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Salesforce.com 認定デベロッパー資格について  
認定デベロッパー資格は、Force.com プラットフォーム上でカスタムアプリケーションを作成す

るための知識、スキル、および能力を明示したいと考えている個人を対象としています。この認
定資格では、宣言的機能、Force.com code (Apex) や Force.com pages (Visualforce) のプ
ログラム機能、およびアプリケーション開発のライフサイクル管理など、クラウドコンピューティ

ング DaaS (Development as a Service) を使用して行う Force.com プラットフォームでの幅
広いアプリケーション開発をカバーします。 

§ Salesforce.com 認定デベロッパー資格試験には、Force.com プラットフォームの宣言的

機能が含まれます。認定を受けるには、受験者は試験に合格する必要があります。また、
この試験に合格していることが、Salesforce.com 認定上級デベロッパーの受験資格にも
なります。 

§ Salesforce.com 認定上級デベロッパー試験には、Force.com code や Force.com 
pages など、Force.com プラットフォームのプログラム機能が含まれます。この認定を
受けるには、受験者は次の 3 つのステップを修了する必要があります。 

1. Salesforce.com 認定上級デベロッパー試験：試験会場での選択式試験。こ

の試験は、次の「プログラミング課題」をご受験いただく為に、必ず合格する必要

があります。 

2. 上級デベロッパープログラミング課題：Salesforce.com 認定上級デベロッパ

ー試験に合格した受験者は、年間スケジュールに従って、認定プログラムの第 2
ステップである「プログラミング課題」へ進みます。受験者には、要件と開発パラ

メータのセットが渡され、与えられた一定の時間内で、課題を完成し提出します。

受験者には、評価基準とあわせて、最終的に作業するアプリケーションの完成

および提出方法について、詳しい指示が与えられます。プログラミング課題は、

受験者自身のペースで完成まで進めることができ、監督者付き試験会場に来て

いただく必要はありません。ただし、課題完成には期限が設けられます。 

3. 上級デベロッパー記述試験：受験者は、プログラミング課題の提出に加えて、プ

ログラミング課題の仕様に関する記述式の試験（監督付き）を受ける必要がありま

す。受験者は、試験会場で、記述試験を受験してください。記述試験は、プログラミ

ング課題と合わせて評価され、Salesforce.com 認定上級デベロッパー 資格試験

の最終ステップとして採点されます。 

Salesforce.com 認定上級デベロッパー資格は、プログラムの 3 ステップ全てに合格した受験

者に与えられます。 

この Study Guide は、Salesforce.com 認定デベロッパー試験に関する情報を提供します。 
 
 
Section 1. Study Guide の目的  
この Study Guide は、Salesforce.com 認定デベロッパー試験を受験していただく準備として

必要な事を確認していただくために作成されております。この Study Guide では、受験者が合

格点を獲得できるよう、認定資格の対象者、推奨するトレーニングとドキュメント、および出題

範囲に関する情報を提供します。Salesforce.com は、試験合格の可能性を高めていただくた

めに、実務経験、トレーニングへの参加、および自習を組み合わせることを強く推奨します。
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Section 2. 対象者について：Salesforce.com 認定デベロッパー  
 Salesforce.com 認定デベロッパー試験は、以下の出題範囲に示されているようなスキルや
概念の実践的な応用を含めた、  Force.com プラットフォームでのカスタムアプリケーション開
発経験を持つ個人を対象としています。受験者は、Salesforce.com または認定トレーニング
センターが行う「Force.com 基礎(DEV401)」を修了しているか、それと同等の経験と知識を持
っている必要があります。また受験者は以下の能力を持っている必要があります。 

§ 標準の Salesforce CRM アプリケーションの管理や設定は行わないが、Salesforce の  
ユーザインターフェースとデータモデルに関する知識や経験がある 

§ Force.com プラットフォームの宣言的機能に関する幅広い知識を持ち、さまざまな使用
事例を説明できる。また、Salesforce の標準インターフェースを使ったアプリケーション
を作成できる 

§ 宣言的機能を用いてできることをよく理解し、Force.com code や Force.com pages 
の使用が必要となるアプリケーション設計仕様を見分けられる 

§ レポートや分析の設計と開発ができる 

§ Force.com プラットフォームの最新機能の知識を応用して、特定のビジネス課題/プロ
セス要件に対する適切なソリューションを見分けられる 

§ この資料の試験概要に記載されている機能や知識に関する学習ができている 
この試験の受験者は、プログラミング言語を使ったコード開発、Salesforce CRM の標準アプ
リケーションの管理、Force.com IDE または Web サービス API の使用ができるかどうかは問
われません。また、アプリケーションのパッケージ化や移行の能力も問われません。	 

 
Section 3. 試験について  
Salesforce.com 認定デベロッパー試験の特徴は、次のとおりです。 

§ 内容：多肢選択/複数選択方式の 60 問 
§ 試験の所要時間：90 分 
§ 合格得点：68% 
§ 試験料：20,000 円（税抜） 
§ 参考資料：試験中は、印刷物やオンライン資料は参照できません 
§ 受験資格：特にありません。トレーニングへのご参加を強くお勧めします 

 
Section 4. 推奨トレーニングと参考資料  
Salesforce.com のトレーニング/認定制度では、この試験の準備として、6 か月以上の 
Force.com プラットフォームでの宣言的機能によるカスタムアプリケーションおよび分析ツール

の構築経験と、トレーニングコースの受講、この Study Guide の試験概要セクションに列記し

ている内容の自習を組み合わせることをお勧めします。 

また、以下のコースおよび資料を推奨します。 

§ Force.com 基礎コース（DEV401）： 
http://www.salesforce.com/jp/services-training/education-services/public/developer-
basic1/ 

§ 認定デベロッパー試験ポイントスタディー：（推奨） 
https://www.salesforce.com/jp/services-training/education-services/public/developer-
study/ 

§ Force.com Fundamentals Book（英語）： 
http://wiki.developerforce.com/index.php/Force_Platform_Fundame
ntals
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Section 5. 出題範囲  
Salesforce.com 認定デベロッパー 試験では、以下に示す目的に関する受験者の知識とスキルを

測定します。受験者は、Force.com プラットフォームでのカスタムアプリケーション作成の実務経験

と、次の各機能を実際に利用した経験が必要です。 
 

目的  割合  

アプリケーション設計  5% 
一般的なアプリケーションの構成要素を挙げ、説明できる  

「モデル - ビュー - コントローラ」設計パラダイムを説明できる  

シナリオに応じて、アプリケーションの計画/開発/設計に使える十分な要件をとらえているか判断できる  

Force.com プラットフォームの概要  5% 
Force.com プラットフォームの宣言的機能を使用して開発するアプリケーションの、設計からリリースまでに

必要なステップを挙げ、説明できる 

 

Force.com プラットフォームが提供するアプリケーションの構成要素を挙げ、説明できる  

データモデル  32% 
ビジネスアプリケーションに対応する機能的データモデルの作成方法を説明できる  

シナリオに応じて、ビジネスアプリケーションに対応する機能的データモデルの作成に必要な機能を選択でき

る 

 

複数のリレーションタイプの中から、特定のオブジェクトリレーションタイプを選択した場合の特徴と影響を説 

明し、リレーションタイプの違いを区別できる 

 

シナリオに応じて、オブジェクトリレーションタイプを区別し、リレーションの作成方法を説明し、どのリレーション

タイプを推奨するか決定できる 

 

カスタムアプリケーション内の権限やデータアクセス権の設定に使用する機能を挙げ、説明できる  

シナリオに応じて、カスタムアプリケーションの適切な権限とデータアクセス権を提供する機能 (プロファイル、

デフォルトの共有設定、ロールなど) を選択できる 

 

アプリケーション管理用のオプション機能 (Salesforce による追加有効化が必要な機能) を挙げ、説明できる

(システム項目の指定挿入、暗号化項目、マルチ通貨の作成など) 

 

ユーザインターフェース  15% 
Force.com アプリケーションのユーザインターフェース機能を挙げ、説明できる (タブ、アプリケーション、詳細

ページ、リストビューなど) 

 

シナリオに応じて、ユーザインターフェースを作成する宣言的機能とその制約(ページレイアウトでできること、

できないことなど) を理解し、適用可否を決定できる 
 

Force.com pages によって、宣言的フレームワーク内のユーザインターフェースをどのように拡張できるか、ま

た、どのような場合に行うのか、使用事例を説明できる 

 

Force.com Sites の特徴と機能を説明できる  

ビジネスロジック  23% 
数式、入力規則、およびワークフロールールの作成方法を挙げ、説明できる  

シナリオに応じて、ビジネス要件の解決に Force.com のどの機能を使用するかを決定し、ソリューションの適

用方法を説明できる 

 

Force.com の承認プロセスの機能を挙げ、説明できる  

シナリオに応じて、ビジネス要件を満たす Force.com の承認プロセス機能を選択できる  

自動化されたビジネスプロセスのデバッグと監視を行うための Force.com プラットフォームの機能を挙げ、説

明できる 

 

Force.com code によるビジネスロジック拡張の使用事例を説明できる  
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データ管理  10% 
インポートウィザードの機能と制約を挙げ、説明できる  

データ管理をする API ベースのツールの機能と制約を挙げ、説明できる  

Force.com データローダの機能を挙げ、説明できる  

外部 ID と更新/挿入 (upsert) の使用事例と機能を説明できる  

シナリオに応じて、データローダの GUI とコマンドラインインターフェースの適切な使用を決定できる  

Force.com レコード ID の特性を説明できる  

レポートおよび分析  10% 
Force.com プラットフォームのレポートや分析について、機能と制約を挙げ、説明できる  

シナリオに応じて、データの分析と表示の方法を決定できる  

 
 
Section 6. サンプル問題  
以下の問題は Salesforce.com 認定 デベロッパー試験のサンプル問題です。これらの問題は出

題形式に慣れていいただく為のものであり、認定試験に合格できるかどうかをテストするためのも

のではありません。実際の試験問題の難易度は、以下の問題よりも高い場合もあれば低い場合も

あります。 
 
1. 採用活動に関するカスタムアプリケーションを持つユニバーサルコンテナ社では、カスタムオブ

ジェクトを使用して募集職種を追跡します。募集職種は、承認されてから 90 日で有効期限が
切れます。ワークフロールールを設け、有効期限日の 15 日前に、募集職種の募集担当者宛
てにメールを送信します。 

 
募集職種の有効期限日が 30 日間延長されると、どうなりますか？ 
(1 つ選択してください) 

 
A.  電子メールは、元の有効期限日の 15 日前に送信される 
B.  電子メールは、更新された有効期限日の 15 日前に送信される 
C.  電子メールは、元の有効期限日に送信される 
D.  電子メールは送信されない 

 
 
2. 開発者は、親レコードを削除しても、子レコードが削除されないようにしたいと考えています。

開発者 はどのリレーションタイプを選択すればよいですか？ 
(1 つ選択してください) 

 
A.  参照関係 
B.  主従関係 
C.  多対多関係 
D.  主対主関係 

 
 
3. カスタムタブに関して、正しい文は次のどれですか？ 

(1 つ選択してください) 
 

A.  1 つのアプリケーションにのみ含めることができる 
B.  標準アプリケーションにのみ含めることができる 
C.  必要に応じていくつものアプリケーションに含めることができる 
D.  カスタムアプリケーションにのみ含めることができる 
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4. 開発者が更新/挿入 (upsert) と外部 ID を使用するのは、どのような時ですか？ 
(2 つ選択してください) 
 
A.  外部システムと連携する場合 
B.  カスタマイズを Sandbox 環境から運用環境に移行する場合 
C.  Salesforce のレコード ID が分からない関連レコードを読み込む場合 
D.  Web サービス API を使用して、データを検索する場合 
 

5. エグゼクティブは Saleseforce へのログインせずに日々の指標を確認できる方法を求めていま

す。 
 開発者はどのようにこの要件を実装しますか？ 
 

A. ダッシュボードを含んだユーザホームページレイアウトを設定する 
B. ダッシュボードへのリンクを含んだメールを送信するワークフローを作成する 
C. ダッシュボードを毎日更新し、メール配信するスケジュールを設定する 
D. ダッシュボードのリンクを毎日配信するイベントを作成する 

 
Section 7. サンプル問題の解答  
1. B 
2. A 
3. C 
4. A、C 
5. C 

 
 
Section 8. 認定資格の更新  
この Salesforce.com 認定デベロッパー資格を継続するためには、オンラインで提供される
Salesforce.com 認定デベロッパーのリリース試験に合格する必要があります。リリース試験は年
に 3 回、Salesforce.com 製品のバージョンアップにあわせて公開されます。 

認定取得に必要な本試験には、その後 2 リリース分のリリース試験料が含まれています。また、そ

の後 3 リリースごとにリリース試験料が必要となります。（リリース試験料には 3 リリース分のリリ

ース試験料が含まれています。） 

Salesforce.com 認定資格保持者の方には、リリース試験の準備が整いましたらお知らせいたしま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


