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SALESFORCE 認定 PLATFORM デベロッパープログラムについて 

Salesforce 認定 Platform デベロッパー資格は、Force.com プラットフォームでのカスタムアプリ

ケーション構築の知識、スキル、経験がある方を対象としています。このプログラムは、Apex 

および Visualforce の宣言的およびプログラミング的機能を含む、Force.com プラットフォーム

でのアプリケーション開発を幅広く網羅します。 

 Salesforce 認定 Platform デベロッパー資格は、Apex と Visualforce を使用して 

Salesforce を拡張するカスタムビジネスロジックおよびインターフェースを開発するた

めの Force.com プラットフォームの基本的なプログラミング機能を網羅します。受験者

がこの資格を取得するには、試験に合格する必要があります。この資格は、Salesforce 

認定上級 Platform デベロッパー試験受験時の前提条件となります。 

 Salesforce 認定上級 Platform デベロッパー資格は、複雑なビジネスロジックとインター

フェースを開発するための Force.com プラットフォームとデータモデリングの高度なプ

ログラミング機能を網羅します。受験者がこの資格を取得するには、すべてのコンポー

ネントに合格する必要があります。   

この受験ガイドでは、Salesforce 認定 Platform デベロッパー移行試験についての情報をご紹介

します。 
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セクション 1.  受験ガイドの目的 

この受験ガイドは、Salesforce 認定 Platform デベロッパー移行試験に合格する準備として必要な

ことを確認していただくために作成されています。この移行試験は、Salesforce 認定上級デベ

ロッパー選択式試験の合格者のみが受験できます。このガイドでは、認定試験、推奨トレーニン

グおよび資料、試験の目的に関するリストなど、合格に役立つ情報をご紹介します。

Salesforce.com では、合格の可能性を高めていただくために、実務経験、コースへのご参加、自

己学習を組み合わせることを強く推奨します。この試験に合格すると、Salesforce 認定 Platform 

デベロッパー資格を取得します。 
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セクション 2.  対象者について: SALESFORCE 認定 PLATFORM デ

ベロッパー 

Salesforce 認定 Platform デベロッパー試験は、Force.com プラットフォームのプログラミング的

機能を使用した基本のビジネスロジックおよびユーザインターフェースの開発とリリースの経験

があり、後述の試験範囲に示すスキルおよび概念を実践的に応用したことがある方を対象として

います。 

Salesforce 認定 Platform デベロッパーは通常、開発者として 1 年から 2 年かつ、Force.com プ

ラットフォームの 6 か月以上の経験が必要です。 

Salesforce 認定 Platform デベロッパーの受験者に必要な経験、スキル、知識は次のとおりです。 

 Force.com プラットフォームの基本的なプログラミング機能を使用して、Salesforce 機

能を拡張するカスタムインターフェースを開発し、カスタムビジネスロジックを開発で

きる 

 Apex と Visualforce を使用して Force.com プラットフォームを拡張できる 

 プラットフォームの関連する宣言的機能に精通し、必要に応じて活用できる  

 宣言的方法とプログラミング的方法を使用するケースの相違点を把握している  

 開発からテストまでの開発ライフサイクルに精通し、利用できる環境の知識がある 

 Salesforce1 モバイルアプリケーション機能と Lightning フレームワークの基礎に精通し

ている  

 Lightning プロセスビルダーと Apex トリガを使用するケースの相違点を把握している 

 Java、C#、Ruby など、オブジェクト指向言語に関する経験がある 

 データ駆動型のアプリケーションとリレーショナルデータベースに関する経験がある 

 MVC (モデルビューコントローラ) アーキテクチャに関する経験がある 

 この受験ガイドに示す参考資料および Salesforce から追加提供される必須の資料が学習

済みである 

この試験の受験者は、標準の Salesforce アプリケーションを管理できるか、モバイルアプリケー

ションを開発できるか、管理済み製品を開発して AppExchange に公開できるか、コールアウト、

API、メールサービスなどの連携の調整や設計ができるかどうかについては問われません。 
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セクション 3.  移行試験について 

Salesforce 認定 Platform デベロッパー移行試験の詳細は次のとおりです。 

 内容: 多肢選択/複数選択方式の 15 問 

 試験の所要時間: 30 分 

 合格点: 73% 

 受験可能な回数: 3 回／バージョン 

 受験料不要 

 受験方法: 監督なしオンライン試験 (受験日のスケジュールを設定して試験会場に行く必

要がありません)   

 前提条件: Salesforce 認定上級デベロッパー 1次試験に合格している必要があります。 
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セクション 4.  推奨トレーニングと参考資料 

この試験の準備として、Salesforce University では、実践経験、トレーニングコースの修了、

Trailhead トレイル、この受験ガイドの試験範囲セクションに示す分野の自己学習を組み合わせ

ることを推奨します。 

総合的なトレーニングのリストについては、Salesforce 認定に関するガイドをこちら (英語) から

ダウンロードしてください。  

集合研修に申し込む、またはオンライントレーニングを開始するには、Salesforce アプリケー

ションの画面右上 (ログインが必要) の [ヘルプ & トレーニング] リンクをクリックして、必要な

コースを検索してください。Salesforce を利用されていないお客様は、こちらから集合研修コー

スにお申し込みいただけます。  

Salesforce University では、以下のトレーニング資料を利用して学習することを推奨します。 

 Salesforce AppExchange Overview Demo (英語)  

 スキーマビルダー 

 スキーマビルダーへのアクセス方法 

 Trailhead: スキーマビルダーの使用 

 Apex ワークブック: プリミティブデータ型と変数 

 Apex ワークブック: sObject とデータベース 

 Apex 開発者ガイド: データ型および変数 

 Apex 開発者ガイド: 動的 Apex 

 Apex 開発者ガイド: Apex でのデータの操作 

 Apex 開発者ガイド: フローの制御ステートメント 

 Apex 開発者ガイド: Apex トランザクションおよびガバナ制限 

 トリガと実行の順序 

 Lightning コンポーネント開発者ガイド 

 Introducing Lightning Components (英語) 

 Apex 開発者ガイド:  Apex の呼び出し 

 Apex 開発者ガイド: Apex のテスト 

オンラインのドキュメント、ヒント集、ユーザガイドを参照するには、受験ガイドの試験範囲セ

クションに示されているトピックを検索し、これらのトピックに関連する情報を学習することを

推奨します。ドキュメント、ヒント集、ユーザガイドは、[ヘルプ & トレーニング] からもアクセ

スできます。また、PDF 形式のドキュメントをこちらから入手できます。 

Trailhead トレイルにはこちらからアクセスできます。  

https://www.salesforce.com/form/services-training/certification-journey-ebook.jsp
http://www.salesforce.com/jp/services-training/education-services/training/course-flow/#List
https://www.youtube.com/watch?v=BJzePKYnSqw
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=schema_builder.htm
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=schema_builder_working.htm
https://developer.salesforce.com/trailhead/data_modeling/schema_builder
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.apex_workbook.meta/apex_workbook/apex3_intro.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.apex_workbook.meta/apex_workbook/apex6_intro.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.apexcode.meta/apexcode/langCon_apex_datatypes_variables_intro.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.apexcode.meta/apexcode/apex_dynamic.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.apexcode.meta/apexcode/apex_data_intro.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.apexcode.meta/apexcode/langCon_apex_control_flow.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.apexcode.meta/apexcode/apex_limits_intro.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.apexcode.meta/apexcode/apex_triggers_order_of_execution.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.lightning.meta/lightning/
https://youtu.be/qm_kQFfRIaY
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.apexcode.meta/apexcode/apex_invoking.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.apexcode.meta/apexcode/apex_invoking.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.apexcode.meta/apexcode/apex_invoking.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.apexcode.meta/apexcode/apex_invoking.htm
http://resources.docs.salesforce.com/204/15/ja-jp/sfdc/pdf/sf.pdf
https://trailhead.salesforce.com/ja/
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セクション 5.  試験範囲 

Salesforce 認定プラットフォームデベロッパー移行試験では、以下の目的に関する受験者の知識

とスキルを評価します。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開

発の実践経験と、次の各機能を実際に利用した経験が必要です。 

 

 AppExchange を使用してアプリケーションの機能を拡張する一般的なシナリオを特定する 

 Apex 開発のスキーマ設計および変更の影響を説明する 

 エンティティの関係をまとめて図に表す方法を説明する 

 プログラムでオブジェクトスキーマにアクセスして利用する方法を説明する  

 Apex で変数および定数を宣言する方法、式を使用して値を割り当てる方法を説明する 

 Apex のプリミティブデータ型と複合データ型について、またこれらのデータ型を使用す

るケースを説明する 

 Apex フローの制御ステートメントを使用して適用する方法を説明する 

 Apex トランザクションにおけるガバナ制限の影響を説明する 

 Apex および Visualforce のセキュリティの脆弱性を排除するプログラミング手法を説明

する 

 Apex を使用することにより宣言的変更機能に与える影響を説明する 

 Lightning コンポーネントフレームワークのメリットを説明する 

 Lightning コンポーネントに含めることができるリソースを説明する 

 匿名実行での Apex 起動と単体テストの相違点を説明する 
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セクション 6.  認定資格の更新 

Salesforce の資格を保有する利点の 1 つに、新製品のリリースについて常に最新の情報を入手で

きることが挙げられます。リリース試験は、優秀な Salesforce 認定エキスパートであるために必

要とされる最新の情報を受験者が有することを確認する目的で実施されます。 

この資格を維持するには、オンラインで提供される Salesforce 認定 Platform 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。リリース試験の目的、出題数、要件および費用に関する

情報については、こちら を参照してください。 

Salesforce 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。 

 

アメリカ: 

www.salesforce.com/training 

電話: 1-877-TRAIN10 

Email: educationcoordinator@salesforce.com 

日本: 

www.salesforce.com/jp/services-

training/education-services/training/ 

電話:  03-4222-0710 

Email: jtraining@salesforce.com 

EMEA: 

www.salesforce.com/eu/training 

Email: trainingEMEA@salesforce.com 

/SalesforceUniversity 

@SalesforceU 

 

SALESFORCE UNIVERSITY について 

Salesforce University は、お客様の組織の Salesforce 環境の管理、開発、利用に役立つコースおよび認定制度の総合的なカタ

ログをご用意しています。チーム全体向けにカスタマイズされたプライベートコースを必要とされる場合も、徹底的な集合研

修に個人での参加を要望される場合も、Salesforce University が、成功のためのジャーニーの次のステップに導きます。

Salesforce への投資効果を最大限まで高められるようお手伝いいたします。いますぐお問い合わせください。 

http://www.salesforce.com/jp/services-training/education-services/cert/release-exam.jsp

