に
のみ適用されます。 

getDmlIndex Integer i Integer i 番目のエラー行の元

の行位置を返します。 
DMLException にのみ

適用されます。 
getDmlMessage Integer i String i 番目のエラー行に対

応するユーザ メッセ

ージを返します。 
DMLException にのみ

適用されます。 
getDmlStatusCode Integer i String i 番目のエラー行に対

応する Apex コード 
のエラー コードを返

します。 
DMLException にのみ

適用されます。 
getMessage  String ユーザに表示されるエ

ラー メッセージを返

します。 
getNumDml  Integer DML 例外で、エラーに

なった行数を返しま

す。 
getTypeName  String 例外の種類（DML な

ど）を返します。 
 
例外の詳細については、「例外文」（p.76）を参照してください。 

 

Pattern のメソッド 
 
Pattern のメソッドは、List のメソッドと同様で、それぞれ特定の Pattern のインスタンスから呼

び出され、そのインスタンスが処理の対象となります。 パターンとマッチャーの詳細については、

「Pattern クラスと Matcher クラス」を参照してください。 
 

Note: Apex コード の Pattern のメソッドと正規表現は、Java の同機能を基にしていま

す。 詳細については、



 112

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/index.html?java/util/regex/Pattern.html を参照して

ください。 
 
次の表は、Apex コード で定義されている、Pattern のインスタンス メソッドの一覧です。 Pattern 
の静的メソッドの詳細については、「システム静的メソッド」（p.86）を参照してください。 
 
表 24: Pattern のインスタンス メソッド 
名前 引数 戻り値の型 説明 
matche
r 

String regExp Matcher  
オブジェクト

入力文字列 regExp をこの Pattern オブジェクトに対してマ

ッチングする Matcher オブジェクトを作成します。 
patter
n 

 String この Pattern オブジェクトのコンパイル元の正規表現を返し

ます。 
split String s String[] このパターンにマッチする String から取り出した各部分文字

列を格納したリストを返します。 各部分文字列がリストに格

納される順序は、String 内で登場した順序と同じです。 s が

このパターンにマッチしない場合、元の String 値がそのまま

格納された、要素が 1 つだけのリストが得られます。 
split String regExp, Integer 

limit 
String[] このパターンにマッチする正規表現 regExp および String の

末尾を区切りとして String から取り出した各部分文字列を格

納したリストを返します。 オプションの limit パラメータで

は、パターンを適用する回数を指定できます。したがって、得

られるリストの長さは、このパラメータに応じて、次のように

なります。 
• limit がゼロより大きい場合、パターンの適用回数は 大 

limit - 1 回で、リストの長さは 大 limit です。リストの

後の要素には、 後にマッチしたデリミタより後の文字列

がすべて格納されます。 
• limit が負の値の場合、パターンは回数無制限で適用され、

それに応じたリストの長さになります。 
• limit がゼロの場合、パターンは回数無制限で適用され、そ

れに応じたリストの長さになります。また、末尾の空文字

列は破棄されます。 

 
 
Matcher のメソッド 
 
Matcher のメソッドは、List のメソッドと同様で、それぞれ特定の Matcher のインスタンスから

呼び出され、そのインスタンスが処理の対象となります。 パターンとマッチャーの詳細については、

「Pattern クラスと Matcher クラス」を参照してください。 
 

Note: Apex コード の Matcher オブジェクトは、Java の同機能を基にしています。 詳
細については、http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/regex/Matcher.html を参照

してください。 
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次の表は、Apex コード で定義されている、Matcher のインスタンス メソッドの一覧です。 
Matcher の静的メソッドの詳細については、「システム静的メソッド」（p.86）を参照してくださ

い。 
 
表 25: Matcher のインスタンス メソッド 
名前 引数 戻り値 説明 
end  Integer マッチした 後の文字の

次の位置を返します。 
end Integer groupIndex Integer 前回のマッチングの際に

グループ groupIndex  によ

ってキャプチャされた部

分シーケンスの 後の文

字の次の位置を返します。

マッチングは成功したが、

指定したグループ自体は

どこにもマッチしなかっ

た場合、このメソッドは 
-1 を返します。 キャプチ

ャ グループのインデック

スは、左から右の順で、1 
から順に付与されます。 0 
番のグループはパターン

全体を表すので、式 
m.end(0) は m.end() と
同じです。 詳細について

は、「キャプチャグループ」

（p.82）を参照してくださ

い。 
find  Boolean 入力シーケンスの中から、

パターンにマッチする次

の部分シーケンスを見つ

けます。 このメソッドは、

入力シーケンスの部分シ

ーケンスがこの Matcher 
オブジェクトのパターン

にマッチする場合 true を
返します。 このメソッド

の処理は、この Matcher 
オブジェクトの領域の先

頭から始まるか、または、

前回のマッチングでマッ

チしなかった 初の文字

から始まります（後者は、

このメソッドの前回の呼

び出しが成功し、それ以降
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Matcher オブジェクトが

リセットされていない場

合の動作です）。 マッチ

ングが成功した場合、

start、end、group の各

メソッドで詳しい情報を

取得できます。 詳細につ

いては、「領域」（p.81）
を参照してください。 

find Integer group Boolean Matcher オブジェクトを

リセットしたうえで、入力

シーケンスの中から、パタ

ーンにマッチする次の部

分シーケンスを見つけま

す。 このメソッドは、入

力シーケンスの部分シー

ケンスがこの Matcher オ
ブジェクトのパターンに

マッチする場合 true を返

します。 マッチングが成

功した場合、start、end、

group の各メソッドで詳

しい情報を取得できます。
group  String 前回のマッチングの際に

マッチした、入力の部分シ

ーケンスを返します。 な
お、(a*) のようなグルー

プの場合、空文字列にマッ

チすることがあります。 
このメソッドは、こうした

グループが、入力の中の空

文字列に正常にマッチし

た場合は、空文字列を返し

ます。 
group Integer groupIndex String groupIndex で指定するグル

ープで前回のマッチング

の際にキャプチャされた、

入力の部分シーケンスを

返します。 マッチングは

成功したが、指定のグルー

プは入力シーケンスのど

の部分にもマッチしなか

った場合、null が返され

ます。 キャプチャ グルー

プのインデックスは、左か

ら右の順で、1 から順に付
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与されます。 0 番のグル

ープはパターン全体を表

すので、式 m.group(0) 

は m.group() と同じで

す。 なお、(a*) のような

グループの場合、空文字列

にマッチすることがあり

ます。 このメソッドは、

こうしたグループが、入力

の中の空文字列に正常に

マッチした場合は、空文字

列を返します。 詳細につ

いては、「キャプチャグル

ープ」（p.82）を参照して

ください。 
groupCount  Integer この Matcher オブジェク

トのパターンに含まれる

キャプチャ グループの数

を返します。 0 番のグル

ープはパターン全体を表

し、この数には含まれませ

ん。 詳細については、「キ

ャプチャグループ」（p.82）
を参照してください。 

hasAnchoringBou
nds 

 Boolean Matcher オブジェクトが

アンカー設定境界を使用

している場合は true、それ

以外の場合は false を返

します。 デフォルトでは、

Matcher オブジェクトは、

アンカー設定境界を使用

した領域を用います。 
Matcher オブジェクトが

アンカー設定境界を使用

している場合、この 
Matcher オブジェクトの

領域の境界は、行頭と行末

のアンカー（^ や $ など）

にマッチします。 詳細に

ついては、「境界」（p.81）
を参照してください。 

hasTransparentB
ounds 

 Boolean この Matcher オブジェク

トが透明な境界を使用し

ている場合は true、不透明

な境界を使用している場

合は false を返します。 
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デフォルトでは、Matcher 
オブジェクトは、不透明な

領域境界を使用します。 
詳細については、「境界」

（p.81）を参照してくださ

い。 
hitEnd  Boolean この Matcher オブジェク

トに対して前回行ったマ

ッチングで入力の末尾に

達した場合は true を返し

ます。 このメソッドが 
true を返した場合、入力が

多ければ前回のマッチン

グの結果が違っていた可

能性があります。 
lookingAt  Boolean 入力シーケンスをパター

ンに対してマッチングし

ます。マッチングの開始位

置は領域の先頭です。 
matches メソッドと同様

に、常に領域の先頭から開

始されますが、領域全体が

マッチする必要がない点

は matches メソッドと異

なります。 マッチングが

成功した場合、start、

end、group の各メソッド

で詳しい情報を取得でき

ます。 詳細については、

「領域」（p.81）を参照し

てください。 
matches  Boolean 領域全体をパターンに対

してマッチングします。 
マッチングが成功した場

合、start、end、group の
各メソッドで詳しい情報

を取得できます。 詳細に

ついては、「領域」（p.81）
を参照してください。 

pattern  Pattern object この Matcher オブジェク

トの作成元の Pattern オ
ブジェクトを返します。 

region Integer start, Integer end Matcher オブジェクト この Matcher オブジェク

トの領域の範囲を設定し

ます。 領域とは、入力シ

ーケンスのうちで、マッチ



 117

の検索対象となる部分の

ことです。 このメソッド

では、まず Matcher オブ

ジェクトがリセットされ

てから、領域の先頭は 
start で指定したインデ

ックス、領域の末尾は end
で指定したインデックス

に、それぞれ設定されま

す。 透明な境界を使用し

ているかどうかに応じて、

領域の境界またはその前

後で、アンカーなど一部の

構文の動作が異なる場合

があります。 詳細につい

ては、「領域」（p.81）お

よび「境界」（p.81）を参

照してください。 
regionEnd  Integer この Matcher オブジェク

トの領域の末尾のインデ

ックスを返します（このイ

ンデックス自体は領域に

含まれません）。 詳細に

ついては、「領域」（p.81）
を参照してください。 

regionStart  Integer この Matcher オブジェク

トの領域の先頭のインデ

ックスを返します（このイ

ンデックス自体も領域に

含まれます）。 詳細につ

いては、「領域」（p.81）
を参照してください。 

replaceAll String s String 入力シーケンスのうちで、

パターンにマッチするす

べての部分シーケンスを、

置換文字列 s に置き換え

ます。 このメソッドでは、

まず Matcher オブジェク

トをリセットしてから、入

力シーケンスを調べて、パ

ターンとのマッチを探し

ます。 マッチしていない

文字列は、結果文字列にそ

のまま付加されます。マッ

チした文字列は、結果文字

列の中では置換文字列に
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置き換えられます。 置換

文字列の中には、キャプチ

ャされた部分シーケンス

への参照を含めることが

できます。 置換文字列の

中で円記号（¥）やドル記

号（$）を使用した場合、

リテラルの置換文字列と

して扱う場合とは結果が

異なることがあります。 
ドル記号は、キャプチャさ

れた部分シーケンスに対

する参照として扱われる

ことがあり、円記号は、置

換文字列の中でリテラル

文字のエスケープに使用

されます。 このメソッド

を呼び出すと、この 
Matcher オブジェクトの

状態が変わります。 この 
Matcher オブジェクトを、

さらに別のマッチング処

理で使用する場合には、そ

の前にリセットする必要

があります。 正規表現が 
a*b、入力文字列が 
"aabfooaabfooabfoob"、
置換文字列が "-" の場

合、この正規表現に対応す

る Matcher オブジェクト

に対してこのメソッドを

呼び出すと、結果文字列は

"-foo-foo-foo-" になり

ます。 
replaceFirst String s String 入力シーケンスのうちで、

パターンにマッチする

初の部分シーケンスを、置

換文字列 s に置き換えま

す。 置換文字列の中で円

記号（\）やドル記号（$）
を使用した場合、リテラル

の置換文字列として扱う

場合とは結果が異なるこ

とがあります。 ドル記号

は、キャプチャされた部分

シーケンスに対する参照
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として扱われることがあ

り、円記号は、置換文字列

の中でリテラル文字のエ

スケープに使用されます。

このメソッドを呼び出す

と、この Matcher オブジ

ェクトの状態が変わりま

す。 この Matcher オブジ

ェクトを、さらに別のマッ

チング処理で使用する場

合には、その前にリセット

する必要があります。 正
規表現が dog、入力文字列

が "zzzdogzzzdogzzz"、

置換文字列が "cat" の場

合、この正規表現に対応す

る Matcher オブジェクト

に対してこのメソッドを

呼び出すと、結果文字列は

"zzzcatzzzdogzzz" にな

ります。 
requireEnd  Boolean 入力を増やすことによっ

てマッチの結果が成功か

ら失敗に変わる場合は 
true を返します。 このメ

ソッドが true を返し、か

つマッチが見つかってい

た場合、入力を増やすとそ

のマッチが失われる可能

性があります。 このメソ

ッドが false を返し、かつ

マッチが見つかっていた

場合、入力を増やすとその

マッチが変わる可能性が

ありますが、失われること

はありません。 マッチが

見つかっていなかった場

合、requireEnd は意味を

持ちません。 
reset  Matcher オブジェクト この Matcher オブジェク

トをリセットします。 
Matcher オブジェクトを

リセットすると、その明示

的な状態情報がすべて破

棄されます。 このメソッ

ドでは、Matcher オブジェ
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クトがアンカー設定境界

を使用するかどうかにつ

いては変更されません。 
useAnchoringBounds メ
ソッドを明示的に呼び出

してアンカー設定境界を

変更する必要があります。

詳細については、「境界」

（p.81）を参照してくださ

い。 
reset String s Matcher オブジェクト 新しい入力シーケンス s 

でこの Matcher オブジェ

クトをリセットします。 
Matcher オブジェクトを

リセットすると、その明示

的な状態情報がすべて破

棄されます。 
start  Integer 前回のマッチの 初の文

字の開始インデックスを

返します。 
start Integer groupIndex Integer groupIndex で指定するグル

ープで前回のマッチング

の際にキャプチャされた

部分シーケンスの開始イ

ンデックスを返します。 
キャプチャ グループのイ

ンデックスは、左から右の

順で、1 から順に付与され

ます。 0 番のグループは

パターン全体を表すので、

式 m.start(0) は 

m.start() と同じです。 
詳細については、「キャプ

チャグループ」（p.82）を

参照してください。 
useAnchoringBou
nds 

Boolean b Matcher オブジェクト Matcher オブジェクトの

領域のアンカー設定境界

を設定します。 デフォル

トでは、Matcher オブジェ

クトは、アンカー設定境界

を使用した領域を用いま

す。 このメソッドに true 
を指定した場合、Matcher 
オブジェクトはアンカー

設定境界を使用します。 
false を指定した場合、非
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アンカー設定境界を使用

します。 Matcher オブジ

ェクトがアンカー設定境

界を使用している場合、こ

の Matcher オブジェクト

の領域の境界は、行頭と行

末のアンカー（^ や $ な
ど）にマッチします。 詳
細については、「境界」

（p.81）を参照してくださ

い。 
usePattern Pattern オブジェクト 

pattern 
Matcher オブジェクト Matcher オブジェクトが

マッチングに使用する 
Pattern オブジェクトを変

更します。 このメソッド

を呼び出すと、前回マッチ

したグループについての

情報はなくなります。 入
力内での Matcher オブジ

ェクトの現在位置は維持

されます。 
useTransparentB
ounds 

Boolean b Matcher オブジェクト この Matcher オブジェク

トが透明な境界を使用す

るかどうかを設定します。

デフォルトでは、Matcher 
オブジェクトは、不透明な

領域境界を使用します。 
このメソッドに true を
指定した場合、Matcher オ
ブジェクトは透明な境界

を使用します。 false を
指定した場合、不透明な境

界を使用します。詳細につ

いては、「境界」（p.81）
を参照してください。 
 

 
 
Apex コード の Object のメソッド 
 
次に示す組み込みのメソッドは、Apex コード の任意のオブジェクトで使用できます。 
 
メソッド 戻り値 説明 
clone() Object 各メンバ変数が同じ値を持つ、

新しいオブジェクトを返しま

す。 これは、元のオブジェクト
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のシャロー コピーです。つま

り、コピーからは元のオブジェ

クトが参照され、オブジェクト

自体はコピーされません。 
toString() String このメソッドの戻り値は、

System.debug() と同じ形でメ

ンバ フィールドの値を表した

文字列です。 
 
 
ユーザ定義メソッド 
 
Apex コード では、匿名ブロック、トリガ、またはストアド クラスで独自のメソッドを定義でき

ます。 クラスでのメソッドの使用の詳細については、「クラスメソッドの定義」（p.130）を参照

してください。 
 
次のコード例は匿名ブロックのもので、fact() という名前の新しいメソッドを定義して 

System.assertEquals() ステートメントから呼び出しています。 
 
Integer fact(Integer n) { 

System.assert(n > 0); 
if (n == 1) return 1; 
return n * fact(n - 1); 

} 
System.assertEquals(24, fact(4)); 

 
ユーザ定義メソッドには次のような特徴があります。 
• システム メソッドを使用できる場所ならどこでも使用できます。 
• 引数は参照渡しされます。したがって、メソッドに渡した変数がその中で変更された場合、呼

び出し元のコードでも変更されます。 
• 再帰的に使用できます。 
• 副作用をともなうことがあります（SObject のレコードの ID を初期化する DML の insert 

ステートメントなど）。 詳細については、「データ操作言語（DML）文」（p.68）を参照して

ください。 
• そのメソッド自身や、同じクラスまたは匿名ブロックで後から定義されているメソッドを参照

できます。 Apex コード では、2 つのフェーズでメソッドが解析されるため、前方宣言は必要

ありません。 
• 多態的に使用できます。 たとえば、foo という名前のメソッドを、単一の Integer 値をパラメ

ータに取るものと 2 つの Integer 値をパラメータに取るものという 2 つの形で実装できます。 
1 つの Integer 値と 2 つの Integer 値のどちらでメソッドが呼び出されたかに応じて、Apex 
コード パーサーは適切な実装を選択して実行します。 厳密に一致するメソッドが見つからな

い場合、パーサーは、次のような強制型変換の規則に従って、近似一致を探します。 
 

● Double は Integer でもよい。 
● ID は String でもよい。 
● String は ID でもよい。 

 
Note: 複数の近似一致が見つかった場合、解析時例外が生成されます。 
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また、匿名ブロックでのユーザ定義メソッドには次のような注意点があります。 

• static 宣言はできません。 
• ローカル以外のスコープはありません。 たとえば、アクセス修飾子 global を使用しても違反

ではありませんが、意味を持ちません。 メソッドのスコープはその匿名ブロックに限定されま

す。 
 
また、トリガでのユーザ定義メソッドは、static として宣言することはできません。 
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第 7 章 
クラスおよび Apex コード の起動 

 

この章の内容 
• クラス、オブジェクト、

およびインターフェース 
• トリガ 
• 匿名ブロック 
• AJAX での Apex コード 

の起動 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apex コード では、クラス、トリガ、および匿名ブロックとい

う 3 種類のコンストラクトを通じてスクリプトを管理および起

動できます。 
 
• "クラス" は、Apex コード オブジェクトの作成元である

テンプレートまたはブループリントに相当します。 クラス

は、他のクラス、ユーザ定義メソッド、変数、例外型、お

よび静的初期化コードで構成されます。 クラスは、[設定] - 

[開発] - [コード] の下でアプリケーションに格納されます。 
 

正しく保存されたクラスメソッドや変数は、他の Apex コ
ード スクリプトによって、または、webService キーワー

ドを使用して指定されているメソッドの Apex Web サー

ビス API（または AJAX ツールキット）を通じて起動でき

ます。 
 

ここで説明するクラスの概念の大部分は Java におけるク

ラスの概念がモデルであるため、その概念に精通している

人であればすぐに理解できます。 
 
• "トリガ" は、オブジェクトレコードがデータベースに挿入

される前、またはレコードが削除された後など、特定のデ

ータ処理言語（DML）イベントが発生する前後に実行され

る Apex コード スクリプトです。 
 

トリガは、標準オブジェクトの場合は [設定] - [カスタマイ

ズ] - <標準オブジェクト名> - トリガ の下でアプリケーシ

ョン内にメタデータとして格納され、カスタムオブジェク

トの場合はオブジェクト詳細ページに格納されます（[設定] 

- [開発] - [カスタムオブジェクト]）。 
 
• "匿名ブロック" は、メタデータで格納されず、

ExecuteAnonymousResult() Apex API 呼び出し、または 

AJAX ツールキット内の同等の機能を使用してコンパイル

および実行できる Apex コード スクリプトです。 
 
この章では、この 3 つのコンストラクトの構文と使い方につい

て詳しく説明します。 
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クラス、オブジェクト、およびインターフェース 
 
Java と同様、Apex コード を使用してクラスを作成できます。 "クラス" は、オブジェクトの作成

元であるテンプレートまたはブループリントに相当します。 "オブジェクト" は、クラスのインス

タンスです。 たとえば、PurchaseOrder クラスは注文書全体を記述し、注文書で行うことができ

るすべてを表します。 PurchaseOrder クラスのインスタンスが、送受信する個別の注文書になり

ます。 
 
すべてのオブジェクトには、"状態" と "動作"、つまりオブジェクト自体に関する情報とオブジェ

クトが実行できる処理があります。 PurchaseOrder オブジェクトの状態、つまりオブジェクト自

体の情報には、送信元のユーザ、作成日時、重要性を表すフラグの有無などがあります。 
PurchaseOrder の動作、つまり実行できる処理には、在庫の確認、製品の出荷、カスタマへの通知

などがあります。 
 
クラスは、変数とメソッドを含むことができます。 変数は、オブジェクトの Name や Type など、

オブジェクトの状態を指定するために使用されます。 これらの変数はクラスに関連付けられており、

クラスのメンバーであるため、一般に "メンバー変数" と呼ばれます。 メソッドは、

getOtherQuotes や copyLineItems など、動作を制御するために使用されます。 
 
"インターフェース" は、メソッドが実装されていないクラスのようなものです。メソッドのシグネ

チャはありますが、各メソッドの本文は空です。 インターフェースを使用するには、インターフェ

ースに含まれるすべてのメソッドの本文を提供することによって、別のクラスがインターフェース

を実装する必要があります。 
 
クラス、オブジェクト、およびインターフェースの一般的な説明については、

http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/concepts/index.html を参照してください。 
 

 

クラスの定義 
 
Apex コード では、トップレベルクラス（外部クラスとも呼ばれる）と、別のクラス内に定義され

る内部クラスを定義できます。 内部クラスは 1 レベル下でのみ定義できます。 次に例を示します。 
 
public class OuterClass { 

// 追加の OuterClass コード 
class InnerClass { 
// InnerClass コード 

} 
} 

 
クラスを定義するには、次のものを指定します。 
1. アクセス修飾子 

• トップレベルクラスの宣言では、アクセス修飾子の 1 つを使用する必要がある。 
• 内部クラスの宣言では、アクセス修飾子を使用する必要はない。 

2. オプションの定義修飾子 
3. 必須：キーワード class とクラス名 
4. オプションの拡張または実装 
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<private | public | global | (none)> < virtual | abstract | (none)> 
class ClassName <implements <InterfaceNameList> | (none)> < extends 
<ClassOrInterfaceName> 
| (none)> 

{ 
// クラスの本文 
} 

 
• private アクセス修飾子は、このクラスをローカルでのみ参照できる、つまりコードのこ

のセクションでのみ参照できることを宣言する。 これは、内部クラスのデフォルトのアク

セスである。つまり、内部クラスにアクセス修飾子を指定しないと、private と見なされ

る。 このキーワードは、内部クラスでのみ使用される。 
• public アクセス修飾子は、アプリケーションまたは名前空間内でこのクラスを参照できる

ことを宣言する。 
• global アクセス修飾子は、Apex コード のあらゆる場所でこのクラスを参照できることを

宣言する。 webService キーワードで定義されるメソッドまたは変数を含むすべてのクラ

スは、global として宣言される必要がある。メソッド、変数、または内部クラスが global 

として宣言されている場合は、外部のトップレベルクラスも global として定義される必

要がある。 
• virtual 定義修飾子は、このクラスが拡張を許可し、オーバーライドすることを宣言する。 
• abstract 定義修飾子は、このクラスに抽象メソッド、つまり、シグネチャだけが宣言され

ていて本文が定義されていないメソッドが含まれることを宣言する。 
 

Note: abstract と virtual はすべての組織で有効なわけではありません。 これらがアプ

リケーションで必要な場合は、salesforce.com の担当者にお問い合わせください。 
 

 
 
クラスは複数のインターフェースを実装できますが、拡張できるのは 1 つの既存のクラスだけです。 
この制約は、Apex コード が複数の継承をサポートしないことを意味します。 リスト内のインタ

ーフェース名はコンマで区切られます。 インターフェースの詳細については、「インターフェース

とクラスの拡張」（p.139）を参照してください。 
 
メソッドと変数のアクセス修飾子の詳細については、「アクセス修飾子」（p.133）を参照してくだ

さい。 
 

 

拡張クラスの例 
 
次のコードはクラスの拡張例であり、Apex コード クラスのすべての機能を示しています。 この

例に示されているキーワードと概念については、この章の中でそれぞれ詳しく説明します。 
 
// トップレベル（外部）クラスは public または global のいずれか 
// （通常、Web サービスが含まれていない場合は public で、含まれている場合は global） 
public class OuterClass { 
 
// 静的 final 変数（定数） - 外部クラスレベルのみ 
private static final Integer MY_INT; 
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// final でない静的変数 - 単一のリクエスト内で、 
// トリガ間で状態をやり取りするときに使用する 
public static String sharedState; 

 
// 静的メソッド - 外部クラスレベルのみ 
public static Integer getInt() { return MY_INT; } 
 
// 静的初期化（変数が定義されている場所に指定できる） 
static { 

MY_INT = 2; 
} 
 
// 外部クラスのメンバー変数 
private final String m; 
 
// インスタンス初期化ブロック。変数が宣言されている場所または 
// コンストラクタ内で実行できる 

{ 
m = 'a'; 

} 
 
// この外部クラスではコンストラクタが明示的に定義されていないため、 
// 暗黙の引数のない public コンストラクタが存在する。 
 
// 内部インターフェース 
public virtual interface MyInterface { 
 

// インターフェースメソッドにアクセス修飾子は不要 - これらは常に 
// インターフェースの可視性に応じて public または global になる 
void myMethod(); 

} 
 
// インターフェース拡張 
interface MySecondInterface extends MyInterface { 
Integer method2(Integer i); 

} 
 
// 内部クラス - virtual であるため、拡張可能。 
// このクラスがインターフェースを実装し、次に別のインターフェースを拡張する。 
// したがって、クラスはすべてのメソッドを実装する必要がある 
public virtual class InnerClass implements MySecondInterface { 
 

// 内部メンバー変数 
private final String s; 
private final String s2; 
 
// 内部インスタンス初期化ブロック（このコードは上に配置できる） 
{ 

this.s = 'x'; 
} 
 
// インライン初期化（上のブロックが実行された後に発生） 
private final Integer i = s.length(); 
 
// 明示的な引数のないコンストラクタ 
InnerClass() { 
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// 後で定義される別のコンストラクタを起動する 
this('none'); 

} 
 

// final 変数値を代入するコンストラクタ 
public InnerClass(String s2) { 
this.s2 = s2; 

} 
 

// MyInterface のメソッドを実装するインスタンスメソッド。 
// virtual で宣言されているため、サブクラスでオーバーライドできる 
public virtual void myMethod() { /* does nothing */ } 
 
// 上記の 2 番目のインターフェースメソッドの実装。 
// このメソッドはメンバー変数を参照する（"this" プリフィックスのある場合とない場合） 
public Integer method2(Integer i) { return this.i + s.length(); } 

} 
 
// 抽象クラス（上記のクラスをサブクラス化する）。 
// 親クラスが引数のないコンストラクタであるため、コンストラクタは不要 
public abstract class AbstractChildClass extends InnerClass { 
 

// このシグネチャで親クラスのメソッドをオーバーライドする。 
// override キーワードを使用する必要がある 
public override void myMethod() { /* do something else */ } 
 
// 親クラスメソッドと同じ名前だが、シグネチャが異なる。 
// これは異なるメソッド（多態性の表示）であるため、override キーワードを 
// 使用する必要がない 
protected void method2() {} 
 
// 抽象メソッド - このクラスのサブクラスで、このメソッドを実装する必要がある 
abstract Integer abstractMethod(); 

} 
 
// 抽象メソッドを実装することによって抽象クラスを完成する 
public class ConcreteChildClass extends AbstractChildClass { 

// 親メソッドの可視性を拡張する - 可視性は 
// サブクラスによって制限されないことに注意する 
public override Integer abstractMethod() { return 5; } 

} 
 
// 元の InnerClass の 2 番目のサブクラス 
public class AnotherChildClass extends InnerClass { 

AnotherChildClass(String s) { 
// 引数のないものとは異なるスーパーコンストラクタを明示的に起動する 
super(s); 
} 

} 
 

// 例外内部クラス 
public virtual class MyException extends Exception { 
 
// 例外クラスメンバー変数 
public Double d; 
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// 例外クラスコンストラクタ 
MyException(Double d) { 
this.d = d; 

} 
 

// 例外クラスメソッド - protected でマーク 
protected void doIt() {} 

} 
 
// 例外クラスは抽象クラスであり、インターフェースを実装できる 
public abstract class MySecondException extends Exception implements MyInterface 

{ 
} 

} 
 
このコード例は、次のものを示しています。 
• トップレベルクラスの定義（"外部クラス" とも呼ばれる） 
• トップレベルクラス内の静的変数と静的メソッド、および静的初期化コードブロック 
• トップレベルクラスのメンバー変数およびメソッド 
• ユーザ定義コンストラクタをともなわないクラス - これらは暗黙の引数のないコンストラク

タを持つ 
• トップレベルクラス内のインターフェース定義 
• 別のインターフェースを拡張するインターフェース 
• トップレベルクラス内の内部クラス定義（1 レベル下） 
• メソッドシグネチャの public バージョンの実装によってインターフェース（および関連するサ

ブインターフェース）を実装するクラス 
• 内部クラスコンストラクタの定義と起動 
• 内部クラスメンバー変数および this キーワード（引数なし）による参照 
• this キーワード（引数なし）を使用して別のコンストラクタを起動する内部クラスコンストラ

クタ 
• コンストラクタ外部の初期化コード - 変数が定義されている場所および中かっこ（{}）内の匿

名ブロック。 Java と同様、これらはファイルに出現する順にすべてのコンストラクタを使用

して実行されることに注意 
• クラス拡張および抽象クラス 
• 基本のクラスメソッドをオーバーライドするメソッド（virtual で宣言） 
• サブクラスメソッドをオーバーライドするメソッドの override キーワード 
• 抽象メソッドおよび具象サブクラスによるその実装 
• protected アクセス修飾子 
• メンバー、メソッド、およびコンストラクタをともなうファーストクラスオブジェクトとして

の例外 
 

Note: abstract、override、virtual、および extends（Exceptionクラスを除く）はすべ

ての組織で有効なわけではありません。 これらがアプリケーションで必要な場合は、

salesforce.com の担当者にお問い合わせください。 
 
 
次の例は、上記のクラスを別の Apex コード スクリプトから呼び出す方法を示しています。 
 
// ユーザ定義コンストラクタを使用して、内部具象クラスのインスタンスを作成する 
OuterClass.InnerClass ic = new OuterClass.InnerClass('x'); 
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// クラス内のユーザ定義メソッドを呼び出す 
System.assertEquals(2, ic.method2(1)); 
 
// インターフェースデータ型の変数を定義し、 
// そのインターフェースを実装する型の値を代入する 
OuterClass.MyInterface mi = ic; 
 
// 通常どおりに instanceof とキャストを使用する 
OuterClass.InnerClass ic2 = mi instanceof OuterClass.InnerClass ? 

(OuterClass.InnerClass)mi : null; 
System.assert(ic2 != null); 
 
// 外部型を作成する 
OuterClass o = new OuterClass(); 
System.assertEquals(2, OuterClass.getInt()); 
 
// 抽象クラスの子のインスタンスを作成する 
System.assertEquals(5, new OuterClass.ConcreteChildClass().abstractMethod()); 
 
// 無効 - 抽象クラスを作成できない 
// new OuterClass.AbstractChildClass(); 
 
// 無効 - インスタンスを通じて静的メソッドにアクセスできない 
// o.getInt(); 
 
// 無効 - 保護されたメソッドを外部から呼び出せない 
// new OuterClass.ConcreteChildClass().method2(); 

このコード例は、次のものを示しています。 
• 外部クラスの作成 
• 内部クラスの作成および内部インターフェース型の宣言 
• インターフェース型として宣言された変数への、そのインターフェースを実装するクラスのイ

ンスタンスの代入 
• インターフェース変数から、そのインターフェースを実装するクラス型へのキャスト

（instanceof 演算子を使用して確認した後） 
 
 
クラス変数の宣言 
 
変数を宣言するには、次のものを指定します。 
• オプション： public、final などの修飾子。 
• 必須： String、Boolean など、変数のデータ型。 
• 必須： 変数の名前。 
• オプション： 変数の初期化。 
 
次に例を示します。 
 

private static final Integer MY_INT; 
private final Integer i = 1; // 初期化 

クラスメソッドの定義 
 
メソッドを定義するには、次のものを指定します。 
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• オプション： public、protected などの修飾子。 
• 必須： String、Integer など、メソッドから返される値のデータ型。 メソッドが値を返さない

場合は void を使用する。 
• 必須： メソッドのすべての入力パラメータのコンマ区切りのリスト。先頭にデータ型を指定し、

かっこで囲む。 パラメータがない場合は、空のかっこのセットを使用する。 
• 必須： 中かっこ｛｝で囲まれたメソッドの本文。 ローカル変数の宣言を含めて、メソッドの

すべてのコードをここに指定する。 
 
次に例を示します。 
 

public static Integer getInt() { 
return MY_INT; 

} 
 

コンストラクタの使用 
 
"コンストラクタ" は、クラスのブループリントからオブジェクトが作成されるときに起動されるコ

ードです。 すべてのクラスに対してコンストラクタを作成する必要はありません。 クラスにユー

ザ定義のコンストラクタがない場合は、暗黙の引数のない public 型のコンストラクタが使用されま

す。 
 
コンストラクタの構文はメソッドの構文に似ていますが、明示的な戻り型がなく、作成元のオブジ

ェクトを継承しないという点で、メソッドの定義とは異なります。 
 
クラスのコンストラクタを作成したら、new キーワードを使用して、そのコンストラクタを使用す

るクラスのオブジェクトをインスタンス化する必要があります。 たとえば、次のクラスを使用する

ものとします。 
 
public class TestObject { 
 

// 引数のないコンストラクタ 
public TestObject() { 

// 詳細なコード 

} 
} 

 
この型の新しいオブジェクトは、次のコードでインスタンス化できます。 
 
TestObject myTest = new TestObject(); 

 

引数が含まれるコンストラクタを作成する場合は、そのコンストラクタを使用して、その引数を使

用するオブジェクトを作成できます。 引数が含まれるコンストラクタを作成し、かつ、引数のない

コンストラクタを使用する必要がある場合は、それをコードに含める必要があります。 クラスのコ

ンストラクタを作成すると、引数のないデフォルトの public 型のコンストラクタにはアクセスでき

なくなります。 独自に作成する必要があります。 
 
Apex コード では、コンストラクタは "オーバーロード" できます。つまり、1 つのクラスに対し

て、それぞれ異なるパラメータを持つ複数のコンストラクタを設定できます。 次の例では、2 つの

コンストラクタを持つクラスを示しています。 一方には引数がなく、他方は単純な Interger 型引
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数を使用します。 この例は、1 つのコンストラクタが this(...) 構文を使用して別のコンストラ

クタを呼び出す方法も示しています。これは、"コンストラクタチェーン" とも呼ばれます。 
 
public class TestObject { 
 
private static final Integer DEFAULT_SIZE = 10; 
 
Integer size; 
 

// 引数のないコンストラクタ 
public TestObject() { 

// this(...) を使用して 1 引数のコンストラクタを呼び出す 

} 

 

// 1 つの引数が含まれるコンストラクタ 
public TestObject(Integer ObjectSize) { 
size = ObjectSize; 
} 

} 
 
この型の新しいオブジェクトは、次のコードでインスタンス化できます。 
 

TestObject myObject1 = new TestObject(42); 
TestObject myObject2 = new TestObject(); 

 
クラスに対して作成するすべてのコンストラクタは、異なる引数リストを持っている必要がありま

す。 次の例では、すべてのコンストラクタが有効です。 
 
public class Leads { 
 
// 引数のない最初のコンストラクタ 
public Leads () {} 

 
// 1 つの引数が含まれるコンストラクタ 
public Leads (Boolean call) {} 

 
// 2 つの引数が含まれるコンストラクタ 
public Leads (String email, Boolean call) {} 

 
// このコンストラクタの引数は上記と同じだが、 
// 順序が異なるため、有効 
public Leads (Boolean call, String email) {} 

} 
 
新しいクラスを定義するということは、新しい参照データ型を定義するということです。 クラス名

は、String、Boolean、Account などのデータ型を使用できるすべての場所で使用できます。 クラ

ス型の変数を定義する場合、そこに代入するオブジェクトは、そのクラスまたはサブクラスのイン

スタンスである必要があります。 
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ユーザ定義クラスにおける組み込みのシステムメソッド 
 
Apex コード オブジェクトでは、次の組み込みメソッドを使用できます。 
 
メソッド 戻り値 説明 
clone() オブジェクト 同じ値の新しいオブジェクトを

メンバー変数として返します。 
これは、オブジェクトの "浅い" 

コピーであることに注意する必

要があります。つまり、複製が

オブジェクトを参照しているの

であって、オブジェクト自体が

複製されるわけではありませ

ん。 
toString() 文字列 System.debug() と同じ方法

で、メンバーフィールドの値の

文字列表現を返します。 
 
 
アクセス修飾子 
 
Apex コード では、メソッドと変数を定義するときに、private、protected、public、および 

global というアクセス修飾子を使用できます。 
 

Note: トリガと匿名ブロックでもこのアクセス修飾子を使用できますが、Apex コード の狭

い範囲ではそれほど役に立ちません。 たとえば、匿名ブロック内でメソッドを global と

して宣言しても、そのコードの外側からそのメソッドを呼び出すことはできません。 
 
クラスのアクセス修飾子の詳細については、「クラスの定義」（p.125）を参照してください。 
 

Note: インターフェースメソッドにはアクセス修飾子がありません。 これらは常に global 

です。 詳細については、「インターフェースとクラスの拡張」（p.139）を参照してくださ

い。 
 

 
デフォルトでは、メソッドや変数は、"定義しているクラス内" でのみ参照できます。 これは、メ

ソッドと変数がデフォルトで public である Java とは異なります。 Apex コード はより限定的で

あり、同じアプリケーションの名前空間内の他のクラスがメソッドや変数を使用できるためには、

メソッドや変数を public として明示的に指定する必要があります（「名前空間プレフィックス」

（p.154）を参照）。 次のアクセス修飾子を使用することによって、可視性のレベルを変更できま

す。 
 
private 

これはデフォルトのアクセス修飾子であり、定義元の Apex コード クラス内でのみメソッ

ドまたは変数を使用できることを意味します。 アクセス修飾子の指定を省略すると、メソ

ッドまたは変数は private と見なされます。 
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protected 
これは、定義元の Apex コード クラスのサブクラスでメソッドまたは変数を参照できるこ

とを意味します。 このアクセス修飾子は、インスタンスメソッドとメンバー変数でのみ使

用できます。 このアクセス修飾子を指定すると、デフォルト（private）設定より許容範囲

が確実に広がり、Java のようになることに注意してください。 

 

Note: protected はすべての組織で有効なわけではありません。 これがアプリケーシ

ョンで必要な場合は、salesforce.com の担当者にお問い合わせください。 
 

 
public 

これは、このアプリケーションまたは名前空間内のすべての Apex コード でメソッドまた

は変数を使用できることを意味します。 

 

Note: Apex コード の public アクセス修飾子は、Java と同じではありません。 こ
れは、アプリケーションの結合を防ぎ、各アプリケーションのコードを個別に保持す

るためです。 Apex コード で何かを Java のように public にするには、global ア
クセス修飾子を使用する必要があります。 

 
global 

これは、同じアプリケーション内の Apex コード だけでなく、クラスにアクセスできるす

べての Apex コード でメソッドまたは変数を使用できることを意味します。 このアクセス

修飾子は、Apex Web サービス API またはアプリケーション Apex コード を通じて、アプ

リケーションの外部で参照される必要があるメソッドに対して使用する必要があります。メ

ソッドまたは変数を global として宣言する場合は、それを含むクラスも global として宣言

する必要があります。 
 

Note: global アクセス修飾子はできるだけ使用しないことをお勧めします。 
アプリケーション間の依存性を保持するのは困難です。 

 
 
private、protected、public、または global アクセス修飾子を使用するには、次の構文を使用

します。 
 
<(none)|private|protected|public|global> <declaration> 

 
次に例を示します。 
 
private string s1 = '1'; 
 
public string gets1() { 

return this.s1; 
} 
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静的およびインスタンスの使用 
 
Apex コード では、"静的" メソッド、変数、および初期化コード、"インスタンス" メソッド、メ

ンバー変数、および初期化コード（修飾子なし）、およびローカル変数を使用できます。 
• 静的メソッド、変数、または初期化コードはクラスに関連付けられており、外部クラスでのみ

使用できる。 static として宣言されたものは、クラスが読み込まれるときに 1 回だけ初期

化される。 
• インスタンスメソッド、メンバー変数、および初期化コードは特定のオブジェクトに関連付け

られており、定義修飾子がない。 インスタンスメソッド、メンバー変数、または初期化コード

を宣言すると、クラスからインスタンス化されたすべてのオブジェクトを使用してその項目の

インスタンスが作成される。 
• ローカル変数は、宣言元のコードブロックに関連付けられている。 すべてのローカル変数は、

使用される前に初期化される必要がある。 
 
スコープが if コードブロックの範囲であるローカル変数の例を、次に示します。 
 
Boolean myCondition = true; 
if (myCondition) { 

integer localVariable = 10; 
} 
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静的メソッドと静的変数の使用 
 
静的メソッドと静的変数は、外部クラスでのみ使用できます。 内部クラスには静的メソッドも静的

変数もありません。 静的メソッドまたは静的変数が動作するために、クラスのインスタンスは必要

ありません。 
 
クラス内のすべての静的メンバー変数は、クラスのオブジェクトが作成される前に初期化されます。 
これには、静的初期化コードブロックが含まれます。 これらはすべて、クラスに出現する順序で実

行されます。 
 
静的メソッドは、通常、ユーティリティメソッドとして使用され、特定のインスタンスメンバー変

数値に依存しません。 静的メソッドはクラスにのみ関連付けられているので、そのクラスのインス

タンスメンバー変数値にはアクセスできません。 
 
クラスの範囲内で共有される情報を格納するには、静的変数を使用します。 同じクラスのすべての

インスタンスは、静的変数の単一のコピーを共有します。 たとえば、同じリクエストで生成される

すべてのトリガは、関連するクラス内の静的変数を参照および更新することによって、互いにやり

取りできます。 再帰的なトリガでは、クラス変数の値を使用して、再帰を終了するタイミングを決

定することがあります。 
 
次のようなクラスがあるものとします。 
 
public class p { 

public static boolean firstRun = true; 
} 

 

このクラスを使用するトリガは、トリガの 初の実行を選択的に失敗します。 
 
trigger t1 on Account (before delete, after delete, after undelete) { 

if(Trigger.isBefore){ 
if(Trigger.isDelete){ 

if(p.firstRun){ 
Trigger.old[0].addError('Before Account Delete Error'); 
p.firstRun=false; 

} 
} 

} 
} 

 
クラスの静的変数には、そのクラスのインスタンスを通じてアクセスすることはできません。 その

ため、クラス C に静的変数 S があり、x は C のインスタンスである場合、x.S は正しい表現では

ありません。 
 
インスタンスメソッドについても同様です。 M() が静的メソッドの場合、x.M() は有効ではありま

せん。 コードでは、クラス C.S および C.M() を使用してその静的識別子を参照する必要がありま

す。 
 
ローカル変数の名前がクラス名と同じ場合、その静的メソッドと静的変数は参照できなくなります。 
 
内部クラスは静的な Java 内部クラスと同じように動作しますが、static キーワードは必要ありま
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せん。 内部クラスでは、外部クラスのようにインスタンスメンバー変数を使用できますが、外部ク

ラスのインスタンスへの暗黙のポインタはありません（this キーワードの使用）。 
 
インスタンスメソッドとインスタンス変数の使用 
 
インスタンスメソッドとインスタンスメンバー変数は、クラスのインスタンス、つまりオブジェク

トによって使用されます。 インスタンスメンバー変数は、メソッド内ではなく、クラス内で宣言さ

れます。 インスタンスメソッドは、通常、インスタンスメンバー変数を使用して、メソッドの動作

に影響を与えます。 
 
2 次元のポイントを収集し、これをグラフにプロットするクラスがあるものとします。 次のスケル

トンクラスでは、メンバー変数を使用してポイントのリストを保持し、内部クラスを使用して 2 次

元のポイントリストを管理しています。 
 
public class Plotter { 
 

// この内部クラスでポイントを管理する 
class Point { 

Double x; 
Double y; 
 
Point(Double x, Double y) { 

this.x = x; 
this.y = y; 

} 
Double getXCoordinate() { 

return x; 
} 
 
Double getYCoordinate() { 

return y; 
} 

} 
 
List<Point> points = new List<Point>(); 
 
public void plot(Double x, Double y) { 

points.add(new Point(x, y)); 
} 
 
// 次のメソッドはポイントのリストを受け取り、処理を実行する 
public void render() { 
} 

} 
 

初期化コードの使用 
 
インスタンス初期化コードは、クラス内で定義される次の形式のコードブロックです。 
 
{ 
// <コード本文> 
} 

 
クラス内のインスタンス初期化コードは、そのクラスからオブジェクトがインスタンス化されるた
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びに実行されます。 このコードブロックは、コンストラクタの前に実行されます。 
 
クラスの独自のコンストラクタを作成しない場合でも、インスタンス初期化コードブロックを使用

してインスタンス変数を初期化できます。 ただし、ほとんどの場合は、変数にデフォルト値を指定

するか、コンストラクタの本文を使用して初期化を行い、インスタンス初期化コードは使用しませ

ん。 
 
静的初期化コードは、キーワード Static で始まるコードブロックです。 
 
static { 
 

// <コード本文> 
 
} 

 
他の静的コードと同様、静的初期化コードブロックは、クラスを初めて使用するときに 1 回だけ初

期化されます。 
 
クラスに指定できる静的またはインスタンス初期化コードブロックの数に制限はありません。 コー

ド本文のどの場所にでも指定できます。 Java と同様、コードブロックは、ファイル内で出現する

順序で実行されます。 
 
静的初期化コードを使用すると、静的 final 変数を初期化し、値のマップなど、静的な情報を宣言

できます。 次に例を示します。 
 
public class MyClass { 
 

class RGB { 
 

Integer red; 
Integer green; 
Integer blue; 
 
RGB(Integer red, Integer green, Integer blue) { 

this.red = red; 
this.green = green; 
this.blue = blue; 

} 
} 
 
static Map<String, RGB> colorMap = new Map<String, RGB>(); 
static { 

colorMap.put('red', new RGB(255, 0, 0)); 
colorMap.put('cyan', new RGB(0, 255, 255)); 
colorMap.put('magenta', new RGB(255, 0, 255)); 

} 
} 

 

final キーワードの使用 
 
final キーワードには、次のような使い方があります。 
• final 変数には、変数の宣言時または初期化コードの中で 1 回だけ値を代入できる。 2 つの場

所のいずれかで値を代入する必要がある。 
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• 静的 final 変数は、静的初期化コードまたは定義された場所で変更できる。 
• final メンバー変数は、初期化コードブロック、コンストラクタ、または他の変数宣言の中で変

更できる。 
• 定数を定義するには、変数に static と final の両方を指定する（「定数」（p.47）を参照）。 
• final でない静的変数は、クラスレベルで状態をやり取りするときに使用される（トリガ間の状

態など）。 ただし、これらはリクエスト間では共有されない。 
• メソッドとクラスはデフォルトでfinalである。 クラスまたはメソッドの宣言で final キー

ワードを使用することはできない。 このことは、これらをオーバーライドできないことを意味

する。 メソッドまたはクラスをオーバーライドする必要がある場合は、virtual キーワード

を使用する。 
 

Note: virtual はすべての組織で有効なわけではありません。 これがアプリケーション

で必要な場合は、salesforce.com の担当者にお問い合わせください。 
 
 
インターフェースとクラスの拡張 
 
"インターフェース" は、メソッドが実装されていないクラスのようなものです。メソッドのシグネ

チャはありますが、各メソッドの本文は空です。 インターフェースを使用するには、インターフェ

ースに含まれるすべてのメソッドの本文を提供することによって、別のクラスがインターフェース

を実装する必要があります。 
 
インターフェースによって、抽象化のレイヤがコードに提供されます。 インターフェースは、メソ

ッドの宣言から、そのメソッドの個々の実装を切り離すものです。 これによって、固有のアプリケ

ーションに基づくメソッドの異なる実装を実現できます。 
 
インターフェースの定義は、新しいクラスの定義に似ています。 たとえば、会社の注文書として、

カスタマからの注文書と自社の従業員からの注文書の 2 種類があるものとします。 どちらも、種

類としては注文書です。 ここで、割引を提供するメソッドが必要だとします。 割引率は注文書の

種類によって異なります。 
 
注文書の一般的な概念はインターフェースでモデル化し、カスタマと従業員で別々の実装を指定し

ます。 次の例は、注文書の割引率にのみ焦点を当てています。 
 
public class PurchaseOrders { 
 

// 一般的な注文書を定義するインターフェース 
public interface PurchaseOrder { 

// 他のすべての機能は除外する 
Double discount(); 

} 
 

// カスタマ用のインターフェースの実装 
public virtual class CustomerPurchaseOrder implements PurchaseOrder { 

public virtual Double discount() { 
return .05; // 一律 5% の割引 

} 
} 

 
// カスタマ用の注文書を拡張した従業員用の注文書 
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// 割引率が異なる 
public class EmployeePurchaseOrder extends CustomerPurchaseOrder{ 

public override Double discount() { 
return .10; // 従業員の方が得 ! 10% の割り引き 

} 

} 
} 

 
上記の例について、次のことに注意してください。 
• インターフェース PurchaseOrder は、汎用的なプロトタイプとして定義されている。 インタ

ーフェース内で定義されるメソッドにはアクセス修飾子がなく、シグネチャのみ含まれる。 
• CustomerPurchaseOrder クラスはこのインターフェースを実装する。そのため、discount メ

ソッドの定義を提供する必要がある。 Java と同様、インターフェースを実装するクラスは、

そのインターフェースに含まれるすべてのメソッドを定義する必要がある。 
• 従業員版の注文書は、カスタマ版を "拡張" したものである。 クラスは、キーワード extends 

を使用して別のクラスを拡張する。 クラスが拡張できるのは 1 つのクラスだけだが、複数の

インターフェースを実装できる。 
 

Note: override、virtual、および extends（Exception クラスを除く）はすべての組

織で有効なわけではありません。 これらがアプリケーションで必要な場合は、

salesforce.com の担当者にお問い合わせください。 
 
新しいインターフェースを定義するということは、新しい参照データ型を定義するということです。 
インターフェース名は、データ型名を使用できるすべての場所で使用できます。 インターフェース

型の変数を定義する場合、そこに代入するオブジェクトは、そのインターフェースまたはサブイン

ターフェースのデータ型を実装するクラスのインスタンスである必要があります。 
 
インターフェースは、別のインターフェースを拡張できます。 クラスと同様、インターフェースが

別のインターフェースを拡張する場合、拡張元のインターフェースは、拡張先のインターフェース

のすべてのメソッドとプロパティを参照できます。 
 
「クラスとキャスト」（p.141）も参照してください。 
 

this キーワードの使用 
 
this キーワードには 2 種類の使い方があります。 
 
this キーワードをかっこなしのドット表記で使用すると、これが出現するクラスの現在のインスタ

ンスを表現できます。 インスタンス変数およびインスタンスメソッドにアクセスするには、この形

式の this キーワードを使用します。 次に例を示します。 
 
public class testThis { 
 
string s; 

{ 
this.s = 'TestString'; 

} 
} 
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上記の例で、クラス testThis はインスタンス変数 s を宣言します。 初期化コードは、this キ
ーワードを使用して変数を読み込みます。 
 
または、this キーワードを使用してコンストラクタチェーンを実行できます。つまり、あるコンス

トラクタの中で別のコンストラクタを呼び出すことができます。 この形式の場合、this キーワー

ドはかっこ付きで使用します。 次に例を示します。 
 
public class testThis { 
 
// クラスの 1 番目のコンストラクタ。 文字列パラメータが必要 

public testThis(string s2) { 
} 

 
// クラスの 2 番目のコンストラクタ。 パラメータは不要 
// このコンストラクタは this キーワードを使用して 1 番目のコンストラクタを呼び出す 

public testThis() { 
this('None'); 

} 
} 

 
コンストラクタ内で this キーワードを使用してコンストラクタチェーンを実行する場合は、これ

がコンストラクタ内の先頭のステートメントである必要があります。 
 

クラスとキャスト 
 
通常、すべてのデータ型情報は実行時に参照できます。 これは、Apex コード で "キャスト" が

有効であることを意味します。キャストとは、あるクラスのデータ型を別のクラスのデータ型に割

り当てることです。ただし、一方のクラスが他方のクラスの子である場合に限ります。 オブジェク

トのデータ型を変換する必要があるときにキャストを使用します。 
 
次の例では、CustomReport がクラス Report を拡張しています。 つまり、これはそのクラスの子

に相当します。 したがって、キャストを使用して、親データ型（Report）のオブジェクトを子デ

ータ型（CustomReport）のオブジェクトに代入できます。 
 
たとえば、次のクラスを作成したものとします。 
 
Public virtual class Report { 
 
Public class CustomReport extends Report { 

 
} 

 
次のコードブロックでは、 初に、カスタムレポートオブジェクトがレポートオブジェクトのリス

トに追加されます。 その後で、カスタムレポートオブジェクトがレポートオブジェクトとして返さ

れ、カスタムレポートオブジェクトに再びキャストされます。 
 
// レポートオブジェクトのリストを作成する 
Report[] Reports = new Report[5]; 
 
// カスタムレポートオブジェクトを作成する 
CustomReport a = new CustomReport(); 
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// カスタムレポートは Report クラスのサブクラスであるため、 
// カスタムレポートオブジェクトをレポートオブジェクトのリストに追加できる 
Reports.add(a); 
 
// 返すものがカスタムレポートであることがコンパイラにはわからないため、 
// 次の指定は無効。キャストを使用して、返す型を明確に指定する必要がある 
// CustomReport c = Reports.get(0); 
 
// 代わりに、カスタムレポートオブジェクトにキャストすることによって 
// リスト内の先頭の項目を取得する 
CustomReport c = (CustomReport) Reports.get(0); 

 

 
図 10： キャストの例 

 
また、インターフェース型は、サブインターフェースまたはそのインターフェースを実装するクラ

ス型にキャストできます。 
 

instanceof キーワードの使用 
 
オブジェクトが実際に特定のクラスのインスタンスであるかどうかを実行時に確認する必要がある

場合は、instanceof キーワードを使用します。instanceof キーワードは、キーワードの右側の
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式内の目的の型が、左側の式で宣言されている型の代替であるかどうかを確認する目的でのみ使用

されます。 
 
上記で、CustomReport オブジェクトにキャストする前に、Report クラスに次のチェックを追加で

きます。 
 
If (Reports.get(0) instanceof CustomReport) { 

// カスタムレポートオブジェクトに安全にキャストし直すことができる 
CustomReport c = (CustomReport) Reports.get(0); 
} Else { 
// 非カスタムレポートを使用して処理を実行する 

} 
 

クラスとコレクション 
 
SObject でリストとマップを使用できるように、クラスとインターフェースでもリストとマップを

使用できます。 したがって、たとえば、ユーザ定義のデータ型を、キーではなくマップの値として

のみ使用できます。 同様に、ユーザ定義オブジェクトのセットを作成することはできません。 
 
インターフェースのマップやリストを作成すると、子型のインターフェースをそのコレクションに

入れることができます。 たとえば、リストにインターフェース i1 が含まれている場合、MyC が i1 

を実装すると、MyC をリストに入れることができます。 
 
コレクションのキャスト 
 
Apex コード のコレクションは宣言された型を実行時に持つため、コレクションのキャストが可能

です。 
 
コレクションのキャストは、Java での配列のキャストと同じように行われます。 たとえば、

CustomerPurchaseOrder オブジェクトのリストは、クラス CustomerPurchaseOrder がクラス 

PurchaseOrder の子である場合、PurchaseOrder オブジェクトのリストに代入できます。 
 
public virtual class PurchaseOrder { 
 

Public class CustomerPurchaseOrder extends PurchaseOrder { 
 
} 
{ 
 

List<PurchaseOrder> POs = new PurchaseOrder[] {}; 
List<CustomerPurchaseOrder> CPOs = new CustomerPurchaseOrder[]{}; 
POs = CPOs;} 

} 
 
CustomerPurchaseOrder リストを PurchaseOrder リスト変数に代入した後、そのインスタンス

は元々 CustomerPurchaseOrder のリストとしてインスタンス化されているため、

CustomerPurchaseOrder オブジェクトのリストにキャストし直すことができます。 
PurchaseOrder としてインスタンス化されている PurchaseOrder オブジェクトのリストは、

PurchaseOrder オブジェクトのリストに含まれているのが CustomerPurchaseOrder オブジェク

トのみでも、CustomerPurchaseOrder オブジェクトのリストにキャストすることはできません。 
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CustomerPurchaseOrders オブジェクトのみが含まれる PurchaseOrder リストのユーザが、

PurchaseOrder の CustomerPurchaseOrder 以外のサブクラスを挿入しようとすると

（InternalPurchaseOrder など）、実行時例外が発生します。 これは、Apex コード コレクショ

ンが宣言された型を実行時に持つためです。 
 

Note: マップの値側に関して、マップはリストと同じように動作します。マップ A の値側

をマップ B の値側にキャストでき、かつ、キー型が同じ場合は、マップ A をマップ B に

キャストできます。 実行時に特定のマップでキャストが有効でない場合は、実行時エラー

が発生します。 
 
 
Apex コード クラスと Java クラスの違い 
 
Apex コード クラスと Java クラスの主な違いを、次に示します。 
• 内部クラスとインターフェースは、外部クラス内の １ レベル下でのみ宣言できる。 
• トップレベルインターフェースはない。 
• 静的メソッドと静的変数は、内部クラスではなくトップレベルのクラス定義内でのみ宣言でき

る。 
• 内部クラスは静的な Java 内部クラスと同じように動作するが、static キーワードは必要ない。 

内部クラスでは、外部クラスのようにインスタンスメンバー変数を使用できるが、外部クラス

のインスタンスへの暗黙のポインタはない（this キーワードの使用）。 
• private はデフォルトのアクセス修飾子であり、定義元の Apex コード クラス内でのみメソ

ッドまたは変数を使用できることを意味する。 アクセス修飾子の指定を省略すると、メソッド

または変数は private と見なされる。 
• メソッドまたは変数にアクセス修飾子を指定しないことと、private アクセス修飾子を指定す

ることは同じである。 
• public アクセス修飾子は、このアプリケーションまたは名前空間内のすべての Apex コード 

でメソッドまたは変数を使用できることを意味する。 
• global アクセス修飾子は、同じアプリケーション内の Apex コード だけでなく、クラスにア

クセスできるすべての Apex コード でメソッドまたは変数を使用できることを意味する。 こ
のアクセス修飾子は、Apex Web サービス API またはアプリケーションを通じて、アプリケ

ーションの外部で参照される必要があるメソッドに対して使用する必要がある。 
• メソッドとクラスはデフォルトで final である。 

• virtual 定義修飾子は、拡張とオーバーライドを許可する。 
• override キーワードは、基本クラスメソッドをオーバーライドするメソッドで明示的に

使用する必要がある。 
 

Note: virtual と override はすべての組織で有効なわけではありません。 これらが

アプリケーションで必要な場合は、salesforce.com の担当者にお問い合わせください。 
 

 
• インターフェースメソッドには修飾子がない。これらは常に global である。 
• 例外クラスは、Exception または他のユーザ定義例外を拡張する必要がある。 

• その名前は Exception で終了する必要がある。 
• 例外クラスには他のコンストラクタも追加できるが、4 つの暗黙のコンストラクタが組み

込まれている。 
詳細については、「例外クラス」（p.156）を参照。 
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• クラスとインターフェースは、トリガと匿名ブロック内で、ローカル識別子としてのみ定義で

きる。 
 

クラス定義の作成 
 
クラスを作成するには 
1. アプリケーション内で、[設定] - [開発] - [コード] をクリックします。 
2. [新規] をクリックします。 
 

Note: Developer Edition または Sandbox 組織でのみ、アプリケーションを通じて Apex 

コード を追加、編集、または削除できます。 Salesforce 運用組織では、compileAndTest 

API 呼び出しを使用して Apex コード を変更することのみ可能です。 
 

3.  [内容] テキストボックスに、クラスの Apex コード を入力します。 1 つのクラスは、100,000 
文字以内で指定します。 

4. [保存] をクリックして変更を保存し、クラスの詳細画面に戻るか、[適用] をクリックして変更

を保存し、クラスの編集を続けます。 クラスを保存する前に、Apex コード スクリプトを正し

くコンパイルする必要があります。 
 
 

Note: [WSDLからの生成] をクリックすることによって、WSDL からクラスを自動的に生成

することもできます。 「WSDL ドキュメントからのクラスの定義」（p.149）を参照してく

ださい。 
 
保存されたクラスは、他の Apex コード スクリプトによって、クラスメソッドまたは変数を通じて

起動できます。 
 

Note: 下位互換性を実現するために、クラスはコンパイルに使用された API のバージョン

で格納されます。 また、クラスが 後にコンパイルされて以来依存しているメタデータに

変更がない限り、クラスは 有効フラグが true に設定された状態で格納されます。 オブジ

ェクトや項目の説明の編集など、表面的な変更を含めて、クラス内で使用されているオブジ

ェクト名や項目に変更が加えられた場合、Apex コード コンパイラがコードを再処理するま

で、有効フラグは false に設定されます。 
 
命名規則 
 
Java 標準の命名規則に従うことをお勧めします。つまり、クラスは大文字で始まり、メソッドは小

文字の動詞で始まり、変数名には意味のある名前を付けます。 
 
同じクラス内で同じ名前のクラスとインターフェースを定義することはできません。 内部クラスと

外部クラスに同じ名前を付けることもできません。 ただし、メソッドと変数はクラス内で独自の名

前空間を持つため、この 3 種類の名前は互いに衝突しません。 特に、クラス内で変数、メソッド、

およびクラスが同じ名前でも問題ありません。 
 
名前のシャドウイング 
 
メンバー変数は、ローカル変数、特に関数引数でシャドウできます。 このため、標準の Java 形式
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のメソッドとコンストラクタを使用できます。 
 
Public Class c { 
String s; 
c(String s) { this.s = s; }  // 同じ名前で ok 
setS(String s) { this.s = s; } // 同じ名前で ok 

} 
 
あるクラス内のメンバー変数は、親クラス内の同じ名前のメンバー変数をシャドウできます。 これ

は、2 つのクラスが異なるトップレベルクラスにあり、異なるチームによって作成される場合に便

利です。 たとえば、クラス C への参照があり、親クラス P 内のメンバー変数 M にアクセスする

必要がある場合（C 内のメンバー変数と同じ名前）、参照には、 初に P への参照を割り当てる

必要があります。 
 
静的変数はクラス階層全体でシャドウできます。そのため、P が静的 S を定義していても、サブ

クラス C も静的 S を宣言できます。 C 内の S への参照はその静的変数を参照します。P 内の S 

を参照するためには、構文 P.S を使用する必要があります。 
 
静的クラス変数は、クラスインスタンスを通じて参照することはできません。 本来の変数名自体（ト

ップレベルクラスファイル内）またはクラス名を先頭に付けた変数名を使用して、参照する必要が

あります。 次に例を示します。 
 
public class p { 
public static final Integer CLASS_INT = 1; 
public class c { ) 

} 
p.c c = new p.c(); 
// これは無効 
// Integer i = c.CLASS_INT; 
// これは有効 
Integer i = p.CLASS_INT; 

 

クラスセキュリティの設定 
 
特定のトップレベルクラス内のメソッドを実行できるユーザを、ユーザプロファイルに基づいて指

定できます。 セキュリティを設定できるのは Apex コード クラスであり、トリガではないことに

注意してください。 
 
クラスリストページから Apex コード クラスセキュリティを設定するには 
1. [設定] - [開発] - [コード] をクリックします。 
2. 制限するクラス名の横の [セキュリティ] をクリックします。 
3. [選択可能なプロファイル] リストから有効にするプロファイルを選択し、[追加] をクリックし

ます。 
4. [有効にされたプロファイル] リストから無効にするプロファイルを選択し、[取り消し] をクリ

ックします。 
5. [保存] をクリックします。 
 
プロファイル詳細ページから Apex コード クラスセキュリティを設定するには 
1. [設定] - [ユーザの管理] - [プロファイル] をクリックします。 
2. 変更するプロファイルの名前をクリックします。 
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3. [Apex コードアクセス有効化したApex コードクラス] 関連リストの [編集] をクリックします。 
4. [利用可能な Apex コードクラス] リストから有効にする Apex コード クラスを選択し、[追加] 

をクリックします。 
5. [有効にされた Apex コードクラス] リストから無効にする Apex コード クラスを選択し、[取り消

し] をクリックします。 
6. [保存] をクリックします。 
 

 

WebService メソッド 
 
Apex コード クラスメソッドは、カスタム Apex Web サービス API 呼び出しとして公開すること

もできます。 このためには、webService キーワードを使用します。 次に例を示します。 
 
global class MyWebService { 

webService static Id makeContact(String lastName, Account a) { 
Contact c = new Contact(lastName = 'Weissman', AccountId = a.Id); 
insert c; 
return c.id; 

} 
} 

 

Note: webService メソッドで commit 文は必要ありません。 Apex コード スクリプトが

正常終了すると、データベース変更は自動的にコミットされます。 Apex コード スクリプ

トが正常終了しなかった場合は、データベースへの変更はロールバックされます。 
 
WSDL は Apex コード クラス詳細ページからダウンロードできます。 
1. アプリケーション内で、[設定] - [開発] - [コード] をクリックします。 
2. webService メソッドが含まれるクラスの名前をクリックします。 
3. [WSDLの生成] をクリックします。 
 

WebService キーワードを使用する場合の注意事項 
 
webService キーワードを使用する場合は、次の注意事項を念頭に置いてください。 
• クラスの定義時に webService キーワードを使用することはできない。 ただし、このキーワ

ードを使用してトップレベルの外部クラスメソッドと変数、および内部クラスのメンバー変数

を定義できる。 
• webService キーワードを使用してインターフェースを定義したり、インターフェースのメソ

ッドや変数を定義することはできない。 
• トリガに含まれるコード内で webService キーワードを使用することはできない。 
• webService キーワードで定義されるメソッドまたは変数を含むすべてのクラスは、global と

して宣言される必要がある。メソッド、変数、または内部クラスが global として宣言されてい

る場合は、外部のトップレベルクラスも global として定義される必要がある。 
• webService キーワードで定義されるメソッドは本質的に global である。 これらのメソッド

は、クラスにアクセスする Apex コード スクリプトで使用できる。 webService キーワード

は、global よりさらにアクセス範囲が広がる一種のアクセス修飾子と見なすことができる。 
• webService キーワードを使用するメソッドは static として定義する必要がある。 
• 特定の Apex コード 要素に相当する SOAP がないため、webService キーワードで定義され

るメソッドは次の要素をパラメータとして使用できない。 これらの要素をメソッド内で使用で
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きない一方、戻り値として指定することもできない。 
 

• Map 
• Set 
• Pattern オブジェクト 
• Matcher オブジェクト 
• Exception オブジェクト 
• Web サービスの一部として公開するメンバー変数と共に webService キーワードを使用

する必要がある。 これらのメンバー変数を static として指定する必要はない。 
 
次の例では、Web サービスメンバー変数と Web サービスメソッドを使用するクラスを示していま

す。 
 
global class SpecialAccounts { 
global class Setup { 

WebService String AcctName; 
WebService Integer AcctNumber; 

} 
WebService static Id [] createAccounts(Account parent, Account child, Account 

grandChild) 
{ 
 

insert parent; 
child.parentId = parent.Id; 
insert child; 
grandChild.parentId = child.Id; 
insert grandChild; 
Id [] results = new Id[3]; 
results[0] = parent.Id; 
results[1] = child.Id; 
results[2] = grandChild.Id; 
return results; 

 } 
} 

 

Web サービスメソッドによるデータの公開 
 
カスタム Web サービスメソッドの起動では、常に System コンテキストが使用されます。 そのた

め、現在のユーザの資格情報は使用されず、そのメソッドにアクセスできるユーザは、アクセス許

可、フィールドレベルのセキュリティ、または共有ルールにかかわらず、すべての機能を使用でき

ます。 webService キーワードでメソッドを公開する開発者は、機密データを間違って公開するこ

とがないように十分に注意してください。 
 

Caution: webService キーワードにより API を通じて公開される Apex コード クラス

メソッドは、オブジェクトのアクセス許可、フィールドレベルのセキュリティ、またはレ

コードの共有ルールに従いません。 
 

オーバーロードと Web サービスメソッド 
 
SOAP と WSDL では、メソッドのオーバーロードが適切にサポートされません。 そのため、Apex コ

ード では、webService キーワードがマークされた 2 つのメソッドに同じ名前を指定できません。 
同じクラス内で同じ名前を持つ Web サービスメソッドは、コンパイル時にエラーを発生します。 
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WSDL ドキュメントからのクラスの定義 
 
クラスは、ローカルハードドライブまたはネットワーク上に格納されている WSDL ドキュメントか

ら自動的に生成できます。 WSDL ドキュメントによるクラスの作成では、開発者は、Apex コード ス

クリプト内で外部 Web サービスへの呼び出しを指定できます。 
 

Note: 可能な場合は、アウトバウンドメッセージングを使用して統合ソリューションに対処

します。 サードパーティー Web サービスへの呼び出しは必要な場合のみ使用します。 
 
 
 
この機能にアクセスするには 
1. アプリケーション内で、[設定] - [開発] - [コード] をクリックします。 
2. [WSDLからの生成] をクリックします。 
3. [参照] をクリックしてローカルハードドライブまたはネットワーク上の WSDL ドキュメント

に移動するか、フルパスを入力します。 この WSDL ドキュメントは作成している Apex コー

ド クラスの基本であり、1 MB 以下である必要があります。 
 

Note: 
指定する WSDL ドキュメントには、送信ポートを参照する URL が含まれている可能

性があります。 
セキュリティ上の理由で、指定できる送信ポートは次の中の 1 つに制限されます。 

• 80：このポートは HTTP 接続のみを受け取る。 
• 443：このポートは HTTPS 接続のみを受け取る。 

• 7000 ～ 10000（含む）：これらのポートは HTTP または HTTPS 接続を受け取る。 
 
4. [WSDLを解析] をクリックして、WSDL ドキュメントの内容を確認します。 アプリケーション

は、WSDL ドキュメント内の名前空間ごとにデフォルトのクラス名を生成し、エラーがある場

合はレポートします。 
5. 必要に応じてクラス名を変更します。 各名前空間で同じクラス名を使用することによって複数

の WSDL 名前空間を 1 つのクラスに保存できますが、Apex コード クラスは合計で 100,000 
文字を超えることはできません。 

6. [Apex コードの生成] をクリックします。 ウィザードの 終ページには、生成されたクラスと、

他のクラスからのエラーが表示されます。 コードの生成が成功した場合は、生成されたコード

を表示するリンクもページに示されます。 
 
適切に生成された各 Apex コード クラスには、WSDL ドキュメントで表されるサードパーティー 

Web サービスを呼び出す、stub クラスと型クラスが含まれます。 これらのクラスによって、Apex コ

ード から外部の Web サービスを呼び出すことができます。 
 

Note: WSDL ドキュメントに Apex コード の予約語が含まれる場合、Apex コード の生成

時に、その予約語には _x が追加されます。 たとえば、WSDL ドキュメント内の upsert は、

生成される Apex コード 内では upsert_x に変換されます。 予約語の一覧については、

「予約キーワード」（p.198）を参照してください。 
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WSDL ドキュメントを使用して Apex コード クラスを生成した後で外部サービスを起動するには、

Apex コード スクリプト内で stub のインスタンスを作成し、そのメソッドを呼び出します。 たと

えば、Apex コード から StrikeIron IP Address Lookup Service を起動するには、次のようなスク

リプトを作成します。 
 

// stub の作成 
strikeironIplookup.DNSSoap dns = new strikeironIplookup.DNSSoap(); 
// ライセンスヘッダーの設定 
dns.LicenseInfo = new strikeiron.LicenseInfo(); 
dns.LicenseInfo.RegisteredUser = new strikeiron.RegisteredUser(); 
dns.LicenseInfo.RegisteredUser.UserID = 'you@company.com'; 
dns.LicenseInfo.RegisteredUser.Password = 'your-password'; 
// Web サービスの呼び出し 
strikeironIplookup.DNSInfo info = dns.DNSLookup('www.myname.com'); 

 
Apec コード では、ドキュメントリテラルでラップされた WSDL スタイルと次のスキーマ型がサポ

ートされます。 
 
スキーマ型 Apex コード 型 
xsd:string String 
xsd:int Integer 
xsd:double Double 
xsd:float Double 
xsd:long Double 
xsd:boolean Boolean 
xsd:short Integer 
xsd:datetime Datetime 
xsd:date Date 
 
Apex コード では、次のスキーマコンストラクトもサポートされます。 
 
• xsd:element 
• xsd:simpleType 
• xsd:sequence 
• xsd:all 
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生成されるコードについて 
 
次の例は、WSDL ドキュメントから Apex コード クラスが作成される方法を示しています。 次の

コードは、サンプルの WSDL ドキュメントです。 
 
<wsdl:definitions xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:tns="http://doc.sample.com/docSample" 
targetNamespace="http://doc.sample.com/docSample" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 
 
<!-- 上記では、スキーマ targetNamespace が Apex クラス名にマップする --> 
 
 
<!-- 以下では、パラメータの型定義がリストされている。 

各 complexType パラメータおよび simpleType パラメータは、 
 WSDL の親クラス内の Apex クラスにマップされる。 

 次に、complexType 内の各要素がクラス内の public フィールドにマップされる --> 
 
<wsdl:types> 
<s:schema elementFormDefault="qualified" 
targetNamespace="http://doc.sample.com/docSample"> 
<s:element name="EchoString"> 
<s:complexType> 
<s:sequence> 
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="input" type="s:string" /> 
</s:sequence> 
</s:complexType> 
</s:element> 
<s:element name="EchoStringResponse"> 
<s:complexType> 
<s:sequence> 
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EchoStringResult" 
type="s:string" /> 
</s:sequence> 
</s:complexType> 
</s:element> 
</s:schema> 
</wsdl:types> 
 
<!-- 以下の stub は処理を定義する --> 
 
<wsdl:message name="EchoStringSoapIn"> 
<wsdl:part name="parameters" element="tns:EchoString" /> 
</wsdl:message> 
<wsdl:message name="EchoStringSoapOut"> 
<wsdl:part name="parameters" element="tns:EchoStringResponse" /> 
</wsdl:message> 
<wsdl:portType name="DocSamplePortType"> 
<wsdl:operation name="EchoString"> 
<wsdl:input message="tns:EchoStringSoapIn" /> 
<wsdl:output message="tns:EchoStringSoapOut" /> 
</wsdl:operation> 
</wsdl:portType> 
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<!-- 以下のコードはデータが SOPA にマップされる方法を定義する --> 
 
<wsdl:binding name="DocSampleBinding" type="tns:DocSamplePortType"> 
<wsdl:operation name="EchoString"> 
<soap:operation soapAction="urn:dotnet.callouttest.soap.sforce.com/EchoString" 
style="document" /> 
<wsdl:input> 
<soap:body use="literal" /> 
</wsdl:input> 
<wsdl:output> 
<soap:body use="literal" /> 
</wsdl:output> 
</wsdl:operation> 
</wsdl:binding> 
 
<!-- 最後に、以下のコードはクラス内のエンドポイントにマップするエンドポイントを定義する --> 
 
<wsdl:service name="DocSample"> 
<wsdl:port name="DocSamplePort" binding="tns:DocSampleBinding"> 
<soap:address location="http://www.qaresponder.info/WebServices/DocSample.asmx" 
/> 
</wsdl:port> 
</wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 

 
この WSDL ドキュメントから、次の Apex コード クラスが生成されます。 
 

// wsdl2apex による生成 
 
public class docSampleComDocsample { 
 
public class EchoStringResponse_element { 

 
public String EchoStringResult; 

 
private String[] EchoStringResult_type_info = new String[]{ 

'EchoStringResult', 
'http://www.w3.org/2001/XMLSchema', 
'string','0','1','false'}; 

 
private String[] apex_schema_type_info = new String[]{ 

'http://doc.sample.com/docSample', 
'true'}; 

private String[] field_order_type_info = new String[]{ 
'EchoStringResult'}; 

 } 
 

public class DocSamplePort { 
 
public String endpoint_x =  

'http://www.qaresponder.info/WebServices/DocSample.asmx' 
 
 

private String[] ns_map_type_info = new String[]{ 
'http://doc.sample.com/docSample', 
'docSampleComDocsample'}; 
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public String EchoString(String input) { 
docSampleComDocsample.EchoString_element request_x = 

new docSampleComDocsample.EchoString_element(); 
docSampleComDocsample.EchoStringResponse_element response_x; 
request_x.input = input; 
Map<String,docSampleComDocsample.EchoStringResponse_elementresponse_map_x = 
 

new Map<String, docSampleComDocsample.EchoStringResponse_element>(); 
response_map_x.put('response_x', response_x); 
WebServiceCallout.invoke( 
this, 
request_x, 
response_map_x, 
new String[]{endpoint_x, 

'urn:dotnet.callouttest.soap.sforce.com/EchoString', 
'http://doc.sample.com/docSample', 
'EchoString', 
'http://doc.sample.com/docSample', 
'EchoStringResponse', 
'docSampleComDocsample.EchoStringResponse_element'} 

); 
response_x = response_map_x.get('response_x'); 
return response_x.EchoStringResult; 

} 
} 
 
public class EchoString_element { 
public String input; 
private String[] input_type_info = new String[]{ 

'input', 
'http://www.w3.org/2001/XMLSchema', 
'string','0','1','false'}; 

private String[] apex_schema_type_info = new String[]{ 
'http://doc.sample.com/docSample', 
'true'}; 

private String[] field_order_type_info = new String[]{'input'}; 
} 

} 
 
元の WSDL ドキュメントからの次のマップに注意してください。 
• WSDL のターゲット名前空間は Apex コード クラス名にマップする。 
• 各 complex 型はクラスになる。 型内の各要素はクラス内の public フィールドである。 
• WSDL ポート名は stub クラスにマップする。 
• WSDL マップ内の各操作は public メソッドにマップする。 
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ヘッダーのマップ 
 
WSDL ドキュメント内で定義されるヘッダーは、生成されるクラス内の stub の public フィールド

になります。 これは、AJAX ツールキットと .Net の動作に似ています。 
 

サポートされない WSDL 機能 
 
Apex コード では、次の WSDL 機能はサポートされません。 
• RPC/エンコードサービス 
• 複数の portType、複数のサービス、または複数のバインドが含まれる WSDL ファイル 
• インポートが含まれる WSDL ファイル 
• サポートされるセクションに記載されていないスキーマ要素 
 
実行時イベントについて 
 
Apec コードスクリプトが外部サービスを呼び出す場合、次のチェックが実行されます。 
• リクエストサイズは 100 KB より小さい。 
• 読み込み接続のタイムアウトは 10 秒である。 
• Apex コード 内での循環参照は許可されない。 
• Salesforce へのループバック接続は許可されない。 
• エンドポイントにアクセスできるためには、エンドポイントが [設定] - [セキュリティ] - [リモー

トサイトの設定] に登録されている必要がある。 
• データベース接続の中断を回避するために、トランザクションを開くことはできない。 
 

WSDL ファイルから生成されるデバッグクラス 
 
Salesforce.com は、Apex Web サービス、.Net、および Axis でコードをテストしています。 他
のツールを使用している場合は、問題が発生する可能性があります。 
 
デバッグヘッダーを使用してリクエストおよび応答 SOAP メッセージ内の XML を返すことで、問

題の診断を支援できます。 詳細については、「Apex コードの Web サービス API コール」（p.186）

を参照してください。 
 
 
名前空間プレフィックス 
 
アプリケーションでは、"名前空間プレフィックス" の使用をサポートします。 名前空間プレフィ

ックスは、管理されている AppExchange パッケージの中で使用され、カスタムオブジェクトおよ

び項目の名前を、他の組織で使用されている名前と区別します。 開発者がグローバルに一意な名前

空間プレフィックスを登録し、これを AppExchange レジストリに登録すると、開発者の管理パッ

ケージ内のカスタムオブジェクトおよびフィールドの名前への外部参照は、次の長い形式を使用し

ます。 
 
<namespace_prefix>__<obj_or_field_name>__c 

 
クラスに "managed" のマークが付けられた後で、操作している SOQL 文と Apex コード でこの

完全修飾名を更新するのは面倒であるため、Apex コード では、スキーマ名のデフォルトの名前空
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間をサポートしています。 識別子を見つけると、パーサーは現在のオブジェクトの名前空間を調べ

て、特に指定がない限り、これを他のすべてのオブジェクトとフィールドの名前空間と見なします。 
そのため、格納されているクラスは、その同じアプリケーション名前空間で定義されるオブジェク

トについて、カスタムオブジェクトおよびフィールドの名前を直接参照する必要があります

（<obj_or_field_name>__c を使用）。 
 

Tip: 組織の外部にあるカスタムオブジェクトおよびフィールドの名前を参照する場合の

み、名前空間プレフィックスを使用します。 
 
 

 
メソッド呼び出し時の名前空間の使用 
 
別の管理パッケージで定義されているメソッドを呼び出すために、Apex コード では、完全修飾識

別子を使用できます。 
 
<namespace_prefix>.<class>.<method>(<args>) 

 
System という特別な名前空間を使用すると、組み込みの静的クラスを、ユーザ定義クラスと明確

に区別できます（System.System.debug() など）。 System 名前空間プレフィックスの指定を省

略すると、次の「名前空間、クラス、および変数名の優先順位」に説明されているように、Math や 

System などのシステム静的クラス名が、ユーザ定義クラスにオーバーライドされます。 
 

Tip: 組織外部のクラスに格納されているメソッドを呼び出す場合のみ、名前空間プレフィ

ックスを使用します。 
 

 

 

名前空間、クラス、および変数名の優先順位 
 
ローカル変数、クラス名、および名前空間はすべて同じ識別子の使用が可能であるため、Apex コー

ド パーサーは、name1.name2.<...>.nameN の形式の式を次のように評価します。 
1. パーサーは 初に name1 がローカル変数であり、name2 ～ nameN はフィールド参照と仮定し

ます。 
2. 初の仮定が当てはまらない場合は、次に name1 はクラス名、name2 は静的変数名、name3 ～ 

nameN はフィールド参照と仮定します。 
3. 2 番目の仮定が当てはまらない場合は、次に name1 は名前空間名、name2 はクラス名、name3 

は静的変数名、name4 ～ nameN はフィールド参照と仮定します。 
4. 3 番目の仮定が当てはまらない場合は、パーサーからエラーが返されます。 
式がかっこで終わる場合（name1.name2.<...>.nameM.nameN() など）、Apex コード パーサーは

式を次のように評価します。 
1. パーサーは 初に name1 はローカル変数、name2 ～ nameM はフィールド参照、nameN はメソ

ッド呼び出しと仮定します。 
2. 初の仮定が当てはまらない場合、次の処理が行われます。 
• 式が 2 つの識別子（name1.name2()）だけで構成されている場合、パーサーは name1 はクラ

ス名、name2 はメソッド呼び出しと仮定する。 
• 式が 3 つ以上の識別子で構成されている場合、パーサーは、name1 はクラス名、name2 は静的

変数名、name3 ～ nameM はフィールド参照、nameN はメソッド呼び出しと仮定する。 
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3. 2 番目の仮定が当てはまらない場合は、次に name1 は名前空間名、name2 はクラス名、name3 
は静的変数名、name4 ～ nameM はフィールド参照、nameN はメソッド呼び出しと仮定します。 

4. 3 番目の仮定が当てはまらない場合は、パーサーからエラーが返されます。 
 
しかし、クラス変数の場合、Apex コード はメンバー変数を参照するのにドット表記も使用します。 
これらのメンバー変数は、他のクラスインスタンスを参照したり、独自のドット表記規則を使用し

てフィールド名を参照する SObject を参照したりする可能性があります（おそらく外部キーのナビ

ゲーションによる）。 
 
表現に SObject フィールドを入力すると、残りの表現は SObject ドメインにあるため、SObject フ

ィールドから Apex コード 表現を参照できません。 
 
たとえば、次のクラスがあるものとします。 
 
public class c { 
c1 c1 = new c1(); 
class c1 { c2 c2; } 
class c2 { Account a; } 

} 
 
次の表現はすべて有効です。 
 
c.c1.c2.a.name 
c.c1.c2.a.owner.lastName.toLowerCase() 
c.c1.c2.a.tasks 
c.c1.c2.a.contacts.size() 

 
型の型解決およびシステム名前空間 
 
型システムでは、ローカルまたは他のクラスで定義されたユーザ定義型を解決する必要があるため、

Apex コード パーサーは型を次のように評価します。 
1. 型参照 TypeN の場合、パーサーは 初その型をスカラ型として検索します。 
2. TypeN が見つからない場合、パーサーはローカル定義型を検索します。 
3. TypeN がまだ見つからない場合、パーサーはその名前のクラスを検索します。 
4. TypeN がまだ見つからない場合、パーサーは SObject などのシステム型を検索します。 
 
型 T1.T2 の場合、これは、トップレベルクラス T1 内の内部型 T2 を意味するか、名前空間 T1 内

のトップレベルクラス T2 を意味します（優先順位は記載されている順序）。 
 
 
例外クラス 
 
Apex コード では、独自の例外クラスを作成できます。 例外は、トップレベルクラスとして作成で

きます。つまり、メンバー変数、メソッド、およびコンストラクタを指定したり、インターフェー

スを実装したりできます。 
 
自分で作成する例外は他の標準例外型と同様に動作し、予期されるようにスローとキャッチが可能

です。 
 
ユーザ定義の例外クラス名は、"MyException"、"PurchaseException" などのように文字列 
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Exception で終了する必要があります。 すべての例外クラスは、システム定義の基本クラス 

Exception を自動的に拡張します。 
 
たとえば、次のコードは、匿名ブロック内で例外型を定義しています。 
 
public class MyException extends Exception {} 
 
try { 

Integer i; 
// コードの指定 
if (i < 5) throw new MyException(); 

} catch (MyException e) { 
// MyException 処理コードの指定 

} 
 
Java クラスと同様、ユーザ定義例外型は継承ツリーを形成し、キャッチブロックで任意の部分をキ

ャッチします。 次に例を示します。 
 
public class BaseException extends Exception {} 
public class OtherException extends BaseException {} 
 
try { 

Integer i; 
// コードの指定 
if (i < 5) throw new OtherException('This is bad'); 

} catch (BaseException e) { 
// OtherException をキャッチする 

} 
 

例外の構成 
 
例外は次の引数を使用して構成できます。 
• 引数なし 
 

new MyException(); 
 

• エラーメッセージを指定する 1 つの文字列引数 

 
new MyException('This is bad'); 

 

• スタックトレースに原因を表示することを指定する 1 つの例外引数 

 
new MyException(e); 

 

• エラーメッセージの文字列と、スタックトレースに表示されるチェーン例外原因 

 
new MyException('This is bad', e); 

 
たとえば、次のコードによって、My1Exception および My2Exception に関する情報から成るスタ

ックトレースが生成されます。 
 
public class My1Exception extends Exception {} 
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public class My2Exception extends Exception {} 
 
try { 

throw new My1Exception(); 
} catch (My1Exception e) { 

throw new My2Exception('This is bad', e); 
} 

 

 
 

図 11： 例外のスタックトレース（デバッグログより） 
 

 

例外変数 
 
Java と同様、変数、引数、および戻り型を、Apex コード 内のシステム定義基本クラスである 

Exception 型として宣言できます。 次に例を示します。 
 
Exception e1; 
try { 

String s = null; 
s.tolowercase(); // Null ポインタ例外を生成する 

} catch (System.NullPointerException e) { 
e1 = e;  // 変数に代入できる、または 
   // 別のメソッドとの間でやり取りできる 

} 
 

例外メソッド 
 
すべての例外は、エラーメッセージと例外の型を返す組み込みのメソッドをサポートしています。 
また、一括 DML 例外では、次の情報を返す一連の組み込みメソッドもサポートしています。 
• 前回の DML 操作で失敗した行数（e.getNumDml()） 
• i 番目の DML 例外の元の行番号（e.getDmlIndex(int)） 
• i 番目の DML 例外の Apex API 違反コード（e.getDmlStatusCode(int)） 
• i 番目の DML 例外のテキストメッセージ（e.getDmlMessage(int)） 
 
次に例を示します。 
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Account[] accts = new Account[]{new Account(billingcity = 'San Jose’)}; 
try { 

insert accts; 
} catch (System.DmlException e) { 

for (Integer i = 0; i < e.getNumDml(); i++) { 
// 例外の処理 
System.debug(e.getDmlMessage(i)); 

} 
} 

 
詳細については、「Exception のメソッド」（p.110）を参照してください。 

 

トリガ 
 
Apex コード スクリプトは、クラスに加えて、トリガを使用して起動することもできます。 トリガ

は、オブジェクトレコードがデータベースに挿入される前、またはレコードが削除された後など、

INSERT、UPDATE、または DELETE イベントが発生する前後に実行される Apex コード スクリプト

です。 UNDELETE イベントの発生後、つまり、レコードがごみ箱から復元された後にトリガが実行

するように指定することもできます。 
 
トリガは、ContactRole などの標準の子オブジェクトではなく、Contact や Account などのトップ

レベルの標準オブジェクトに対して定義できます。 
 
Note: 

• upsert イベントは必要に応じて insert トリガまたは update トリガを起動する。 
• merge イベントは、失効レコードに対して delete トリガを起動し、獲得レコードに

対してのみ update トリガを起動する。 「トリガとマージ文」（p.166）を参照。 
• レコードの復活後に実行されるトリガは、特定のオブジェクトでのみ動作する。 「ト

リガと復元レコード」（p.166）を参照。 
 
トリガは、次の 2 種類に分けることができます。 
• "before" トリガを使用すると、レコード値をデータベースに保存する前に、値を更新または確

認できる。 
• "after" トリガを使用すると、データベースによって設定されたフィールド値（レコードの ID 

フィールドや lastUpdated フィールド）にアクセスし、監査テーブルへのログインやキュー

との同期イベントの起動など、他のオブジェクトレコード内の変更に影響を与えることができ

る。 
 
トリガは、現在のユーザのアクセス許可、フィールドレベルのセキュリティ、または共有規則に影

響されないという点で、ワークフローに似ています。トリガは、常に System コンテキストを使用

します。そのため、ユーザがトリガする Apex コード を実行するのに、現在のユーザの資格情報は

使用されません。したがって、トリガを使用する開発者は、通常はアクセス許可、フィールドレベ

ルセキュリティ、または共有ルールによってユーザの目に触れないようにする機密データを、間違

って公開することがないように十分に注意してください。 
 
また、トリガは、元々トリガを起動したレコードと同じ型の別のレコードを変更できます。 たとえ

ば、取引先責任者 a の更新の後にトリガが起動されると、トリガは取引責任者 b、c、および d も

変更します。 トリガは別のレコードの変更を引き起こす可能性があり、その変更によって別のトリ
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ガが起動されることもあるため、Apex コード ランタイムエンジンは、このようなすべての処理を 1 

つの作業単位と見なし、無限の再帰呼び出しを防ぐために、実行できる操作数に制限を設けていま

す。 
「実行ガバナと制限値」（p.178）を参照してください。 
 

一括トリガ 
 
初期バージョンの Apex コード では、トリガが一度に処理できるのは 1 つの SObject レコードだ

けであり、一括処理はサポートされていませんでした。 そのため、SOQL クエリや DML 文を含む

トリガを定義した場合、SObject で API 一括処理呼び出しを使用して、データベースの厳しいクエ

リ制限を受けずにトリガを起動することはできませんでした。 
 
このバージョンの Apex コード では、単一レコード処理モデルはもう使用されていません。 すべ

てのトリガはデフォルトで "一括トリガ" であり、複数のレコードを同時に処理できます。 
 

Note: 繰り返しとして定義される Event オブジェクトは、insert、delete、または 

update トリガイベントで一括して処理されません。 
 
 
一括トリガは、単一レコードの更新と、次のような一括処理の両方を処理できます。 
• データのインポート 
• 一括 Apex API 呼び出し 
• レコード所有者の変更や削除などの大量の動作 
• 一括 DML 文を起動する再帰的な Apex コード メソッドおよびトリガ 
 

構文 
 
トリガを定義するには、次の構文を使用します。 
trigger <triggerName> on <ObjectName> (<trigger_events>) { 

<code_block> 
} 

 
<trigger_events> は、次の 1 つ以上のイベントがコンマで区切られたリストです。 
• before insert 
• before update 
• before delete 
• after insert 
• after update 
• after delete 
• after undelete 
 

Note: 再帰的な Event オブジェクトの insert、delete、または update によって起動される

トリガは、実行時エラーを引き起こします。 
 
 
たとえば、次のコードは、Account における before insert イベントおよび before update イ
ベントのトリガを定義しています。 
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trigger myAccountTrigger on Account (before insert, before update) { 

// コードの指定 
} 

 
トリガの <code_block> に、次のものを指定することはできません。 
• commit や rollback などのトランザクション制御文。 トリガによって行われたデータベース

変更を手動でコミットする必要はない。 Apex コード スクリプトが正常終了すると、データベ

ース変更は自動的にコミットされる。 Apex コード スクリプトが正常終了しなかった場合は、

データベースへの変更はロールバックされる。 
 
• static キーワード。 トリガには、内部クラスに適用されるキーワードのみ含めることができ

る。 
 

 

トリガコンテキスト変数 
 
すべてのトリガは暗黙の変数を定義しており、開発者は実行時コンテキストにアクセスできます。 
これらの変数は、System.Trigger クラスに含まれています。 
 
 
表 29：トリガコンテキスト変数 
変数 使用法 
isInsert INSERT 操作が原因でこのトリガが起動された場合は true を返します。
isUpdate UPDATE 操作が原因でこのトリガが起動された場合は true を返します。
isDelete DELETE 操作が原因でこのトリガが起動された場合は true を返します。
isBefore レコードが保存される前にこのトリガが起動された場合は true を返し

ます。 
isAfter すべてのレコードが保存された後にこのトリガが起動された場合は 

true を返します。 
isUndelete レコードがごみ箱から復元された後（つまり、UNDELETE 操作の後）に

このトリガが起動された場合は true を返します。 
new SObject レコードの新バージョンのリストを返します。 この SObject 

リストは insert トリガと update トリガでのみ使用可能であり、レコ

ードは before トリガでのみ変更できます。 
newMap SObject レコードの新バージョンに対する ID のマップ。 このマップ

は、before update、after insert、および after update トリガで

のみ使用できます。 
old SObject レコードの旧バージョンのリストを返します。 この SObject 

リストは、update トリガと delete トリガでのみ使用できます。 
oldMap SObject レコードの旧バージョンに対する ID のマップ。 このマップ

は、update トリガと delete トリガでのみ使用できます。 
size 旧バージョンと新バージョンの両方のトリガ起動におけるレコード総

数。 
 

Note: トリガを起動するレコードに無効なフィールド値（ゼロでの除算など）が含まれる場
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合、その値は、new、newMap、old、および oldMap トリガコンテキスト変数で null に設

定されます。 
 
 
 
たとえば、次の単純なトリガの中で Trigger.new は SObject のリストであり、for ループ内で反

復するか、SOQL クエリの IN 句でバインド変数として使用されます。 
 
Trigger t on Account (after insert) { 

for (Account a : Trigger.new) { 
// 各 SObject を反復する 

} 
// この単一のクエリでは、トリガ元の account に関連するすべての contact を 
// を見つける。 Trigger.new はレコードのコレクションであるが、 
// SOQL クエリ内でバインド変数として使用されると、Apex コード は 
// レコードのリストを対応する ID のリストに自動的に変換する 
Contact[] cons = [select lastname from contact 

where accountid in :Trigger.new]; 
} 

 
次のトリガは、Trigger.isBefore や Trigger.isDelete のように Boolean コンテキスト変数を

使用して、特定のトリガ条件でのみ実行するコードを定義します。 
 
trigger myAccountTrigger on Account(before delete, before insert, before update, 

after delete, after insert, after update) { 
if(Trigger.isBefore){ 

if(Trigger.isDelete){ 
// before delete トリガの場合、 
// トリガは Trigger.old リストで削除されるレコードにアクセスする 
for (Account a : Trigger.old) { 

if (a.name != 'okToDelete') { 
a.addError('You can\'t delete this record!'); 

} 
} 

} else { 
// before insert トリガまたは before update トリガの場合、 
// トリガは Trigger.new リストで新しいレコードにアクセスする 

for (Account a : Trigger.new) { 
if (a.name == 'bad') { 

a.name.addError('Bad name'); 
} 

} 
if (Trigger.isInsert) { 

for (Account a : Trigger.new) { 
System.assertEquals('xxx', a.accountNumber); 
System.assertEquals('industry', a.industry); 
System.assertEquals(100, a.numberofemployees); 
System.assertEquals(100.0, a.annualrevenue); 
a.accountNumber = 'yyy'; 

} 
// トリガが before トリガでない場合は after トリガである 
} else { 

if (Trigger.isInsert) { 
List<Contact> contacts = new Contact[0]; 
for (Account a : Trigger.new) { 
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if(a.name == 'makeContact') { 
contacts.add(new Contact (lastname = a.name, 

accountId = a.id)); 
} 

} 
insert contacts; 

} 
 } 
} 

 

一般的な一括トリガの定型処理 
 
開発者は、一括トリガを使用することで、実行時のガバナ制限値を越えずに多くのレコードを処理

できますが、複数のレコードのバッチを一度に処理するため、この一括トリガを理解し、作成する

ことは非常に困難です。 ここでは、一括トリガを作成する場合によく使用される定型処理の例を示

します。 
 
一括トリガ内でのマップと集合の使用 
 
集合とマップのデータ構造体は、一括トリガを作成する上で重要です。 集合はレコードを区別する

ために使用され、マップはレコード ID ごとにまとめられたクエリ結果を保持するために使用され

ます。 
 
たとえば、サンプルの見積アプリケーションに含まれる次の一括トリガでは、Trigger.new 内の 

OpportunityLineItem レコードに関連付けられている各価格表エントリを 初に集合に追加してお

り、集合には個別の要素のみが含まれます。 次に、関連する製品の色について PricebookEntries の

クエリが実行され、結果がマップに配置されます。 マップが作成されると、トリガは Trigger.new 

内の OpportunityLineItems を反復し、マップを使用して適切な色を代入します。 
 
// 新しい品目が商談に追加されると、 
// このトリガが、関連する商品の色の値を新しいレコードにコピーする 
trigger oppLineTrigger on OpportunityLineItem (before insert) { 
// すべての OpportunityLineItem レコードについて、重複がないように 
// 関連するその価格表エントリを集合に追加する 
Set<Id> pbeIds = new Set<Id>(); 
for (OpportunityLineItem oli : Trigger.new) 

pbeIds.add(oli.pricebookentryid); 
 

// 関連する製品色について PricebookEntries のクエリを実行し、 
// 結果をマップに配置する 
Map<Id, PricebookEntry> entries = new Map<Id, PricebookEntry>( 

[select product2.color__c from pricebookentry 
where id in :pbeIds]); 
 
// マップを使用して、トリガによって処理されたすべての OpportunityLineItem に 
// 適切な色を設定する 
for (OpportunityLineItem oli : Trigger.new) 
oli.color__c = entries.get(oli.pricebookEntryId).product2.color__c; 

} 

 

一括トリガ内のクエリ結果とレコードとの相関 
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SOQL クエリを発行して、Trigger.new リストおよび Trigger.old リスト内のレコードの関連デ

ータを取得する必要がある場合は、新しいクエリが、同じ数のレコードを同じ順序で返すとは考え

ない方がよいでしょう。 これらのリストは ID ごとに並べられていますが、外部操作によって、返

されるレコード数が変わる可能性があり、リストの並列処理が危険になる可能性があります。 
 
代わりに、Trigger.newMap および Trigger.oldMap ID 対 SObject マップを使用して、レコード

とクエリ結果を相関させます。 たとえば、サンプルの見積アプリケーションに含まれるこのトリガ

では、Trigger.oldMap を使用して、一意の ID の集合を作成しています

（Trigger.oldMap.keySet()）。 集合はクエリの一部として使用され、トリガが処理する商談に

関連する見積価格のリストを作成します。 クエリから返されるすべての見積について、関連する商

談が Trigger.oldMap から取得され、削除されないようにします。 
 
trigger oppTrigger on Opportunity (before delete) { 
for (Quote__c q : [select opportunity__c from quote__c 

where opportunity__c in :Trigger.oldMap.keySet()]) { 
Trigger.oldMap.get(q.opportunity__c).addError('Cannot delete 

opportunity with a quote'); 
 } 
} 

 

トリガを使用して一意な項目を持つレコードを挿入または更新する 
 
insert イベントまたは upsert イベントによって、レコードが、そのバッチ内の別の新しいレコ

ード内の一意な項目の値と重複する場合、重複レコードに関するエラーメッセージには、 初のレ

コードの ID が示されます。 ただし、リクエストが終了する時点では、エラーメッセージが正しく

ない可能性があります。 
 
トリガがある場合、一括処理内のリトライロジックによって、ロールバック/リトライサイクルが発

生します。 リトライサイクルでは、新しいキーを新しいレコードに割り当てます。 たとえば、一

意な項目に同じ値が設定された 2 つのレコードが挿入され、トリガに対して insert イベントも

定義されている場合、2 番目の重複レコードが失敗して、1 番目のレコードの ID がレポートされ

ます。 しかし、システムが変更をロールバックして 1 番目のレコード自体を再挿入すると、レコ

ードは新しい ID を受け取ります。 つまり、2 番目のレコードによってレポートされたエラーメッ

セージはもはや有効ではありません。 
 
 
トリガの定義 
 
トリガスクリプトは、関連付けられているオブジェクトにメタデータとして格納されます。 
1. 標準オブジェクトに対してトリガを定義するには、[設定] - [カスタマイズ] をクリックし、オブ

ジェクトの名前をクリックし、トリガ をクリックします。 
カスタムオブジェクトに対してトリガを定義するには、[設定] - [開発] - [カスタムオブジェクト] 

をクリックし、オブジェクトの名前をクリックします。 
2. トリガ 関連リストの [新規] をクリックします。 
 

Note: Developer Edition または Sandbox 組織でのみ、アプリケーションを通じて Apex 

コード を追加、編集、または削除できます。 Salesforce 運用組織では、compileAndTest 



 165

API 呼び出しを使用して Apex コード を変更することのみ可能です。 
 
 
3. [内容] ボックスに、トリガの Apex コード を入力します。 1 つのトリガは、32,000 文字以内

で指定します。 
 
トリガを定義するには、次の構文を使用します。 
 
trigger <triggerName> on <ObjectName> (<trigger_events>) { 

<code_block> 
} 

 
<trigger_events> は、次の 1 つ以上のイベントがコンマで区切られたリストです。 

 
• before insert 
• before update 
• before delete 
• after insert 
• after update 
• after delete 
• after undelete 
 

Note: 再帰的な Event オブジェクトの insert、delete、または update によって起動さ

れるトリガは、実行時エラーを引き起こします。 
 
 
4. トリガをコンパイルして有効にする場合は、[Is Active] チェックボックスをオンにします。 ス

クリプトを組織内のメタデータに格納するだけの場合は、このチェックボックスをオフのまま

にします。 
5. [保存] をクリックします。 

 
Note: 下位互換性を実現するために、トリガはコンパイルに使用された API のバージョン

で格納されます。また、トリガが 後にコンパイルされて以来依存しているメタデータに変

更がない限り、トリガは 有効フラグが true に設定された状態で格納されます。 オブジェ

クトやフィールドの説明の編集など、表面的な変更を含めて、トリガ内で使用されているオ

ブジェクト名やフィールドに変更が加えられた場合、Apex コード コンパイラがコードを再

処理するまで、有効フラグは false に設定されます。 トリガが次に実行されるとき、また

はユーザがトリガをメタデータとして再び保存するときに、再コンパイルが行われます。 
 

 
トリガに含まれるコード内で webService キーワードを使用することはできません。 
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トリガとマージ文 
 
マージイベントによって、独自のトリガイベントは発生しません。 代わりに、delete イベントと 

update イベントが次のように発生します。 
• 失効レコードの削除 
単一のマージ操作によって、マージで削除されたすべてのレコードを対象に単一の削除イベントが

発生します。 マージ操作の結果として削除されたレコードを判断するには、Trigger.old 内の 

MasterRecordId フィールドを使用します。 マージ操作で無効となったレコードが削除されると、

その MasterRecordId は獲得レコードの ID に設定されます。 MasterRecordId フィールドは、 
after delete トリガイベントでのみ設定されます。 アプリケーションで、マージの結果として発

生する削除レコードの特別な処理が必要な場合は、after delete トリガイベントを使用する必要

があります。 
• 獲得レコードの更新 
単一のマージ操作では、獲得レコードに対してのみ単一の更新イベントが発生します。 マージ操作

の結果として作成される子レコードによってトリガは起動しません。 
マージが発生する場合のイベントの順序は次のとおりです。 
1. before delete トリガが起動します。 
2. システムは、マージの結果必要なレコードを削除し、新しい親レコードを子レコードに割り当

て、削除されたレコードで MasterRecordId フィールドを設定します。 
3. after delete トリガが起動します。 
4. システムは、マスタレコードで必要な特定の更新を実行します。 通常の更新トリガが適用され

ます。 
 
 
トリガと復元レコード 
 
after undelete トリガイベントは、復元レコード、つまり、削除された後にごみ箱から復元され

たレコードでのみ動作します。 
 
after undelete トリガイベントは、トップレベルオブジェクトでのみ動作します。 たとえば、

Account を削除すると、Opportunity も削除される可能性があります。 ごみ箱から Account を復元

すると、Opportunity も復元されます。 Account と Opportunity の両方に関連付けられた after 
undelete トリガイベントがある場合は、Account after undelete トリガイベントのみ実行しま

す。 
 
after undelete トリガイベントは、次のオブジェクトに対してのみ発生します。 
• Account 
• Asset 
• Campaign 
• Case 
• Contact 
• Contract 
• カスタムオブジェクト 
• Event 
• Lead 
• Opportunity 
• Product 
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• Solution 
• Task 
 

 

トリガと実行の順序 
 
insert、update、または upsert 文でレコードが保存される場合、次の順序でイベントが発生しま

す。 
1. 元のレコードがデータベースから読み込まれます（または insert 文の場合は初期化されます）。 
2. 新しいレコードフィールド値がリクエストから読み込まれ、古い値を上書きします。 
3. すべての before トリガが実行されます。 
4. すべての必須フィールドに null 以外の値が指定されていることを確認したり、ユーザ定義の

入力規則を実行したりするなど、システム検証が行われます。 
5. レコードがデータベースに保存されます。ただし、まだコミットされません。 
6. Apex コードまたはワークフロールールに応じてレコードが再読み込みされます。 
7. すべての after トリガが実行されます。 
8. ワークフロールールが実行されます。 
9. すべての DML 操作がデータベースに対してコミットされます。 
10. 電子メールの送信など、コミット後のロジックが実行されます。 
 
 
トリガを伴わない操作 
 
トリガは、Java アプリケーションサーバーによって開始または処理されるデータ処理言語（DML）

操作に対してのみ起動されます。 そのため、いくつかのシステム一括操作ではトリガが起動されま

せん。 次に例を示します。 
• カスケード削除処理。 delete を開始しなかったレコードは、トリガを評価しない 
• マージ操作の結果として作成される子レコードのカスケード更新 
• キャンペーン状況の一括変更 
• ディビジョンの一括移行 
• 住所の一括更新 
• 承認リクエストの一括移行 
• カスタム項目のデータ型の変更 
• 選択リストの名前変更または置換 
• 価格表の管理 
• ケース状況の一括更新（ケースクローズも含む） 
• リード状況の一括更新 
 

Note: 個人取引先の挿入、更新、および削除は、Contact トリガでなく、Account トリガを

起動します。 
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トリガで更新できない項目 
 
一部の項目値は、before トリガが起動した後に実行されるシステムの保存操作の中で設定されま

す。 そのため、これらのフィールドを before insert トリガまたは before update トリガの中

で変更したり正確に検出したりできません。 次に例を示します。 
• Task.isClosed 
• Opportunity.amount* 
• Opportunity.isWon 
• Opportunity.isClosed 
• Opportunity.forecastCategory 
• Contract.activatedDate 
• Contract.activatedById 
• Case.isClosed 
• Solution.isReviewed 
• Id（すべてのレコード）** 

• createdDate（すべてのレコード）** 

• lastUpdated（すべてのレコード）** 

* Opportunity に lineitem がない場合は、Amount を before トリガで変更できます。 
** Id および createdDate はトリガ内で検出することはできますが、変更することはできません。 
 
トリガ例外 
 
トリガを使用すると、レコードまたはフィールドで addError() メソッドを呼び出すことによって 

DML 操作が発生するのを回避できます。 
 
insert および update トリガ内の Trigger.new レコードと delete トリガ内の Trigger.old 
レコードで使用すると、アプリケーションインターフェースにカスタムエラーメッセージが表示さ

れ、ログに記録されます。 
 

Note: エラーが before トリガに追加される場合、応答時間の遅延はほとんどありません。 
 
 
 
 
処理されるレコードのサブセットは、addError() メソッドでマークできます。 
• Apex コード内の DML 文でトリガが生成される場合、1 つでもエラーが生じると、操作全体が

ロールバックされる。 ただし、ランタイムエンジンは操作内のすべてのレコードをそのまま処

理して、総合的なエラーリストを作成する。 
• Apex API 内の一括 DML 呼び出しでトリガが生成される場合、ランタイムエンジンは不良レコ

ードを除外して、エラーを生じていないレコードの部分的な保存を試みる。 「一括 DML 例外

のハンドリング」（p.75）を参照。 
 
トリガが未処理例外をスローすると、すべてのレコードにエラーがマークされ、それ以上の処理は

実行されません。 
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匿名ブロック 
 
匿名ブロックは、メタデータで格納されず、executeAnonymous() Apex Webサービス API 呼び出

しを使用してコンパイルおよび実行できる Apex コード スクリプトです。 
 
ExecuteAnonymousResult executeAnonymous(String code) 

 
匿名ブロックを使用すると、IDE中のウィンドウなどからApex コード をすばやく評価したり、実行

時に動的に変更するスクリプトを作成したりできます。 たとえば、ユーザから名前や住所などの入

力を受け取り、Apex コード の匿名ブロックを使用してその名前と住所の取引責任者をデータベー

スに挿入するようなクライアント Web アプリケーションを作成できます。 
 
匿名ブロックの内容（executeAnonymous() に渡される code 文字列）には、ユーザ定義のメソッ

ドと例外を含めることができます。 キーワード static または DML 文を含めることはできません。 
匿名ブロックによって行われたデータベース変更を手動でコミットする必要はありません。 Apex 

コード スクリプトが正常終了すると、データベース変更は自動的にコミットされます。 Apex コー

ド スクリプトが正常終了しなかった場合は、データベースへの変更はロールバックされます。 
 
ユーザ定義メソッドは前方宣言を必要とすることなく自身や後方のメソッドを参照できますが、変

数は実際の宣言前に参照することはできません。 次に例を示します。 
 
Integer i = 0; 
 
void myProcedure1() { 

myProcedure2(); 
} 
 
void myProcedure2() { 

i++; 
} 
 
myProcedure1(); 

 
executeAnonymous() から返される結果には、次のものが含まれます。 
• 発生するエラーを含めて、呼び出しのコンパイル段階と実行段階のステータス情報 
• System.debug() メソッド呼び出しの出力を含む、デバッグログの内容（「デバッグログ」

（p.172）を参照） 
• 各呼び出しスタック要素のクラス、メソッド、および行番号を含む、キャッチされなかったス

クリプト実行例外の Apex コード スタックトレース 
 

Note: クラスやトリガとは異なり、匿名ブロックは現在のユーザとして実行されるため、ス

クリプトがユーザのオブジェクトまたはフィールドレベルのアクセス許可に違反する場合

は、コンパイルできません。 
 

 
executeAnonymous() の詳細については、「Apex コードの Web サービス API コール」（p.186）

を参照してください。 
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AJAX での Apex コード の起動 
 
AJAX ツールキットには、匿名ブロックまたは public webService メソッドを通じて Apex コード 

を起動する組み込みのサポートが含まれています。 このためには、AJAX コードに次の行を指定し

ます。 
 
<script src="/soap/ajax/10.0/connection.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="/soap/ajax/10.0/apex.js" type="text/javascript"></script> 

 
Note: AJAX ボタンの場合は、別の形式で指定します。 

 
 

 

Apex コード を起動するには、次の 2 つの方法のいずれかを使用します。 
• sforce.apex.executeAnonymous (<script>) を通じて匿名で実行する。 この方法は、API の

結果型に似た結果を JavaScript 構造体として返す。 
• クラス WSDL を使用する。 たとえば、次の Apex コード があるものとする。 
 

global class myClass { 
webService static Id makeContact(String lastName, Account a) { 

Contact c = new Contact(LastName = lastName, AccountId = a.Id); 
return c.id; 

  } 
} 

 
これは、次の Javascript コードで呼び出せる。 
 

var account = sforce.SObject("Account"); 
var id = sforce.apex.execute("myClass","makeContact", 

{a:"Smith", 
b:account}); 

 
パラメータを指定せずに webService メソッドを呼び出すには、sforce.apex.execute の 3 番目

のパラメータとして {} を使用する。 たとえば、次の Apex コード があるものとする。 
 

global class myClass { 
webService static String getContextUserName() { 

return UserInfo.getFirstName(); 
 } 
} 

 
これを呼び出すには、次の Javascript コードを使用する。 
 

var contextUser = sforce.apex.execute("myClass", "getContextUserName", {}); 
 
どちらの例も、メソッドの戻り型を表すネイティブの JavaScript 値を生じる。 
 
次の行を使用すると、ポップアップウィンドウを表示し、そこにデバッグ情報を表示できます。 
sforce.debug.trace=true; 
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第 8 章 
Apex コード のデバッグ 

 

この章の内容 
• Apex コード API コー

ルのデバッグ 
• デバッグログ 
• テストとコードカバレ

ッジ 
• 捕捉されない例外の処

理 
• 実行ガバナと制限値 

 

Apex コード では、コードのデバッグとテストを行なう各種機能

がサポートされています。 次のような機能があります。 
• Apex コード を呼び出すすべての API コールの詳細なデバ

ッグログ 
• ユニットテストの作成と実行のサポート 
• 捕捉されない例外に関するユーザフレンドリなエラーメッ

セージとスタックトレース 
• 暴走したスクリプトによる共有リソースの独占を防止する

実行ガバナ 
• パフォーマンス情報のプロファイル 
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Apex コード API コールのデバッグ 
 
System.debug() の呼び出しも含め、Apex コード を呼び出すすべての API コールでは、スクリプト

の実行に関する詳細な情報を提供するデバッグ機能がサポートされています。 DebuggingHeader と

いう SOAP 入力ヘッダを使用して、以下の表に示すようにログ記録のレベルを設定できます。 
 
ログレベル 説明 
NONE ログメッセージを含めない。 
DEBUGONLY System.debug() の呼び出しで生成されるログメッセージのみ含める。 
DB System.debug() の呼び出し、およびすべてのデータ操作言語（DML）ステ

ートメントまたはインライン SOQL クエリで生成されるログメッセージ

を含める。 
PROFILE System.debug() の呼び出し、すべての DML ステートメントまたはインラ

イン SOQL クエリ、およびすべてのユーザ定義メソッドの開始と終了で

生成されるログメッセージを含める。 また、デバッグログの末尾に、SOQL 

ステートメント、DML 操作、および Apex コード メソッド呼び出しにつ

いて、もっとも多くのリソースを消費した要求部分に関する全般的なプロ

ファイリング情報を含める。 これらの 3 つのセクションは累計時間の降

順に出力され、もっとも時間のかかったコードの位置およびその実行回数

が示される。 
 
生成されるデバッグログは、対応する出力ヘッダ DebuggingInfo に含まれます。 
 
デバッグログ 
 
デバッグログには、Apex コード ランタイムエンジンからの次の情報が含まれます。 
• 捕捉されない Apex コード 例外のスタックトレース。 
• ステートメントログ。Log Level パラメータで指定した情報が含まれます。 
• 実行ガバナ制限値。使用されたリソース量および割り当てリソースの合計量が含まれます。 割

り当て合計の半分を上回るリソースが使用されると、ログに警告が記録され、制限値に近づい

ていることを知らせる電子メールが担当 Apex コード 開発者に送信されます。 
• 実行終了時にスコープ内にある変数およびそのサイズ。 
• Profile ログレベルを選択している場合、累計プロファイル情報。次の情報が含まれます。 

• もっとも多くのリソースを使用していて、パフォーマンス調整対象の候補となる SOQL 

ステートメント。 

この情報を利用して次の点を検討できます。 問い合わせ条件が絞り込まれているか。 デ

ータモデルの見なおしが必要なリレーションシップがないか。 カスタムインデックスで

クエリを改善できないか。 これらのいずれかに当てはまる場合は、クエリまたはデータ

モデルを修正するか、salesforce.com サポートデスクに、テキスト、数値、日付のカスタ

ムフィールドへのインデックス作成やその他の全般的なクエリ最適化情報について問い

合わせてください。 

• Apex コード メソッド呼び出しの数。 

• 各メソッド呼び出しの処理にかかった合計時間。降順に一覧表示されます。 

もっとも多くリソースを使用する Apex コード メソッド呼び出しのこのリストを利用す

ると、もっとも時間のかかるルーチンを特定できます。 他のルーチンを呼び出す上位レベ
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ルのルーチンでは、そこから呼び出されるルーチンすべての所要時間合計がレポートされ

るので、通常は、実際に時間のかかっている末端レベルの内部ルーチンを特定することを

お勧めします。 内部ルーチンでは、SOQL ステートメントまたは DML ステートメントな

どのデータベース操作を行なうことによって多くのリソースが消費される可能性がありま

す。 

• トリガの開始と終了およびその合計リソース消費量。 
• テストメソッドの開始と終了。 
 

Note： デバッグログのサイズは、プログラムひとつにつき 100 万字までです。 
 
 

 

Apex コード デバッグログの保持と管理を組織の特定のユーザに限定できます。 
 
デバッグログの表示およびデバッグログを保持するユーザの指定を行なうには、[設定] - [監視] - 

[Monitor Apex Logs] をクリックします。 
 
ひとつの組織では最大 20 個のデバッグログを保持できます。 この上限に達すると、もっとも古い

ログが上書きされます。 
 
 
Apex Log 
 
Apex コード デバッグログは、アプリケーション内でナビゲーションバーヘッダの [Apex ログ] を

クリックして表示される [Apex Log] コンソールから表示できます。 [Apex Log] コンソールには、

トリガによって実行された Apex コード スクリプトのデバッグログ、または [Apex Log] コンソー

ルの下部にあるテキスト入力領域に入力したコードのデバッグログが表示されます。 
 

 
 

図 12：Apex Log 
 
[Apex Log] コンソールでは次のオプションを設定できます。 
•  [Wrap] をオンにすると、表示ウィンドウ内のテキストが行を折り返して表示されます。 
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•  [Newest at the top] をオンにすると、最新のデバッグ情報が表示ウィンドウの先頭に表示され

ます。 デフォルトでは末尾に表示されます。 
•  [Clear] をクリックすると、表示ウィンドウ内のテキストがすべて削除されます。 
•  [Close] をクリックすると、[Apex Log] ウィンドウが閉じます。 
 
デバッグログ情報は、[Apex Log] コンソールの上部にある表示ウィンドウに表示されます。 表示ウ

ィンドウの下にはテキスト入力ボックスがあり、ここに匿名ステートメントを入力して [Execute] 

をクリックすることができます。 
 
このテキスト入力ボックスに入力した Apex コード は、ExecuteAnonymous を使用して実行した

ときのように実行されます。 ただし、データベースへの変更はコミットされません。 
 
[Apex Log] コンソールを使用してテストするコードにキーワード static は使用できません。 また、

DML ステートメント（insert や delete など）を含めることはできますが、これらの操作は実際に

は実行されません。 
 
詳細については、「匿名ブロック」（p.169）を参照してください。 
 

Note： 現時点では、次の操作から呼び出されるトリガのデバッグログは利用できませ

ん。 
 

• インポート操作 
• Outlook Edition、Lotus Notes Edition、または Office Edition における操作 
• Data Loader における操作 

 
トリガをデバッグするには、使用している開発環境から実行してください。 

 

テストとコードカバレッジ 
 
堅牢でエラーのないコードを開発するために、Apex コード では「ユニットテスト」の作成と実行

がサポートされています。 ユニットテストは、特定のコードブロックが正しく動作しているかどう

かを検証するクラスメソッドです。 ユニットテストのメソッドに引数は使用せず、このメソッドで

はデータベースにデータはコミットされず、このメソッドの定義にはキーワード testMethod を指

定します。 
 
たとえば、次のように定義します。 
public class myClass { 

static testMethod void myTest() { 
<code_block> 

} 
} 

 
ユニットテストを効果的にするには、ユニットテストで次のことを行ないます。 
 
• 可能なかぎり多くのコード行をカバーし、条件ロジック（三項演算子も含む）が使用されてい

る場合は、各分岐のコードロジックを実行する 
• 例外をスローすることなく正常に完了する（ただし、発生が想定されているエラーを try…catch 
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ブロックで処理している場合は除く） 
• System.assert() メソッドを数多く使用してコードが正しく動作することを確認する 
• 一括トリガ機能を実施する 
 
ガバナ制限値をテストする場合は、testMethod でシステム静的メソッド startTest および stopTest 

を使用します。 
 
startTest メソッドは、テストコード内で実際にテストを開始する時点を指定します。 このメソッ

ドは、ひとつの testMethod で 1 回のみ呼び出すことができます。 このメソッドより前のコード

はすべて、変数の初期化、データ構造の入力など、テストの実行に必要な準備に使用します。 この

メソッドを呼び出したあとは、その次の有効なステートメントによって、それ以降のテストにどの

ガバナ制限値が使用されるかが決まります。 たとえば、次の有効なステートメントが DML ステー

トメント（INSERT、DELETE など）の場合、そのステートメントのバッチサイズによってテストの

制限値が決まります。 または、次の有効なステートメントが webService メソッドの場合は、その

テストには webService の制限値が使用されます。 
 
stopTest メソッドは、テストコード内でテストが終了する時点を指定します。 このメソッドは 

startTest メソッドと対で使用します。 このメソッドは、ひとつの testMethod で 1 回のみ呼び出

すことができます。 このメソッドを呼び出したあとは、それ以降のアサーションはすべて元のコン

テキストで行なわれます。 
次のテストメソッドは、「Apex コードアプリケーションのサンプルと解説」（p.20）で使用した見

積もりアプリケーションサンプル用に記述したものです。 
 
static testMethod void testQuoteApp() { 

// まず、サンプルアプリケーションで、OpportunityLineItems をテストするのに 
// 必要なレコード Pricebook2、Product2、PricebookEntry を作成する。 
// 最初に標準価格の商品を作成する 
Product2 p = new product2(name='x', color__c='c'); 
insert p; 
Pricebook2 stdPb = [select Id from Pricebook2 where isStandard=true limit 1]; 
insert new PricebookEntry(pricebook2id = stdPb.id, product2id = p.id, 

unitprice=1.0, isActive=true); 
// 次に、この商品の項目を含む新しい価格表を作成する 
Pricebook2 pb = new pricebook2(name='test'); 
insert pb; 
PricebookEntry pbe = new PricebookEntry(pricebook2id=pb.id, product2id=p.id, 

unitprice=1.0, isActive=true); 
insert pbe; 
// サンプルアプリケーションで 1 番目の例をテストするため、 
// テストメソッドで価格表の項目を使用して商談品目を作成し、 
// 次にレコード挿入後に商品から Color フィールドが正しくコピーされたことを 
// 確認する 
Opportunity o = new Opportunity(name='test', pricebook2id=pb.id, 

stageName='Open', 
CloseDate=Date.newInstance(2006,10,10)); 

insert o; 
OpportunityLineItem oli = new OpportunityLineItem(opportunityid=o.id, 

pricebookentryid=pbe.id, unitprice=1.5, 
quantity=2); 

insert oli; 
System.assertEquals('c', [select color__c from opportunitylineitem 

where id = :oli.id].color__c); 
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// サンプルアプリケーションで 5 番目の例をテストするため、テストメソッドで 
// 主見積もりを作成し、Primary フィールドが非選択でないことを確認する。 
// コードでテスト用の try...catch を使用して、エラーメッセージが 
// 正しいことを確認する 
Quote__c q = new Quote__c(opportunity__c = o.id, primary__c = true); 
insert q; 
//主見積もりでないものとマークできない場合 
q.primary__c = false; 
try { 

update q; 
} catch (System.DmlException e) { 

System.assert(e.getMessage().contains('first error: 
FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION, 
Primary quote cannot be marked non-primary: [Primary__c]'), 
e.getMessage()); 

System.assertEquals('Primary quote cannot be marked non-primary', 
e.getDmlMessage(0)); 

System.assertEquals('Primary__c', e.getDmlFields(0)[0]); 
} 
// サンプルアプリケーションで 2 番目と 3 番目の例をテストするため、 
// 挿入された見積もりに商談商品から正しい見積もりデータ行がコピーされ、 
// 見積もりの合計値が正しく計算されていることをテストメソッドで 
// 確認する 
System.assertEquals(1, [select count() from quoteline__c 

where quote__c = :q.id]); 
// Total on the quote should be correct 
System.assertEquals(3.0, [select total__c from quote__c 

where id = :q.id].total__c); 
// サンプルアプリケーションで 4 番目の例をテストするため、 
// 主見積もりの場合は商談も見積もりも削除できないことを、 
// テストメソッドで確認する 
try { 
delete o; 
System.assert(false); 

} catch (System.DmlException e) { 
System.assert(e.getDmlMessage(0).indexOf('Cannot delete 

opportunity with a quote') > -1); 
   } 
try { 

delete q; 
System.assert(false); 

} catch (System.DmlException e) { 
System.assert(e.getDmlMessage(0).indexOf('Primary 

quote cannot be deleted') > -1); 
} 
// 今度はテストメソッドで 2 番目の見積もりを作成し、これを主見積もりにして 
// 1 番目の見積もりが主見積もりではなくなっていることを確認する 
Quote__c q2 = new Quote__c(opportunity__c = o.id, primary__c = true); 
insert q2; 
System.assert(![select primary__c from quote__c 

where id = :q.id].primary__c); 
// 最後に、テストメソッドで見積もり品目に対する DML 操作を実行し、 
// 見積もり品目の値が関連する値の変更に応じて正しく再計算されることを 
// 確認する 
QuoteLine__c qLine = new QuoteLine__c(quote__c = q.id, product__c = p.id, 

unitprice__c = 2.0, quantity__c = 2); 
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insert qLine; 
System.assertEquals(7.0, [select total__c from quote__c 

where id = :q.id].total__c); 
qLine.unitprice__c = 3.0; 
update qLine; 
System.assertEquals(9.0, [select total__c from quote__c 

where id = :q.id].total__c); 
delete qLine; 
System.assertEquals(3.0, [select total__c from quote__c 

where id = :q.id].total__c); 
// 一括品目操作をテストする 
insert new QuoteLine__C[]{qLine1, qLine1.clone()}; 
System.assertEquals(11.0, [select total__c from quote__c 

where id = :q.id].total__c); 
// 商品のマスタカラーの更新、次に見積もりのカラーの更新が正しく動作することを 
// テストする 
p.color__c = 'c2'; 
update p; 
updateColors(q.id); 
for (QuoteLine__c line : [select color__c from quoteLine__c 

where quote__c = :q.id]) { 
System.assertEquals('c2', line.color__c); 

} 
} 

 

ユニットテストメソッドの実行 
 
一連の Apex コード ユニットテストを実行するには、Eclipse と Apex コード プラグイン

（https://wiki.apexdevnet.com/index.php/Apex_Toolkit_for_Eclipse を参照）などの IDE を使用するか、

次のように ApexWeb Services API の runTests() コールを使用します。 
 
RunTestsResult[] runTests(RunTestsRequest ri) 

 
このコールを使用すると、RunTestsRequest オブジェクトの指定に応じて、すべてのクラスのすべ

てのテスト、特定の名前空間のすべてのテスト、または特定の名前空間のクラスのサブセットのす

べてのテストを実行できます。 実行したテストの総数、コードカバレッジ統計情報（後述）、およ

び失敗した各テストのエラー情報が返されます。 
 
Salesforce 運用組織の管理者は、アプリケーションを使用する Apex コード を変更することはでき

ませんが、それでも、既存のフィールドに固有の制約を追加するなどの変更を行なったあとは、

runTests を使用して既存のユニットテストが最後まで実行されることを確認することが重要です。 
Salesforce 運用組織で Apex コード を変更するには、API コール compileAndTest を使用する必要

があります。 詳細については、「Apex コード の配備」を参照してください。 
 
詳細については、https://<your_salesforce_server>/services/wsdl/apex にある WSDL を参照してくだ

さい。<your_salesforce_server> は、na1.salesforce.com など、組織が配置されているサーバと同じで

す。 
 
コードカバレッジ統計情報 
 
ユニットテストの実行時に、Apex コード ではユニットテストで実行されるコード行（テスト自体
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は含まれません）が自動的に追跡されます。 API コール runTests() が終了すると、実行対象だっ

たコードの合計行数と、実行されなかったコードの行数および行と桁の位置の両方がその結果に含

まれます。 これによって、開発者は特定のクラスまたはトリガについて、そのテストでカバーされ

た割合を確認できます 
 

Note： 条件演算子および三項演算子は、真偽両方の分岐が実行されないかぎり、実行

されたものとみなされません。 
 
 
 

捕捉されない例外の処理 
 
Apex コード スクリプトにバグがあるか、スクリプトレベルの例外が捕捉されないと、次の状態が

発生します。 
• 単純なアプリケーションインターフェースでエンドユーザに問題の発生が示される。 このエラ

ーメッセージには Apex コード スタックトレースが含まれる。 
• コードを記述した開発者に、Apex コード スタックトレースおよび顧客の組織とユーザの ID 

が記載された電子メールによってエラーが通知される。 このレポートでは、それ以外の顧客デ

ータは通知されない。 
 
実行ガバナと制限値 
 
Apex コード はマルチテナント環境で実行されるので、共有リソースが暴走したスクリプトで独占

されないようにするために、各種制限値が Apex コード ランタイムエンジンによって厳密に課され

ています。 このような制限をガバナといい、次の表に示す統計情報が追跡され適用されます。 ス
クリプトが制限値を超えると、処理のできないランタイム例外が、関連するガバナによって発行さ

れます。 
 
表 31：Apex コード スクリプト実行制限値 
制限値 トリガ 匿名ブロックま

たは WSDL メソ

ッド 

RunTests††† 

実行される SOQL クエリの総数* 20 1000 100 
SOQL クエリで取得されるレコード

の総数 

1000 10000 100 

実行される DML ステートメント

（insert、update、upsert、merge、delete）

の総数 

20 100 20 

DML ステートメントの結果として処

理されるレコードの総数 

100 10000 100 

実行されるスクリプトステートメン

トの総数*** 

10000†††† 10000† 10000† 

合計ヒープサイズ 100000 バイト† 1000000 バイト† 500000 バイト† 
insert、update、または delete ステー

トメントによる別のトリガの発生を

100 100 100 
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ともなわない Apex コード 呼び出し

のスタックの深さの合計†† 

insert、update、または delete ステー

トメントによる再帰的なトリガの発

生をともなう Apex コード 呼び出し

のスタックの深さの合計†† 

16 16 16 

1 文字列内の総文字数 32000 32000 32000 
For ループ配列バッチサイズ** 適用外 200 適用外 
1 配列内の総要素数 1000† 1000† 1000† 
1 Set 内の総要素数 1000† 1000† 1000† 
1 Map 内の総要素数 1000† 1000† 1000† 
* SOQL クエリに親子関係のサブクエリがある場合、ひとつの親子関係ごとにクエリ数がひとつ追

加されます。 このようなクエリの数は、最上位のクエリの数の最大 3 倍までに制限されます。 こ
のような関係のクエリの行数も、スクリプト実行全体の行数に含められます。 
** 詳細については、「SOQL For ループ」（p.65）を参照してください。 
*** この統計情報は、無限スクリプトループを防止するために追跡されます。 
 
† これらの制限値は、トリガバッチサイズに応じて次のように変化します。 
• レコード数が 1 ～ 40 の場合、通常の制限値が適用される 
• レコード数が 41 ～ 80 の場合、通常の 2 倍の制限値が適用される 
• レコード数が 81 ～ 120 の場合、通常の 3 倍の制限値が適用される 
• レコード数が 121 ～ 160 の場合、通常の 4 倍の制限値が適用される 
• レコード数が 161 以上の場合、通常の 5 倍の制限値が適用される 
 
†† insert、update、または delete ステートメントによるトリガの発生をともなわない再帰的 Apex 

コード はひとつの呼び出しとされ、ひとつのスタックに記録されます。 逆に、トリガの発生をと

もなう再帰的 Apex コード では、そのトリガは発生元のコード呼び出しとは別の新しい Apex コー

ド 呼び出しで発生することになります。 新しい Apex コード 呼び出しを発生させることは ひと

つの呼び出しの内部のみで行なわれる再帰呼び出しより多くのリソースを消費するので、このよう

な再帰呼び出しのスタックの深さは制限が厳しくなっています。 
 
††† RunTests の制限は、testMethod ごとに個別に適用されます。 
 
†††† トリガコンテキストは、10,000 ステートメントおよび最上位の呼び出し内のレコード数

の 200 倍です。 たとえば、200 件のレコードを処理する DML ステートメントの実行数の上限は、

10,000 + 200*200 で 50,000 になります。 Web Service 呼び出しの場合の上限は 200,000 ステート

メントです。 
 
コードの実行中にスクリプト実行制限値を調べるには、各種 Limits メソッドを使用します。 たと

えば、プログラムですでに呼び出された DML ステートメントの数を調べるには getDMLStatements 

メソッドを使用するのに対し、当該コンテキスト内で実行可能な DML ステートメントの総数を調

べるには getLimitDMLStatements メソッドを使用します。 
 
詳細については、「Limits のメソッド」（p.92）を参照してください。 
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電子メールによるガバナ制限警告 
 
ユーザが実行した Apex コード スクリプトがいずれかのガバナ制限の 50% を超えた場合、そのユ

ーザは電子メールで警告と詳細な情報を受け取ることができます。 電子メールによる警告を有効に

するには次の操作を行います。 
1. 管理者ユーザとして Salesforce にログインします。 
2. [設定] - [ユーザの管理] - [ユーザ] をクリックします。 
3. 電子メールで警告を受け取るユーザの名前の横にある [編集] をクリックします。 
4. [Apex 警告電子メールの送信] オプションをオンにします。 
5. [保存] をクリックします。 
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第 9 章 
Apex コード の配備 

 

この章の内容 
• 配備とは 
• Salesforce Ant Tool の

使用 
• 他の方法による配備 

 
Apex コード を Developer Edition またはsandbox 組織で作成

し、コードの 75% 以上を単体テストで網羅したことを確認した

ら、Unlimited Edition の運用組織にコードを配備できます。 こ
の章では、コードの配備方法を 2 つ解説します。 



 182

配備とは 
 
Apex コード を実行できる組織には、次の 3 種類があります。 
• 開発組織：Developer Edition アカウントで作成した組織。 

• 運用組織：実際にデータにアクセスするユーザがいる組織。 
• sandbox 組織：運用組織をコピーすることで運用組織上に作られた組織。 
 
Apex コード の開発に Salesforce の運用組織を使用するのは避けてください。 実ユーザがシステ

ムにアクセスするのと平行して開発を進めると、データの安定性が損なわれたり、アプリケーショ

ンが損傷するおそれがあります。 開発作業はすべて Developer Edition 組織で行うことをお勧めし

ます。 
 
 
Salesforce Ant Tool の使用 
 
Apex Code Tools をダウンロードすると、Apex コード を Developer Edition またはsandbox 組織

から Salesforce 運用組織に配備するためのスクリプトを、Apache の Ant ビルド ツールで作成で

きます。 
 
Apex Code Tools を使用するには、次の操作を行います。 
1. http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp に移動し、Java JDK バージョン 6.1 以降を配

備用マシンにインストールします。 
2. http://ant.apache.org/ に移動し、Apache Ant バージョン 1.6 以降を配備用マシンにインスト

ールします。 
3. Ant インストール ガイド（http://ant.apache.org/manual/install.html）の記述どおりに環境変数

を設定します（ANT_HOME、JAVA_HOME、PATH など）。 
4. JDK と Ant が正しくインストールされたかどうかを確認するために、コマンド プロンプトを

開き、「ant –version」と入力します。 次のように出力されたら成功です。 
 

Apache Ant version 1.7.0 compiled on December 13 2006 
 
5. 配備用マシンで Salesforce にログインします。 [設定] - [開発] - [Tools] の順にクリックし、

[Download the Apex Code Tools] をクリックします。 
6. ダウンロードしたファイルを任意のディレクトリに解凍します。 Zip ファイルの中身は次のと

おりです。 
• ツールの使用方法が説明された Readme.html ファイル。 
• Ant のタスクが格納された ant-salesforce.jar ファイル。 
• サンプル フォルダ。中身は次のとおりです。 

•  compileAndTest.apex が置かれている Classes フォルダ。 
•  phoneSetter.trg が置かれている Triggers フォルダ。 
•  サンプルの build.properties ファイル。これを修正して Ant のタスクを実行します。 
•  サンプルの build.xml ファイル。compileAndTest API 呼び出しを実行します。 

7. 解凍後のファイルから、ant-salesforce.jar ファイルを Ant の lib ディレクトリにコピーし

ます。 Ant の lib ディレクトリは Ant のインストール先のルート フォルダにあります。 
8. 解凍後のファイルから、サンプル ディレクトリを開きます。 
9. build.properties ファイルを次のように編集します。 
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a. Salesforce 運用組織のユーザ名とパスワードを sf.user フィールドと sf.password フィール

ドにそれぞれ入力します。 
 

Note: 指定するユーザ名は、Apex コード を編集できる権限を持っている必要があり

ます。 
 
 
b. 配備先がsandbox 組織の場合は、sf.serverurl フィールドを

「https://test.salesforce.com」に変えます。 
10. サンプル ディレクトリでコマンド ウィンドウを開きます。 
11. 「ant deploy」と入力します。 Apex Code Tools に同梱のサンプル クラスと Account トリ

ガを使用して、compileAndTest API 呼び出しが実行されます。 
 
ant deploy では、build.xml ファイルに指定された Ant のターゲット deploy が呼び出されま

す。 
 
<target name="deploy"> 

<sf:compileAndTest 
username="${sf.username}" 
password="${sf.password}" 
server="${sf.serverurl}" 
apiversion="10.0" 
baseDir="."> 
<runTests> 

<class>compileAndTest</class> 
</runTests> 

</sf:compileAndTest> 
</target> 

 
compileAndTest の詳細については、「compileAndTest」（p.184）を参照してください。 
 
12. ant deploy を実行する中で追加されたテスト クラスとトリガを削除するには、コマンド ウ

ィンドウで「ant delete」と入力します。 
 
ant delete では、build.xml ファイルに指定された Ant のターゲット delete が呼び出されま

す。 
 
<target name="delete"> 

<sf:compileAndTest 
username="${sf.username}" 
password="${sf.password}" 
server="${sf.serverurl}" 
apiversion="10.0"> 

<deleteClass>compileAndTest</deleteClass> 
<deleteTrigger>phoneSetter</deleteTrigger> 

</sf:compileAndTest> 
</target> 

 
compileAndTest の詳細については、「compileAndTest」（p.184）を参照してください。 
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compileAndTest について 
 
compileAndTest の呼び出しが成功するのは、以下がすべて満たされている場合に限られます。 
• 単体テストのカバー率が 75% 以上あり、それらのテストがすべて正常終了していること。 

運用組織に配備する際、組織に含まれているすべての単体テストが実行される点に注意。 
• すべてのトリガがテストでカバーされていること。 
• すべてのクラスとトリガが正常にコンパイルされること。 
 
Salesforce Ant Tool で compileAndTest API 呼び出しを使用するときには、次のようなプロパテ

ィがあります。 
 

username 
Salesforce 運用組織にログインするためのユーザ名です。 

password 
Salesforce 運用組織へのログインで使用するパスワードです。 

server 
ログインする Salesforce サーバーの URL です。 値を指定しない場合のデフォルトは 
www.salesforce.com です。 

apiversion 
使用する API のバージョンです。 値を指定しない場合のデフォルトは 10 です。 

basedir 
配備する Apex コード のクラスとトリガが格納されているローカル ディレクトリです。 
• Apex コード のクラス ファイルは、classes という名前のサブディレクトリに配置

し、拡張子が cls または apex である必要があります。 たとえば、testClass.cls 
やgrillIron.apex のような名前です。 

• Apex コード のトリガ ファイルは、triggers という名前のサブディレクトリに配置

し、拡張子が trg である必要があります。 たとえば、AccountNew.trg や 
DeleteLead.trg のような名前です。 

checkOnly 
ターゲットの環境にクラスやトリガを配備するかどうかを指定します。 このプロパティは 
Boolean 値で指定します。ターゲットの編成にクラスとトリガを保存しない場合は true、
その他の場合は false です。 値を指定しない場合のデフォルトは false です。 

deleteClass 
削除するクラスの名前です。 このプロパティは複数回指定できます。 

deleteTrigger 
削除するトリガの名前です。 このプロパティは複数回指定できます。 

runTests 
実行する単体テストが含まれているクラスの名前です。 
 

Note: このパラメータは、Salesforce 運用組織への配備時には無視されます。 編成全体

の単体テストがすべて実行されます。 
 
 
runTests について 
 
compileAndTest と Salesforce Ant Tool の使用に加えて、runTests API 呼び出しも使用できます。 
この呼び出しには以下のプロパティがあります。 

 
class 
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単体テストが含まれているクラスの名前です。 このプロパティは複数回指定できます。 
 

alltests 
すべてのテストを実行するかどうかを指定します。 このプロパティには Boolean 値を指

定します。すべてのテストを実行する場合は true、それ以外の場合は false です。 
namespace 

テストする対象の名前空間です。 名前空間を指定した場合、その名前空間のすべてのテス

トが実行されます。 
 
 
他の方法による配備 
 
Salesforce Ant ツールを使用せずに Apex コード を配備したい場合には、compileAndTest また

は以下の API 呼び出しを使用して、開発組織またはsandbox 組織に Apex コード を配備できます。 
• compileClasses 
• compileTriggers 
 
これらの呼び出しではいずれも、クラスまたはトリガが記述されている Apex コード スクリプト

と、設定する必要がある項目の値を指定します。 
 
これらの呼び出しを利用したサンプルの実装には、Apex Toolkit for Eclipse があります。 この 
Eclipse プラグインでは、Apex コード のクラスとトリガを運用組織に配備することもできます。 
詳細については、「Apex コードの作成」（p.9）を参照してください。 
 

Note: Apex Toolkit for Eclipse は salesforce.com がサポートしていないツールです。 
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付録 A 
Apex コードの Web サービス API コール 

 
この付録では、デフォルトで使用できる Apex コード の Web サービス API コールについて詳し

く説明します。 
 

Note： Apex コード クラスのメソッドは、カスタム ApexWeb サービス API コールとして

表示することもできます。カスタム ApexWeb サービス API コールとして表示するには、

webService キーワードを使用します。 詳細については、「WebService メソッド」（p.147）

を参照してください。 
 
 
Web サービス API コールを使用して保存された Apex コード は、API 要求のエンドポイントと同

じバージョンの API を使用します。 たとえば、API バージョン 10.0 を使用する必要がある場合

は、エンドポイント 10.0 を使用します。 
 
https://www.salesforce.com/services/Soap/c/10.0 

 
 
既存の Apex コード IDE を拡張または実装する際に使用できるコールなど、他の全 Web サービス 

API コールについては、salesforce.com の担当者にお問い合わせください。 
 
compileAndTest 

 
1 回のコールで Apex コード をコンパイルし、テストします。 
 

構文 

 
CompileAndTestResult[] = sfdc.compileAndTest(CompileAndTestRequest request); 

 

使用法 

 

このコールを使用して、1 回のコールで指定する Apex コード をコンパイルし、テストします。 
Developer Editionでもsandbox 組織でもない運用組織は、compileClasses や compileTriggers の代わり

にこのコールを使用しなければなりません。 
 
このコールは、SessionHeader をサポートします。 API の SOAP ヘッダーの詳細については、

Salesforce オンラインヘルプの「Apex Web Services API Developer's Guide」を参照してください。 
 
指定したすべてのテストに合格する必要があります。不合格のテストがある場合は、データベース

にデータが保存されません。 このコールが運用組織から呼び出された場合は、

CompileAndTestRequest の RunTestsRequest が無視され、その組織で定義されているすべてのユニ

ットテストが実行されます。これらのテストすべてに合格しなければなりません。 
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サンプルコード – Java 

 

次の例は、checkOnly を True に設定しているため、このクラスのコンパイルとテストは行われます

が、クラスはデータベースに保存されません。 
 
CompileAndTestRequest request; 

CompileAndTestResult result; 
ApexClass[] clsList; 
ApexTrigger[] trigList; 
String triggerBody = "trigger t1 on Account (before insert){ " + 

" for(Account a:Trigger.new){ " + 
" a.description = 't1_UPDATE';}" + 
"}"; 

String classToTestTriggerBody = "public class TestT1{" + 
" public static testmethod void test1(){" + 
" Account a = new Account(name='TEST');" + 
" insert(a);" + 
" a = [select id,description from Account where id=:a.id];" + 
" System.assert(a.description.contains('t1_UPDATE'));" + 
" }" + 
"}"; 

String classBody = "public class c1{" + 
" public static String s ='HELLO';" + 
" public static testmethod void test1(){" + 
" System.assert(s=='HELLO');" + 
" }" + 
"}"; 

// TEST - すべてのテスト要件を満たすクラスを 1 つだけコンパイルしてチェックする 
request = new CompileAndTestRequest(); 
request.setClasses(new String[] { classBody, classToTestTriggerBody }); 
request.setTriggers(new String[] { triggerBody }); 
request.setCheckOnly(true); 
 
result = makeApexClientStub().compileAndTest(request); 
clsList = getListOfAllClasses(); 
trigList = getListOfAllTriggers(); 
assert(result.isSuccess()); 

 

引数 

名前 型  説明 
request CompileAndTestRequest Apex コード を含む要求、およびこの要求に対して設定する必

要がある項目の値を含む要求。 
 
応答 

CompileAndTestResult 

 

CompileAndTestRequest 

 
このオブジェクトは compileAndTest コールに含まれる要求で、コンパイル対象の Apex コード に

関する情報を持ちます。 
 
CompileAndTestRequest オブジェクトのプロパティを次に示します。 
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名前 型 説明 
checkOnly ブール型 checkOnly が True の場合、送信された Apex コード クラス

およびトリガは、コードが正しくコンパイルされたかどう

か、またユニットテストがパスしたかどうかにかかわらず、

組織には保存されません。 
classes 文字列型 コンパイルするクラスの内容。 
deleteClasses 文字列型 削除するクラスの名前。 
deleteTriggers 文字列型 削除するトリガの名前。 
runTestsRequest RunTestsRequest テスト対象となる Apex コード に関する情報を指定。 この

要求が運用組織に送信された場合、このプロパティは無視さ

れ、すべてのユニットテストが組織全体に対して実行されま

す。 
triggers 文字列型 コンパイルするトリガの内容。 
 
このオブジェトについては、以下の点に注意してください。 
• このオブジェトには、RunTestsRequest プロパティが含まれる。 要求が運用組織で実行される

場合、プロパティは無視されすべてのテストが実行される。 
• コンパイル、削除、テスト中にエラーが発生した場合、または 75% のコードカバレッジ目標を

達成できない場合は、クラスもトリガも組織には保存されない。 これは、AppExchange パッケ

ージのテスティングの要件と同じ。 
• すべてのトリガにコードカバレッジが必要。 トリガにコードカバレッジがない場合、クラスも

トリガも組織には保存されない。 
 
CompileAndTestResult 

 
compileAndTest コールは、コールが成功したどうかを含め、指定した Apex コード のコンパイル

およびユニットテストの実行に関する情報を返します。 
 
CompileAndTestResult オブジェクトのプロパティを次に示します。 
 
名前 型 説明 
classes CompileClassResult クラスがコンパイルされていた場合の、compileAndTest 

コールの成功または失敗に関する情報。 
deleteClasses DeleteApexResult クラスが削除されていた場合の、compileAndTest コール

の成功または失敗に関する情報。 
deleteTriggers DeleteApexResult トリガが削除されていた場合の、compileAndTest コール

の成功または失敗に関する情報。 
runTestsResult RunTestsResult Apex コード ユニットテストの成功または失敗に関す

る情報（任意のアイテムが指定されている場合）。 
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success ブール型 True の場合は、指定したすべてのクラス、トリガ、およ

びユニットテストが正しく実行されたことを示します。

失敗したクラス、トリガ、またはユニットテストがある

と False になり、以下に示す結果オブジェクトのうち対

応するオブジェクトに、詳細が報告されます。 
• CompileClassResult 
• CompileTriggerResult 
• DeleteApexResult 
• RunTestsResult 

triggers CompileTriggerResult トリガがコンパイルされていた場合の、compileAndTest 

コールの成功または失敗に関する情報。 
 
CompileClassResult 

 
compileAndTest コールまたは compileClasses コールの一部として返されるオブジェクトで、 指定

した Apex コード のコンパイルおよび実行が成功したかどうかを示す情報が含まれます。 
 
CompileClassResult オブジェクトのプロパティを次に示します。 
名前 型 説明 
bodyCrc 整数型 クラスファイルのCRC（巡回冗長検査）。 
column 整数型 エラーが発生した場合、そのエラーの発生場所を示す列番号。 
id ID コンパイルされたクラスごとに作成され、 組織内で重複しません。 
line 文字列型 エラーが発生した場合、そのエラーの発生場所を示す行番号。 
problem 文字列型 エラーの説明（エラーが発生した場合）。 
success ブール型 True の場合、クラスが正しくコンパイルされたことを示します。 False 

の場合は、このオブジェクトの他のプロパティで問題が指定されていま

す。 
 
 
CompileTriggerResult 

 
compileAndTest コールまたは compileTriggers コールの一部として返されるオブジェクトで、 指定

した Apex コード のコンパイルおよび実行が成功したかどうかを示す情報が含まれます。 
 
CompileTriggerResult オブジェクトのプロパティを次に示します。 
 
名前 型 説明 
bodyCrc 整数型 トリガファイルのCRC（巡回冗長検査）。 
column 整数型 エラーが発生した場合、そのエラーの発生場所を示す列。 
id ID コンパイルされたトリガごとに作成され、 組織内で重複しません。 
line 整数型 エラーが発生した場合、そのエラーの発生場所を示す行番号。 
problem 文字列型 エラーの説明（エラーが発生した場合）。 
success ブール型 True の場合、指定したすべてのトリガが正しくコンパイルおよび実行さ

れたことを示します。 トリガのコンパイルまたは実行に失敗すると、

この値は False になります。 
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DeleteApexResult 

 
compileAndTest コールがクラスまたはトリガの削除情報を返すときに、このオブジェクトが返され

ます。 
 
DeleteApexResult オブジェクトのプロパティを次に示します。 
 
名前 型 説明 
id ID 削除されたトリガまたはクラスの ID。 組織内で重複しません。 
problem 文字列型 エラーの説明（エラーが発生した場合）。 
success ブール型 True の場合は、指定したすべてのクラスまたはトリガが正しく実行されたこ

とを示します。 削除されていないクラスまたはトリガがあると、この値

は False になります。 
 
compileClasses 

 
Developer Edition またはsandbox 組織で Apex コード をコンパイルします。 
 
構文 
CompileClassResult[] = sfdc.compileClasses(string request); 

 

使用法 

 

このコールを使用して、Developer Edition またはsandbox 組織で Apex コード をコンパイルします。 
運用組織は、compileAndTest を使用する必要があります。 
 
このコールは、SessionHeader をサポートします。 API の SOAP ヘッダーの詳細については、

Salesforce オンラインヘルプの「Apex Web Services API Developer's Guide」を参照してください。 
 
サンプルコード – Java 

 
サンプルはありません。 

 

引数 

名前 型 説明 
scripts 文字列型 Apex コード クラスを含む要求、およびこの要求に対して設定する必要があ

る項目の値を含む要求。 
 
応答 

CompileClassResult 
 
compileTriggers 

 
Developer Edition またはsandbox の組織で Apex コード トリガをコンパイルします。 
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構文 

 
CompileTriggerResult[] = sfdc.compileTriggers(string request); 

 

使用法 

 

このコールを使用して、Developer Edition またはsandbox 組織で、指定した Apex コード トリガを

コンパイルします。 運用組織は、compileAndTest を使用する必要があります。 
 
このコールは、SessionHeader をサポートします。 API の SOAP ヘッダーの詳細については、

Salesforce オンラインヘルプの「Apex Web Services API Developer's Guide」を参照してください。 
 
引数 

名前 型 説明 
scripts 文字列型 Apex コード トリガを含む要求、およびこの要求に対して設定する必要がある

項目の値を含む要求。 
 
応答 

CompileTriggerResult 
 
executeanonymous 

 
Apex コード ブロックを実行します。 
 

構文 
ExecuteAnonymousResult[] = sfdc.executeanonymous(string apexcode); 

 

使用法 

 

このコールを使用して、Apex コード の匿名ブロックを実行します。 このコールは、AJAX から実

行できます。 
 
このコールは、164 ページの DebuggingHeader および SessionHeader をサポートしています。 
SessionHeader の詳細については、Salesforce オンラインヘルプの「Apex Web Services API 

Developer's Guide」を参照してください。 
 
引数 

名前 型 説明 
Apex コード 文字列型 Apex コード のブロック 
 
応答 

ExecuteAnonymousResult[] 

 

ExecuteAnonymousResult 
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executeanonymous コールは、コードのコンパイルおよび実行が成功したかどうかに関する情報を返

します。 
 
ExecuteAnonymousResult オブジェクトのプロパティを次に示します。 
 
名前 型 説明 
column 整数型 compiled が False の場合、この項目の値はコンパイルが失敗し

たポイントの列番号になります。 
compileProblem 文字列型 compiled が False の場合、この項目には、コンパイルを失敗さ

せた問題の説明が入ります。 
compiled ブール型 True の場合は、コードが正しくコンパイルされたことを示し

ます。 False の場合、column、line、compileProblem の 3 つ

の項目が null 以外の値になります。 
exceptionMessage 文字列型 success が False の場合、この項目には失敗の例外メッセージ

が入ります。 
exceptionStackTrace 文字列型 success が False の場合、この項目には失敗の例外メッセージ

が入ります。 
line 整数型 compiled が False の場合、この項目の値はコンパイルが失敗し

たポイントの行番号になります。 
success ブール型 True の場合は、コードが正しく実行されたことを示します。 

False の場合、exceptionMessage と exceptionStackTrace の値

が null 以外になります。 
 
runTests 

 
Apex コード ユニットテストを実行します。 
 
構文 

 
RunTestsResult[] = sfdc.compileAndTest(RunTestsRequest request); 

 

使用法 

 

堅牢でエラーのないコード開発を容易にするために、Apex Code では、"ユニットテスト" を作成お

よび実行できます。 ユニットテストは、コードの特定の部分が正しく動作しているかどうかを検証

するクラスメソッドです。 ユニットテストメソッドは引数をとらず、データをデータベースにコミ

ットしません。また、メソッド定義では testMethod キーワードのフラグが設定されます。 このコ

ールを使用して、Apex コード ユニットテストを実行します。 
 
このコールは、SessionHeader をサポートします。 API の SOAP ヘッダーの詳細については、

Salesforce オンラインヘルプの「Apex Web Services API Developer's Guide」を参照してください。 
 
このコールは、Developer Edition またはsandbox 組織でしか使用できません。 運用組織では、

compileAndTest を使用してください。 
 
サンプルコード – Java 
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package tools.apex; 
 
import com.sforce.soap.apex.*; 
import com.sforce.soap.partner.wsc.PartnerConnection; 
import com.sforce.ws.ConnectorConfig; 
 
/** 
* @author salesforce 
*/ 
public class ApexRunTests { 
 
public static void main(String args[]) throws Exception { 
try { 
String username = args[0]; 

String password = args[1]; 
String loginEndpointUrl = "http://localhost/services/Soap/u/10.0"; 
System.out.println("Apex RunTests"); 
// API にログイン 
System.out.println("Connecting as " + username + "\n"); 
ConnectorConfig config = new ConnectorConfig(); 
config.setUsername(username); 
config.setPassword(password); 
config.setAuthEndpoint(loginEndpointUrl); 
PartnerConnection con = new PartnerConnection(config); 
// Apex スタブを取得 
ConnectorConfig apexCfg = new ConnectorConfig(); 
apexCfg.setSessionId(con.getSessionHeader().getSessionId()); 
apexCfg.setServiceEndpoint(config.getAuthEndpoint().replace("/u/","/s/")); 
com.sforce.soap.apex.SoapConnection apex=Connector.newConnection(apexCfg); 
apex.setDebuggingHeader(LogType.Profiling); 

 
long start = System.currentTimeMillis(); 
RunTestsRequest rtr = new RunTestsRequest(); 
rtr.setAllTests(true); 
RunTestsResult res = apex.runTests(rtr); 
// System.out.println(apex.getDebuggingInfo().getDebugLog()); 
 
System.out.println("Number of tests: " + res.getNumTestsRun()); 
System.out.println("Number of failures: " + res.getNumFailures()); 
if (res.getNumFailures() > 0) { 

for (RunTestFailure rtf : res.getFailures()) { 
System.out.println("Failure: " + (rtf.getNamespace() == 

null ? "" : rtf.getNamespace() + "." ) 
+ rtf.getName() + "." + rtf.getMethodName() + ": " 
+ rtf.getMessage() + "\n" + rtf.getStackTrace()); 

} 
} 
if (res.getCodeCoverage() != null) { 

for (CodeCoverageResult ccr : res.getCodeCoverage()) { 
System.out.println("Code coverage for " + ccr.getType() + 
(ccr.getNamespace() == null ? "" : ccr.getNamespace() + "." ) 
+ ccr.getName() + ": " + 
ccr.getNumLocationsNotCovered() + " locations not covered out of " 
 
+ ccr.getNumLocations()); 

if (ccr.getNumLocationsNotCovered() > 0) { 
for (CodeLocation cl : ccr.getLocationsNotCovered()) 
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System.out.println("\tLine " + cl.getLine() + ", column " 
+ cl.getColumn()); 

} 
if (ccr.getSoqlInfo() != null) { 
System.out.println(" SOQL profiling"); 
for (CodeLocation cl : ccr.getSoqlInfo()) 

System.out.println("\tLine " + cl.getLine() + ", column " 
+ cl.getColumn() + ": " + cl.getNumExecutions() 
+ " time(s) in " + cl.getTime() + " ms"); 

} 
if (ccr.getDmlInfo() != null) { 
System.out.println(" DML profiling"); 
for (CodeLocation cl : ccr.getDmlInfo()) 

System.out.println("\tLine " + cl.getLine() + ", column " 
+ cl.getColumn() + ": " + cl.getNumExecutions() 
+ " time(s) in " + cl.getTime() + " ms"); 

} 
if (ccr.getMethodInfo() != null) { 
System.out.println(" Method profiling"); 
for (CodeLocation cl : ccr.getMethodInfo()) 

System.out.println("\tLine " + cl.getLine() + ", column " 
+ cl.getColumn() + ": " + cl.getNumExecutions() 
+ " time(s) in " + cl.getTime() + " ms"); 

} 
} 

} 
System.out.println("Finished in " + (System.currentTimeMillis() - start) + "ms"); 

} catch (Exception x) { 
System.err.println("\nApexLoader <user> <pw> <apex source dir> 

<apex manifest file>\n"); 
throw x; 

} 
} 

} 
 

引数 

名前 型 説明 
request RunTestsRequest Apex コード ユニットテストを含む要求、およびこの要求に対

して設定する必要がある項目の値を含む要求。 
 
応答 

RunTestsResult 
 
RunTestsRequest 

 
compileAndTest コールには、コンパイル対象の Apex コード に関する情報を持つ 

CompileAndTestRequest という要求が含まれます。 このオブジェクトはその要求に含まれており、

テスト対象の Apex コード に関する情報を指定します。 テスト対象と同じクラス、または異なる

クラスを、コンパイル済みとして指定できます。 トリガは直接テストできないため、このオブジェ

クトには含まれません。 代わりに、トリガを呼び出すクラスを指定する必要があります。 
 
この要求が運用組織に送信された場合、この要求は無視され、組織に対して定義されているすべて

のユニットテストが実行されます。 
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CompileAndTestRequest オブジェクトのプロパティを次に示します。 
 
名前 型 説明 
allTests ブール型 allTests が True の場合、組織に対して定義されているすべての

ユニットテストが実行されます。 
classes 文字列型 テストするクラスの内容。 
namespace 文字列型 指定されている場合、実行するユニットテストを含む名前空間。

allTests を True に指定した場合、このプロパティは使用不可。

また、compileAndTest を運用組織で実行すると、このプロパテ

ィは無視され、組織に対して定義されているすべてのユニット

テストが実行されます。 
packages 文字列型 廃止予定のフィールド（バージョン 10.0 時点）。使用不可。 以

前の未対応リリースでは、テスト対象のパッケージの内容を示

します。 
 
RunTestsResult 

 
compileAndTest コールおよび runTests コールは、指定した Apex コード のコンパイルが成功した

かどうか、およびユニットテストが正しく完了したかどうかに関する情報を返します。 
 
RunTestsResult オブジェクトのプロパティを次に示します。 
 
名前 型 説明 
codeCoverage CodeCoverageResult 指定したユニットテストのコードカバレッジの詳

細。 
codeCoverageWarnings CodeCoverageWarning テスト実行のコードカバレッジ警告。 結果には、

実行された可能性のある行の合計だけでなく、実行

されなかったコードの数や、行および列の位置が含

まれます。 
failures RunTestFailure 失敗したユニットテストに関する情報（失敗したテ

ストがある場合）。 
numFailures 整数型 失敗したユニットテストの数。 
numTestsRun 整数型 実行されたユニットテストの数。 
 

CodeCoverageResult 

 
compileAndTest コールは、指定した Apex コード のコンパイル、およびユニットテストの実行が

成功したかどうかを示す情報を返します。 
 
CodeCoverageResult オブジェクトのプロパティを次に示します。 
 
名前 型 説明 
dmlInfo CodeLocation テストされたコード部分ごとに、DML ステートメントの場所、

コードの実行回数、これらのコードに費やされた合計累積時
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間が含まれます。 パフォーマンスを監視するのに役立ちま

す。 
id ID CodeLocation の ID 組織内で重複しません。 
locationsNotCovered CodeLocation どのコードも対象外の場合は、テストされなかったコードの

行と列、およびコードが実行されなかった回数。 
methodInfo CodeLocation メソッドを呼び出す場所、コードが実行されなかった回数、

およびこれらのセルで費やされた合計累積時間。 パフォーマ

ンスを監視するのに役立ちます。 
name 文字列型 対象となるクラスの名前。 
namespace 文字列型 ユニットテストがあった名前空間（指定されている場合）。 
numLocations 整数型 対象となる場所の数。 
soqlInfo CodeLocation メソッドを呼び出す位置、コードが実行されなかった回数、

およびこれらのセルで費やされた合計累積時間。 パフォーマ

ンスを監視するのに役立ちます。 
type 文字列型 廃止予定。 使用不可。 以前の未対応リリースで、クラスま

たはパッケージを指定するのに使用されていました。 
 
CodeCoverageWarning 

 
RunTestsResult オブジェクトが、このオブジェクトを返します。 警告を生成した Apex コード ク

ラスに関する情報が含まれています。 
 
CodeCoverageWarning オブジェクトのプロパティを次に示します。 
名前 型 説明 
id ID 警告を生成したクラスの ID。 
message 文字列型 生成された警告メッセージ。 
name 文字列型 警告を生成したクラスの名前。 警告がコードカバレッジ全体に適用さ

れる場合、この値は null になります。 
namespace 文字列型 クラスを持つ名前空間（指定されていた場合）。 
 
RunTestFailure 

 
RunTestsResult オブジェクトは、ユニットテスト実行中のエラーに関する情報 
 
RunTestFailure オブジェクトのプロパティを次に示します。 
 
   

名前 型 説明 
message 文字列型 エラーメッセージ。 
methodName 文字列型 失敗したメソッドの名前。 
name 文字列型 失敗したクラスの名前。 
namespace 文字列型 クラスを持っていた名前空間（指定されていた場合）。 
stackTrace 文字列型 エラーのスタックトレース。 
type 文字列型 廃止予定。 使用不可。 以前の未対応リリースで、クラスまたはパッ

ケージを指定するのに使用されていました。 
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CodeLocation 

 
このオブジェクトは、RunTestsResult オブジェクトの数のフィールドに含まれます。 
 
CodeLocation オブジェクトのプロパティを次に示します。 
 
名前 型 説明 
column 整数型 テストされた Apex コード の列の場所。 
line 整数型 テストされた Apex コード の行の場所。 
numExecutions 整数型 テスト実行における Apex コード の実行回数。 
time 倍精度不動小数点数型 この場所で費やされた累積時間の合計。 パフォーマンス

を監視するのに役立ちます。 
 
DebuggingHeader 

 
返信ヘッダーにデバッグログを含めるように指定し、デバッグヘッダーで詳細レベルを指定します。 
 
API コール 

executeanonymous 
 

項目 

エレメント名 型 説明 
debugLevel logt

ype 

デバッグログで返す情報の種類を指定。 有効な値には、None, DebugOnly DB、

および Profile が含まれます。 レベルの詳細については、「Apex コード の

デバッグ」（p.171）を参照してください。 
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付録 B 
予約キーワード 

 
次の表は、キーワードとして予約され、それ以外の用途では使用できない識別子の一覧を示します。 
 

Note: アスタリスク（*）が付いているものは、今後使用するために予約されているキーワ

ードです。 
 
 

 

表 50： 予約キーワード 
abstract activate* and any* as 
asc autonomous* begin* bigdecimal* break 
bulk by byte* case* cast* 
catch char* class collect* commit 
const* continue convertcurrency default* delete 
desc do else end* enum* 
exit* export* extends false final 
finally float* for from global 
goto* group* having* hint* if 
implements import* inner* insert instanceof 
interface into* join* last_90_days last_month 
last_n_days last_week like limit list 
long* loop* map merge new 
next_90_days next_month next_n_days next_week not 
null nulls number* object* of* 
on or outer* override package 
parallel* pragma* private protected public 
retrieve* return returning* rollback search* 
select set short* sort stat* 
super switch* synchronized* system testmethod 
then* this this_month* this_week throw 
today tolabel tomorrow transaction* trigger 
true try type* undelete update 
upsert using virtual webservice when* 
where while yesterday   
 
次の特別キーワードは、識別子として許可されています。 
• after 
• before 
• count 
• excludes 
• first 
• includes 
• last 
• order 



 199

付録 C 
見積もりアプリケーションのサンプルコード 

 
この付録では、12 ページの「Apex コード入門」で説明した見積もりアプリケーションの全サンプ

ルコードを示します。 

 

Note： この文書のコード例は、リテラル文字列（引用符で囲まれているテキスト）の一部

に改行が挿入され読みやすくなっていますが、Apex Code スクリプトでは、リテラル文字列

で改行することはできません。 この文書のコード例をそのままコピーすると、エラーにな

る可能性があります。 
 
oppLineTrigger.apex 

 
// 商談商品がデータベースに保存される前に 
// カスタム項目 color__c の値を設定するトリガ 
trigger oppLineTrigger on OpportunityLineItem (before insert) { 
 

// 重複のない価格表エントリを取得する 
Set<Id> pbeIds = new Set<Id>(); 
for (OpportunityLineItem oli : Trigger.new) 

pbeIds.add(oli.pricebookentryid); 
 

// それらの価格表エントリを照会する 
Map<Id, PricebookEntry> entries = new Map<Id, PricebookEntry>( 

[select product2.color__c from pricebookentry 
where id in :pbeIds]); 
 

// 商談商品の色を設定する 
for (OpportunityLineItem oli : Trigger.new) 

oli.color__c = entries.get(oli.pricebookEntryId).product2.color__c; 
} 

 

oppTrigger.apex 

 
// 見積もりを持つ商談の削除を抑止するトリガ 
trigger oppTrigger on Opportunity (before delete) { 
 

// Trigger.oldMap は、削除されようとしている商談に ID から 
// マップするトリガコンテキスト変数。 
// これを含む SOQL クエリを発行し、関連する見積もりのリストを作る 
for (Quote__c q : [select opportunity__c from quote__c 

where opportunity__c in :Trigger.oldMap.keySet()]) { 
// 有効な見積もりごとに Trigger.oldMap から関連する商談を取り出し、 
// その商談にエラーメッセージを付けることにより 
// 削除を抑止する 

Trigger.oldMap.get(q.opportunity__c).addError( 
'Cannot delete opportunity with a quote'); 

 } 
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} 

 

quoteLineTrigger.apex 

 
// このトリガは、見積もり品目が変更されたときに、 
// その見積もりの合計金額を更新する 
trigger quoteLineTrigger on quoteLine__c 
 

(before insert, before update, 
after insert, after update, after delete) { 
// Trigger.isBefore や Trigger.isUpdate などのトリガコンテキスト変数を利用すれば、 
// 起動された条件により実行する Apex コードを選ぶ多条件トリガを作ることができる 
if (Trigger.isBefore) { 

for (quoteLine__c ql : Trigger.new) { 
 

// 見積もり品目が更新または挿入される前にこのトリガが起動された場合は、 
// 各品目の TotalPrice__c 項目が再計算される。 
// なお、この計算は、 
// このアプリケーションの計算項目で実装することもできる 
if (Trigger.isUpdate || Trigger.isInsert) { 

ql.totalprice__c = ql.unitprice__c * ql.quantity__c; 
} 

} 
} else { 
 

// 課題 1 と同様に、 
// 集合を使って変更中の見積もりすべての重複のないリストを作る。 
// これは、定型一括処理の第 1 ステップ 
Set<Id> quoteIds = new Set<Id>(); 
 
// ここで、リストの大きさを取得する際と見積もりの ID を取得する際に、 
// 三項演算子を使っている点に注意 
// 削除の場合は Trigger.old リスト変数、 
// 挿入と更新の場合は Trigger.new リスト変数を用いる 
for (Integer i = 0; i < (Trigger.isDelete ? Trigger.old.size() 

: Trigger.new.size()); i++) { 
quoteIds.add(Trigger.isDelete ? Trigger.old[i].quote__c 

: Trigger.new[i].quote__c); 
} 
 
// 定型一括処理の第 2 ステップ 
// この集合を含む SOQL クエリを発行し、Quote に対する ID のマップを作る 
Map<Id, Quote__c> quotes = new Map<Id, Quote__c>( 

[select id, total__c from quote__c where id in :quoteIds]); 
 

// Trigger.old または Trigger.new に含まれる各見積もり品目の quoteId を取得する 
for (Integer i = 0; i < (Trigger.isDelete ? Trigger.old.size() 

: Trigger.new.size()); i++) { 
String quoteId = Trigger.isDelete ? Trigger.old[i].quote__c 

: Trigger.new[i].quote__c; 
 

// 見積もり品目が更新または削除された後に起動された場合は、 
// 親見積もりの total__c 項目を再計算する必要がある。 
// 見積もりの挿入中に起動された場合 
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// （つまり、util.copyLineItemsFromOpp メソッドと同じ見積もりを 

// 対象としている場合）は、以降の処理をスキップする（課題 2 を参照） 
if (util.inQuoteTrigger) continue; 
 
// 定型一括処理の第 3 ステップ 

// 親見積もりの取得（上で作った集合の中にあるはず） 
quote__c q = quotes.get(quoteId); 
// 見積総額が未設定の場合は、 
// ここでゼロに設定しておく 
if (q.total__c == null) q.total__c = 0; 
 
// 見積もり品目が挿入された場合は、 
// 見積もりの総額に加算 
if (Trigger.isInsert && Trigger.new[i].totalprice__c != null) { 

q.total__c += Trigger.new[i].totalprice__c; 
} 
 

// 見積もり品目が更新された場合は、 

// 新しい品目の総額を加算し、古い品目の総額を減算 
if (Trigger.isUpdate) { 

if (Trigger.new[i].totalprice__c != null) 
q.total__c += Trigger.new[i].totalprice__c; 

if (Trigger.old[i].totalprice__c != null) 
q.total__c -= Trigger.old[i].totalprice__c; 

} 
 

// 見積もり品目が削除された場合は、減算 
if (Trigger.isDelete && Trigger.old[i].totalprice__c != null) { 

q.total__c -= Trigger.old[i].totalprice__c; 
} 

} 
// 定型一括処理の第 4 （ 終）ステップ 
// すべての見積もりをまとめて更新する 
update quotes.values(); 

  } 
} 

 

quoteTrigger.apex 

 
// 商談の主見積もりの削除と、既存見積もりの Primary 項目のリセットを抑止する見積もりトリガ 
// このトリガには、課題 2 のコードも含まれている点に注意 
trigger quoteTrigger on quote__c (after insert, after update, 

before update, before delete) { 
if (Trigger.isBefore) { 

if (Trigger.isUpdate) { 
 

// まず、この更新が、主見積もりの Primary 項目を 

// 偽に設定するものではないことを確認する。 
// 更新されようとしている見積もりに対して、 
// 古いバージョンと新しいバージョンのコピーを作る 
// （新しいリストと古いリストを同時に使うのは、定型的な一括トリガ技法の一つ） 
for (Integer i = 0; i < Trigger.old.size(); i++) { 

Quote__c old = Trigger.old[i]; 
Quote__c nw = Trigger.new[i]; 
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if (old.primary__c && !nw.primary__c) { 
 

// 見積もりの Primary フラグを付け替えるトランザクションの中を除き、 
// Primary フラグを別の見積もりに付け替えることはできない。 

// 次の if 文は 
// 古い見積もりの opportunityId と util クラスの opportunityId 変数を 

// 比較することで、上記条件の不成立を確認している 
// （課題 5 を参照） 
if (!util.opportunityIds.contains (old.opportunity__c)) { 
nw.Primary__c.addError('Primary quote cannot 

be marked non-primary'); 
} 

} 
} 

} 
// 次に、削除されようとしている見積もりが主見積もりでないことを確認する 
if (Trigger.isDelete) { 

for (Quote__c q : Trigger.old) { 
// 主見積もりを削除しようとしている場合は、 
// addError() を使って削除を抑止する 
if (q.primary__c) { 

q.addError('Primary quote cannot be deleted'); 
} 

} 
} 

} else { 
// 新しい見積もりの作成中に、opp lineitems をコピーする 
if (Trigger.isInsert) util.copyLineItemsFromOpp(Trigger.new); 
 
// 見積もりが挿入または更新されても、  

// Primary とされるレコードが 1 つだけであることを保証するために 
// Trigger.new に含まれ Primary になるはずの見積もりが参照する商談をすべて取得し、 
// それ以外の見積もりの Primary フラグを偽に設定する。 
// ただし、複数のレコードを同じ商談の主見積もりにしようとしている場合があり得るので 
// 注意が必要 
List<Quote__c> primaries = new List<Quote__c>(); 
 
// Primary にしようとしている見積もりを持つ商談の ID のマップの置き場所 
Map<Id, Id> opWithPrimary = new Map<Id, Id>(); 
 
// 複数の見積もりを同じ商談の主見積もりにしようとしている場合、その見積もりの置き場所 
Set<Id> badQuotes = new Set<Id>(); 
 
for (Integer i = 0; i < Trigger.new.size(); i++) { 

Quote__c nw = Trigger.new[i]; 
// 挿入されたばかりの見積もり、または、Primary ではなかった見積もりを、 

// Primary にする場合 
if (nw.primary__c && (Trigger.isInsert || !Trigger.old[i].primary__c)) { 

// この見積もりを持つ商談に対して 

// 主見積もりになろうとしている見積もりがすでにある場合は 
if (opWithPrimary.containsKey(nw.opportunity__c)) { 

// どちらの見積もりも不正とし、記録する 
badQuotes.add(opWithPrimary.get(nw.opportunity__c)); 
badQuotes.add(nw.Id); 

} else { 
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// この見積もりは、今のところ問題がないので、リストに追加する 
primaries.add(nw); 
 
// ほかの見積もりも同じ商談の主見積もりになろうとしている場合がありうるので、 
// 商談を記録しておく 
opWithPrimary.put(nw.opportunity__c, nw.Id); 

} 
} 

} 
// 不正な見積もりをマークする 
for (Id bad : badQuotes) { 

Quote__c q = Trigger.newMap.get(bad); 
q.primary__c.AddError('More than one quote is attempting to be primary 

for this opportunity: ' + q.opportunity__c); 
} 
 
// 問題のない見積もりの集合から不正な見積もりを取り除く 
// まず ID を集合にコピーすることで、重複を除いてから 
// 不正な見積もりの ID を削除する 
Set<Id> primaryIds = new Set<Id>(); 
for (Quote__c q : primaries) 

primaryIds.add(q.Id); 
 

primaryIds.removeAll(badQuotes); 
 
// これで、重複がなく、問題のない見積もりの ID の集合ができた。 
// これを使って、対応する Quote__c オブジェクトを取得する 
primaries.clear(); 
util.opportunityIds.clear(); 
for (Id primId : primaryIds) { 

Quote__c q = Trigger.newMap.get(primId); 
primaries.add(q); 
// 新たに主見積もりを設定しようとしている商談の ID を 
// トリガを超えて保存しておく必要がある。 
// そこで、before update トリガは主見積もりがないというエラーを発生させない 
util.opportunityIds.add(q.opportunity__c); 

} 
 
// util クラスの getOtherPrimaryQuotes() を呼び出し、 
// その結果を見積もりのリストに置く 
Quote__c[] others = util.getOtherPrimaryQuotes(primaries); 
 
// そして、その中に含まれる見積もりの Primary フラグを偽に設定し、 
// リストを更新する 
for (quote__c q : others) { 

q.primary__c = false; 
} 
try { 

update others; 
} finally { 

util.opportunityIds.clear(); 
} 

} 
} 
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util.apex 

 
global class util { 

// トリガ間で通信するためのクラス変数を定義する 
public static Boolean inQuoteTrigger = false; 
public static Set<Id> opportunityIds = new Set<Id>(); 
// 引数にある見積もりを除いて、 
// 引数にある見積もりに関連するすべての商談に対する主見積もりを返す。 
// 引数にある見積もり以外に主見積もりがない場合は null を返す 
public static Quote__c[] getOtherPrimaryQuotes(list<Quote__c > qs) { 

// 引数にある見積もりが参照する商談すべてのリストを取得する 
List<Id> ops = new List<Id>(); 
for(Quote__c q : qs) 
ops.add(q.opportunity__c); 
 

// 引数にある見積もりを除いて、 
// その商談を参照するすべての見積もりを取得する 
Quote__c[] others = [select id from quote__c where opportunity__c in :ops and 

id not in :qs and primary__c = true]; 
return others; 

} 
// メソッド：商談商品を、指定された見積もり q に移動する 
public static void copyLineItemsFromOpp(List<Quote__c> qs) { 

// まず、見積もりのコピーを作成する。これは、 後に見積もりの totals を変更するが、 
// after トリガでは Trigger.new のレコードを変更できないから。 
// リストに deepClone メソッドを適用しているのは、sobject への 
// clone メソッドはシャローコピーとなり、やはり読み取り専用になってしまうため 

List<Quote__c> quoteList = qs.deepClone(true); 
 
try { 

// inQuoteTrigger クラス変数を設定し、 
// quoteLine トリガに対して、この操作中は動かないように指示する 
// （quoteLine トリガについては、課題 3 で説明する） 
inQuoteTrigger = true; 
 
// 次に、見積もり品目の空の配列を作成する 
List<QuoteLine__c> quoteItemList = new List<QuoteLine__c>(); 
 
// 次に、商談ごとに、その商談商品を取得する。 
// 以下のコードは、親に対する関連性を保ったまま子を取得しているが、 
// これは集合関係クエリの手法の一つ。 

// この場合、OpportunityLineItem を直接照会することも可能だが、 
// そうすると、このコードの中で、取得したアイテムをそれぞれの親（商談）に 
// 関連づける必要がある。後で各商談（とその商談商品）からすぐに見積もりがわかるように、 
// マップを作成しておく 
Map<Id, Opportunity> opportunityMap = new Map<Id, Opportunity>( 
[select Id, (select pricebookentry.product2id, color__c, 

unitprice, quantity, totalprice 
from opportunitylineitems order by createddate) from Opportunity 
where Id IN :getOpportunityIds(quoteList)]); 

// 一括処理のため、見積もりに関して反復して処理する 
for(Quote__c quote:quoteList) { 
 

// 見積もりの総額を計算する 
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// SOQL クエリを行って、見積もりに関連づけられた商談に対応する商談商品から 
// データを選び出し、返ってきた OpportunityLineItem レコードの配列について 
// 反復処理し、見積もりを集計する 
Double tot = 0; // 集計中の総額 
Integer i = 0; // 品目数 
 
// マップからそれぞれの商談とその商談商品を取得 
Opportunity opp = opportunityMap.get(quote.opportunity__c); 
 
// 見積もりが商談に関連づけられていないときは、スキップする 
if(opp == null) continue; 
 
for (opportunitylineitem oppline : opp.OpportunityLineItems) { 

i++; 
// 各商談商品につき、 
// 総額を計算し 
if (oppline.unitprice != null && oppline.quantity != null) 

tot += oppline.unitprice * oppline.quantity; 
// 新しい見積もり品目を quoteitems 配列に追加し、 

// その値を初期化する 
quoteItemList.add(new quoteline__c( 

quote__c = quote.id, 
// カウンタを使って品目の番号付けを行っている 
// 上の SOQL クエリでは ORDER BY 句によって、 

// その順番どおりに番号付けされる 
name = String.valueOf(i), 
 
// 次に、商談商品の 
// product、unit、price、quantity、total price、color 
// をコピーする 
product__c = oppline.pricebookentry.product2id, 
unitprice__c = oppline.unitprice, 
quantity__c = oppline.quantity, 
totalprice__c = oppline.totalprice, 
color__c = oppline.color__c)); 

} 
// 見積もりの総額を設定する 
quote.total__c = tot; 

          } 
// 見積もり品目の配列全体を 
// 1 つの insert 文でデータベースに追加する 
insert quoteItemList; 
update quoteList; 
 

} finally { 
// 作業領域をクリーンアップするために、inQuoteTrigger を偽にリセット 
inQuoteTrigger = false; 

} 
  } 
 
// 引数のリストに含まれている全見積もりに対応する 
// 商談 ID の重複のない集合を生成する 
private static Set<Id> getOpportunityIds(List<Quote__c> quotes) { 

Set<Id> idSet = new Set<Id>(); 
for(Quote__c quote:quotes) { 
if(quote.opportunity__c != null) idSet.add(quote.opportunity__c); 



 206

} 
return idSet; 
  } 
 
// 品目の色を、マスタ商品カタログの色に設定する。 
// これは変更されている場合がある 
static void updateColors(Id qId) { 

// 初に品目をメモリに読み込む 
QuoteLine__c[] lineItems = [select product__c from quoteLine__c 
where quote__c = :qId]; 
// product2 ID を見つける 
Set<Id> productIds = new Set<Id>(); 
for (QuoteLine__c line : lineItems) productIds.add(line.product__c); 
// ここで、すぐにこれらの商品すべてに対してクエリを実行する。  
// ID は常に暗黙的に選択されている。 
// IN を使用することに注意 
Map<Id, Product2> products = new Map<Id, Product2>( 

[select color__c from product2 where id in :productIds]); 
// 上記で作成したマップを使用して、品目を更新する 
QuoteLine__c[] lineItemsToUpdate = new QuoteLine__c[0]; 
for (QuoteLine__c line : lineItems) { 
Product2 product = products.get(line.product__c); 
if (product != null && line.color__c != product.color__c) { 

line.color__c = product.color__c; 
lineItemsToUpdate.add(line); 

} 
} 
update lineItemsToUpdate; 

  } 
 
webService static Proposal__c makeProposal(String id) { 

Proposal__c p = new Proposal__c(name = 'propose it', quote__c = id); 
insert p; 
return p; 

} 
 
static testMethod void testQuoteApp() { 

// まず、サンプルアプリケーションで、OpportunityLineItems をテストするのに 
// 必要なレコード Pricebook2、Product2、PricebookEntry を作成する。 
// 初に標準価格の商品を作成する。 
Product2 p = new product2(name='x', color__c='c'); 
insert p; 
Pricebook2 stdPb = [select Id from Pricebook2 where isStandard=true limit 1]; 
insert new PricebookEntry(pricebook2id = stdPb.id, product2id = p.id, 

unitprice=1.0, isActive=true); 
// 次に、この商品の項目を含む新しい価格表を作成する 
Pricebook2 pb = new pricebook2(name='test'); 
insert pb; 
PricebookEntry pbe = new PricebookEntry(pricebook2id=pb.id, product2id=p.id, 

unitprice=1.0, isActive=true); 
insert pbe; 
// サンプルアプリケーションで 1 番目の例をテストするため、 
// テストメソッドで価格表の項目を使用して商談品目を作成し、 
// 次に、レコード挿入後に商品から 
// Color フィールドが正しくコピーされたことを確認する 
Opportunity o = new Opportunity(name='test', pricebook2id=pb.id, 
stageName='Open', CloseDate=Date.newInstance(2006,10,10)); 
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insert o; 
OpportunityLineItem oli = new OpportunityLineItem(opportunityid=o.id, 

pricebookentryid=pbe.id, unitprice=1.5, quantity=2); 
insert oli; 
System.assertEquals('c', [select color__c from opportunitylineitem where id  

=:oli.id].color__c); 
// サンプルアプリケーションの 5 番目の例をテストするため、 

// 主見積もりを作成し、Primary フィールドが非選択でないことを 
// 確認する。コードでテスト用の try...catch を使用して、 
// エラーメッセージが正しいことを確認する 
Quote__c q = new Quote__c(opportunity__c = o.id, primary__c = true); 
insert q; 
// 非主見積もりとマークできない場合 
q.primary__c = false; 
try { 

update q; 
} catch (System.DmlException e) { 

System.assert(e.getMessage().contains('first error: 
FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION, Primary quote cannot be marked  

non-primary: 
[Primary__c]'), e.getMessage()); 
System.assertEquals('Primary quote cannot be marked non-primary', 

e.getDmlMessage(0)); 
 
System.assertEquals('Primary__c', e.getDmlFields(0)[0]); 

} 
// サンプルアプリケーションで 2 番目と 3 番目の例をテストするため、 
// 挿入された見積もりに商談商品から正しい見積もりデータ行がコピーされ、 
// 見積もりの合計値が正しく計算されていることを 
// テストメソッドで確認する。 
System.assertEquals(1, [select count() from quoteline__c where quote__c 

= :q.id]); 
// 見積もりの合計は正しい 

System.assertEquals(3.0, [select total__c from quote__c where id  
= :q.id].total__c); 
// サンプルアプリケーションで 4 番目の例をテストするため、 
// 主見積もりの場合は商談も見積もりも削除できないことを、 
// テストメソッドで確認する。 
try { 
delete o; 
System.assert(false); 

} catch (System.DmlException e) { 
System.assert(e.getDmlMessage(0).indexOf('Cannot delete opportunity with a 

quote') > -1); 
} 
try { 

delete q; 
System.assert(false); 

} catch (System.DmlException e) { 
System.assert(e.getDmlMessage(0).indexOf('Primary quote cannot be deleted') > -1); 
 
} 
// 今度はテストメソッドで 2 番目の見積もりを作成し、これを主見積もりにして 
// 1 番目の見積もりが、主見積もりではなくなっていることを確認する 
Quote__c q2 = new Quote__c(opportunity__c = o.id, primary__c = true); 
insert q2; 
System.assert(![select primary__c from quote__c where id = :q.id].primary__c); 
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// 同じ挿入および更新の同じ商談に対して、 
// 主見積もりとしてマークされた同じ商談を持つことはできない 
Quote__c[] quotes = new Quote__c[] { new Quote__c(opportunity__c = o.id, 

primary__c = true), new Quote__c(opportunity__c = o.id, 
primary__c = true)} ; 

try { 
insert quotes; 
System.assert(false); 

} catch (System.DmlException e) { 
System.assert(e.getDmlMessage(0).indexOf('More than one quote is attempting 

to be primary for this opportunity: ' + o.id) > -1); 
} 
// 後に、テストメソッドで見積もり品目に対する DML 操作を実行し、 
// 見積もり品目の値が関連する値の変更に応じて正しく再計算されることを確認する 
 
QuoteLine__c qLine = new QuoteLine__c(quote__c = q.id, product__c = p.id, 

unitprice__c = 2.0, quantity__c = 2); 
QuoteLine__c qLine1 = qLine.clone(); 
insert qLine; 
System.assertEquals(7.0, [select total__c from quote__c where id  
= :q.id].total__c); 
qLine.unitprice__c = 3.0; 
update qLine; 
System.assertEquals(9.0, [select total__c from quote__c where id  
= :q.id].total__c); 
delete qLine; 
System.assertEquals(3.0, [select total__c from quote__c where id  
= :q.id].total__c); 
// 一括品目操作をテストする 
insert new QuoteLine__C[]{qLine1, qLine1.clone()}; 
System.assertEquals(11.0, [select total__c from quote__c where id  
= :q.id].total__c); 

 
// 商品のマスタカラーの更新、次に見積もりのカラーの更新が正しく動作することをテストする 
p.color__c = 'c2'; 
update p; 
updateColors(q.id); 
for (QuoteLine__c line : [select color__c from quoteLine__c where quote__c  

= :q.id]) 
  { 

System.assertEquals('c2', line.color__c); 
       } 
    } 
} 
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