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SALESFORCE 認定 SHARING AND VISIBILITY デザイナー資格に

ついて 

Salesforce 認定 Sharing and Visibility デザイナー資格は、Force.com プラットフォームで安全で

拡張性の高いセキュリティモデルを設計できる知識、スキル、能力があることを証明したいアー

キテクト、アナリスト、アドミニストレーターを対象としています。Salesforce 認定 Sharing 

and Visibility デザイナーは、テクニカルソリューションを技術関係者に伝え、ビジネス要件を満

たして品質を保証するプロジェクトデリバリフレームワークを提供できる必要があります。  

 

試験に合格するために知っておくべき概念は次のとおりです。 

 

 複雑な要件に基づいて、Salesforce のセキュリティおよび共有モデルを設計する  

 セキュリティおよび共有モデルについて、システム設計上の考慮事項、利点、トレード

オフ、推奨事項を明示する 

 ベストプラクティスを使用して、複雑な要件での設計に使用する Salesforce の標準機能

を理解している 
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セクション 1.  この EXAM GUIDE の目的 

この受験ガイドは、Salesforce 認定 Sharing and Visibility デザイナー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詳細なリストなど、受験者が合格点に到達するため

に役立つ情報をご紹介します。Salesforce では、合格の可能性を高めていただくために、実務経

験と自己学習を組み合わせることを強く推奨します。 
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セクション 2.  対象者について: SALESFORCE 認定 SHARING AND 

VISIBILITY デザイナー 

Salesforce 認定 Sharing and Visibility デザイナーは、Salesforce プラットフォームで安全かつ拡

張性の高いソリューションを設計するために必要なセキュリティおよび共有要件を評価できるこ

とが求められます。デザイナーには、複雑なセキュリティおよび共有モデルを設計および実装し

た経験、ソリューションと設計の妥協点をビジネス関係者および技術関係者の両方に伝えた経験

が必要です。 

 

Salesforce 認定 Sharing and Visibility デザイナーに求められる経歴は次のとおりです。  

 Salesforce 技術の経験が 2 ～ 3 年 

 エンタープライズ環境における機密データの管理経験が 4 ～ 5 年 

 機密データの取り扱いに対応したセキュリティ手法およびデータポリシーの経験 

 

代表的な職種は次のとおりです。 

 上級アドミニストレーター 

 テクニカル/ソリューションアーキテクト 

 上級ビジネスアナリスト 

 
 

Salesforce 認定 Sharing and Visibility デザイナーの受験者は、以下の経験、スキル、知識、能力

が必要です。 

 

 条件に基づく共有ルールと所有権に基づく共有ルールの両方の使用方法と実装について

説明する 

 与えられたシナリオに従って、適切なオブジェクトリレーションを設計する 

 組織の共有設定がセキュリティモデルにどのように影響する可能性があるかを明示する 

 Salesforce のライセンスタイプが異なるとセキュリティおよび共有モデルにどのように

影響する可能性があるかを明示する 

 セキュリティモデルを設計する場合、ロール階層が決定事項にどのように影響する可能

性があるかを説明する 

 プロファイル設定がセキュリティおよび共有モデルにどのように影響する可能性がある

かを説明する 

 ロール階層、Apex 共有などの基本概念をレベルの異なる対象者に説明する 

 レコードの表示に関する各種セキュリティ機能、CRUD ベースのセキュリティ、レコー

ドレベルのアクセス権、およびこの 3 つの違いについて明示する 
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 宣言的機能の制限と、リスクおよび制限に関してより詳細にカスタマイズしたセキュリ

ティソリューションが必要なケースを説明する 

 Apex 共有について、またどのような場合にそれを使用するかを明示する 

 集計データを公開するために、ダッシュボード、管理者として実行される Apex、

Visualforce ページ、またはその他の「コンテキスト内での実行」ツールを使用する場合

のセキュリティへの影響を明示する 

 推奨されたソリューションについて、パフォーマンスおよび拡張性の問題を特定し、軽

減する 

 セキュリティモデルを検証するテストプロセスを開発する 

テリトリー管理や取引先チームの使用を要するような複雑な共有の使用事例を明示する 

 

この試験の受験者は、場合によっては以下のサポートが必要です。 

 トークン化戦略を設計および実装する 

 プラットフォーム外のデータセキュリティに関する考慮事項を特定する 

 周辺プラットフォームのデータセキュリティに関する考慮事項 (AppExchange など) や

その他の Salesforce 製品 (Heroku など) を決定する 

 特定のセキュリティ構成要素 (SSL、RSA など) がどのように機能するかを説明する 

 要件収集の一般的な事例を特定する 

 共有する大規模なデータセットのパフォーマンス上の問題と拡張性を判断する 

 LDV シナリオでどのタイプの共有が影響を受けるかを判断する 

 特定の種類のデータについてセキュリティ要件を決定する(PCI、PII、HIPPA など) 

 最小権限、多層防御、フェイルセーフなどのセキュリティの概念を明示する 

 プロジェクトおよび開発ライフサイクル方法論を実装する 

 アイデンティティ管理と SSO アーキテクトを定義する 

 

この試験の受験者は、次の知識は問われません。 

 複雑なロール階層の設計 

 セキュリティ設計における LDV の影響の測定および予測 

 機密データに関する法的な要件の文書化および収集 

 組織合併におけるセキュリティ設計 

 セキュリティ設計のテスト計画の作成 
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セクション 3.  試験について  

Salesforce 認定 Sharing and Visibility デザイナー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 60 問*  

 試験の所要時間: 90 分  

 合格点: 68%  

 受験料: 40,000 円（税抜） 

 受験方法: 試験会場で実施される監督付き試験。 

 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。 

 前提条件: なし 

*Salesforce 認定試験では、試験問題の改善に関するデータ収集のため、試験の中で点数に関係

のない質問をすることがあります。点数に関係のない質問は、評価対象の 60 問の試験問題とは

別に出題され、試験の最終的な点数には影響しません。 
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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、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。 

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
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 Sharing and Visibility デザイナー試験では、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、連携アーキテクチャアプリケーションの実践経験があり、以下

に示す各分野の知識と専門技術が必要です。 

 

宣言的共有 

 与えられた特定の顧客シナリオに従って、異なるタイプの情報へのユーザアクセス

を許可および制限するために必要となる、該当するオブジェクトおよび項目レベル

セキュリティ設定の適切な使用および制限について説明する 

 与えられた特定の顧客シナリオに従って、適切なデータアクセス権をしかるべき

ユーザに付与する宣言的プラットフォームセキュリティ機能のすべてに必要な関連

設定を説明する 

 適切な表示およびコラボレーションの要件が満たされるように、取引先チームの使

用事例を適切に評価し、取引先チームを実装する能力を示す 

 セキュリティに関する考慮事項に留意しながら、グループやロールなどのセキュリ

ティ機能を使用して、異なるグループにビューとフォルダを効果的に区分する方法

を示し、レコードレベルのセキュリティに関する考慮事項とどのように異なるかを

示す 

 与えられた特定の顧客の組織階層に従って、レコード共有に対するロール階層の影

響を説明する 

 外部ユーザが関与する与えられたシナリオに従って、異なるタイプのコミュニティ

ユーザ (社内、顧客コミュニティ、パートナーコミュニティなど) に適切にレコー

ドを表示するために、セキュリティおよび共有設定をどのように利用できるかを説

明する 

 特定の顧客シナリオに従って、より複雑なセキュリティ要件に対処するために、

Territory Management 2.0 をどのように適用するか、または適用しないかを認識し

ている 

 顧客の特定データストレージとデータ格納先について与えられた要件に従って、

Salesforce の宣言的およびプログラミング的セキュリティ機能を適切に利用する

市場のソリューションオプションを知っている 

割合 

67% 
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 共有およびセキュリティモデルについて与えられたアーキテクトの設計および設定

に従って、共有および表示の検証方法を説明する 

 

パフォーマンス 

 特定の複雑な顧客組織の設定に従って、Apex 共有 (および計算) がシステムパ

フォーマンスにどのような影響を与えるかを説明する  

 特定の複雑な顧客組織の設定に従って、多数のユーザおよびレコードにおいてもメ

ンテナンス可能なセキュリティモデルを設計する 

 

 

プログラミング的共有 

 与えられたシナリオに従って、宣言的機能を使用すると満たせない要件を達成する

ために、プログラミング的共有機能を活用したソリューションを設計する 

 与えられたシナリオに従って、データ表示に関連したプログラミング的カスタマイ

ズ (Apex および Visualforce) のセキュリティリスクを最小限にする方法を説明す

る 

 プログラミング的セキュリティソリューションを検証する単体テストを適切に設計

する方法を示す 

 プログラミング的ソリューションの設計時にオブジェクトおよび項目レベルの権限

を適切に適用する方法を示す 

 

  

割合 

25% 

割合 

8% 
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セクション 6.  サンプル問題 

以下の質問は、Salesforce 認定 Sharing and Visibility デザイナー試験のサンプル問題です。問題

はあくまで出題形式に慣れていただくためのものであり、試験に合格するかどうかを判断するた

めの問題ではありません。実際の問題の難易度は、以下のサンプル問題とは異なる場合がありま

す。 

 

1. あるリモートユーザから、自分が作成した非公開の取引先リストビューを実行すると特

定の取引先が表示されないという苦情が寄せられました。この問題をトラブルシュー

ティングするため、システム管理者はどのようにサポートできますか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

A. そのユーザの場所に VPN 接続して、リモートデスクトップセッションを確立す

る 

B. そのユーザからリストビューのリンク URL をメールで送ってもらい、調査する 

C. 別名でログイン機能を使用して、そのユーザがログインしたときに表示される内

容を確認する 

D. 自分で問題を解決できるように、そのユーザを一時的にシステム管理者に設定す

る 

2. ユニバーサルコンテナ社は営業部門のカスタムプロファイルを作成し、「参照」および

「編集」のアクセス権をカスタムオブジェクトのカテゴリ項目に設定しました。営業部

門プロファイルに割り当てられている 100 名のユーザのうち 3 名のカテゴリ項目に「参

照のみ」のアクセス権を設定するように新たな依頼がありました。   

アーキテクトはこの依頼にどのように対応できますか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

A. カテゴリ項目に「参照のみ」の権限セットを作成して、該当ユーザに割り当てる  

B. カテゴリに「編集」アクセス権がない新規プロファイルを作成して、該当ユーザ

に割り当てる  

C. カテゴリ項目セットを「参照のみ」に設定した新規ページレイアウトを該当ユー

ザ用に作成する  

D. カテゴリに「参照のみ」アクセス権を付与するカスタム権限を作成して、該当

ユーザに割り当てる  
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3. ユニバーサルコンテナ社では、営業 VP が 6 か月ごとに商談チームの編成を変更します。

各商談チームは次の人材で構成されています。  

o AE (所有者) 

o 営業エンジニア 

o オーバーレイメンバー 

o 営業担当  

アーキテクトは、商談チームのメンバーが適切な商談レコードにアクセスできるようメ

ンバーを再編成するために、何を使用する必要がありますか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

A. ユーザ設定メニューで、[進行中の商談でチームメンバーを更新する] をクリック

する 

B. デフォルトチームをクエリして進行中の商談を更新する Visualforce ページを構

築する  

C. 商談レコードの詳細ページで、「チームメンバーの更新」機能を使用する  

D. 商談タブのホームページで、商談チームの一括再割り当てウィザードを使用する  

4. ユニバーサルコンテナ社では、国内のコールセンター向けに、3 か月前に Service Cloud 

の大規模な展開に成功しました。最も顧客取引先の数が多い企業のひとつであるユナイ

テッドオートモーティブ社のオープンケースは 15,000 件を超えています。エージェン

トが、ユナイテッドオートモーティブ社に新規ケースをオープンするときに問題が発生

しています。ケースを作成しようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。 

  UNABLE_TO_LOCK_ROW  

このエラーは、ユナイテッドオートモーティブ社の取引先にのみ発生することがわかっ

ています。再度ケースを保存しようとすると通常は保存できますが、問題の発生回数が

増えているようです。 

アーキテクトはどの選択肢を推奨すべきですか？  
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答えを 1 つ選んでください。 

A. すべての取引先の共有ルールを見直し、カスタマーサービスチームにユナイテッ

ドオートモーティブ社の取引先への「参照・更新」アクセス権を付与する  

B. ユナイテッドオートモーティブ社の取引先構造を見直して、取引先を複数の支店

取引先に分割する  

C. すべてのケース共有ルールを見直して必要に応じて統合し、共有ルールの合計数

を減らす  

D. カスタマーサービスプロファイルを見直し、適切なケース項目および取引先項目

への「参照・更新」アクセス権を付与する  

5. レポートの作成と編集の権限を付与するために割り当てることができるライセンスタイ

プはどれですか？ 

答えを 2 つ選んでください。 

A. カスタマーコミュニティプラス 

B. カスタマーコミュニティ 

C. カスタマーコミュニティプラスログイン 

D. パートナーコミュニティプラスログイン 
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セクション 7.  サンプル問題の回答 

1. C 

2. B 

3. D 

4. B 

5. A、C 
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セクション 8.  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 Salesforce 認定 Sharing and Visibility デザイナー資格を維持するには、オンラインで提供さ

れる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 1 回公開されます。 

Salesforce 認定 Sharing and Visibility デザイナーの最初のリリース試験は、Spring '17 より提供

する予定です (Winter '17 では実施されません)。 

アメリカ :  

www.salesforce.com/training 

電話: 1-877-TRAIN10 

Email: educationcoordinator@salesforce.com 

アジア太平洋 :  

www.salesforce.com/au/training 

電話: 1-800-789-984 

Email: apactraining@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。 


