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SALESFORCE 認定 DEVELOPMENT LIFECYCLE AND 

DEPLOYMENT デザイナー資格について 

Salesforce 認定 Development Lifecycle and Deployment デザイナー資格は、Force.com プラット

フォームの開発およびリリースアクティビティの管理と、ビジネス関係者と技術関係者へのテク

ニカルソリューションの効果的な伝達における必須のスキルおよび経験を有するプロフェッショ

ナルを対象としています。  
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セクション 1.  この受験ガイドの目的 

この受験ガイドは、Salesforce 認定 Development Lifecycle and Deployment デザイナー認定試験

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、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。  
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セクション 2.  対象者について: SALESFORCE 認定 

DEVELOPMENT LIFECYCLE AND DEPLOYMENT デザイナー 

Salesforce 認定 Development Lifecycle and Deployment デザイナーは、環境および要件を分析し

て、適切なガバナンスフレームワークを設計し、Force.com プラットフォームで開発およびリ

リースのライフサイクルを管理した経験があることが求められます。デザイナーには、複雑な開

発およびリリース戦略を設計して実装した経験のほか、提案するソリューションと設計のトレー

ドオフについてビジネス関係者と技術関係者の両方に伝えた経験が必要です。 

Salesforce 認定 Development Lifecycle and Deployment デザイナーに通常求められる経歴および

経験は次のとおりです。 
 

 コンピューターサイエンスの理学士号または同等の学位 

 Salesforce プラットフォームの経験が 2 ～ 3 年 

 Salesforce プロジェクトの実務または管理による Salesforce の経験が 1 ～ 2 年 

 運営委員会に参画した経験が 1 ～ 2 年 

 エンドツーエンドのソフトウェア開発ライフサイクルプロジェクトの経験が 1 回以上 

 

代表的な職種は次のとおりです。 

 テクニカルリード 

 デベロッパーリード 

 プロジェクトマネージャ 

 リリースマネージャ 

 環境マネージャ 

 テクニカルアーキテクト 

 デベロッパー 

 テスト担当者 

 

Salesforce 認定 Development Lifecycle and Deployment 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。 

 開発手法およびトレードオフを伝える 

 代替の開発手法を提供する 

 変更管理およびリリース管理を通してガバナンスを保証する 

 環境管理におけるガバナンスを保証する 

 リリース戦略を効果的に策定して実行する 

 技術ツールを使用してリリース戦略と環境に配慮したアプローチを実行する 

 メタデータ API の機能と特徴を説明する 
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 メタデータ API のアクセスに利用できるツール (Force.com 移行ツール、Force.com 

IDE、変更セット) の機能と制約を説明する 

 ソース管理と継続的インテグレーション、その使用方法と推奨ケースを説明する 

 テスト手法を活用する 

 復元およびバックアップの戦略を説明する 

 リリース KPI を理解する 

 Salesforce リリーススケジュールに従い、スケジュールがリリースとプロジェクトに与

える影響を理解する 

 

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。 

 環境の設定 

 コード開発 

 テスト実行 

 コード移行 

 継続的インテグレーション/開発アーキテクチャの設定 

 ガバナンスプロセスの設定 

 

この試験の受験者は、次の知識は問われません。 

 Ant 移行スクリプトの作成 

 ソース管理環境の設定 
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セクション 3.  試験について  

Salesforce 認定 Development Lifecycle and Deployment 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 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 Development Lifecycle and Deployment 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。  

 

環境 

 顧客の環境および要件に従って、適切な組織戦略を定義しながら、ビジネス、技

術、アーキテクチャに関する考慮事項を評価する 

 与えられた顧客シナリオに従って、適切な種類の Sandbox を利用する環境 

(Sandbox) 戦略を定義する (複数プロジェクトのストリーム、トレーニング要件、

ステージング、本番組織、ホットフィックスなど) 

 複数プロジェクトのストリーム、トレーニング要件、ステージング、ホットフィッ

クスを考慮に入れながら、Sandbox 戦略を特定のリリース計画に適用して対応付

ける 

 新規 Salesforce リリースに関する顧客シナリオに従って、リスクを軽減する適切

な戦略を推奨する 

 特定の要求が含まれる詳細な顧客環境シナリオに従って、要求を本番環境に直接組

み込む場合の影響を説明する 

 与えられた顧客シナリオに従って、ソース管理で分岐/バージョン/マージ設定を使

用する方法を説明し、適切な戦略を推奨する 

 

アプリケーションライフサイクル管理   

 与えられたプロジェクトリスクと顧客要求に従って、さまざまな開発手法の利点と

リスクを評価する方法を説明し、顧客環境に基づいて適切な手法を推奨する 

 与えられた顧客シナリオに従って、適切なリリース管理戦略を説明して推奨する 

 

テスト 

 与えられた顧客シナリオに従って、適切なテスト手法を説明して推奨する 

 

割合 

15% 

割合 

17% 

割合 

10% 
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ガバナンス 

 与えられた顧客シナリオに従って、適切なガバナンスフレームワークを分析して推

奨する 

 

 

リスクの特定と軽減 

 顧客環境のリスクを把握して、適切な軽減戦略を明確にする 

 

 

変更セット 

 与えられたシナリオに従って、適切なリリース戦略のコンポーネントとツールを比

較対照して推奨する 

 

 

メタデータ API 

 与えられたシナリオに従って、リリースにメタデータ API を使用する場合の機

能、制限、考慮事項を説明する  

 

 

継続的インテグレーション手法 

 与えられた複雑な顧客シナリオ機能に従って、ソース管理、自動化テスト、リリー

スツールの適切な使用を特定し、関係するプロセスを明確にする能力を提示する 

  

割合 

8% 

割合 

17% 

割合 

5% 

割合 

10% 

割合 

12% 
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手法ツール 

 アジャイルツール (Agile Accelerator など) を使用してアジャイル開発プロセ

スをサポートする利点を説明する 

 

 

パッケージの把握 

 与えられたシナリオに従って、管理パッケージまたは未管理パッケージを使用する

場合の使用事例と考慮事項を分析して説明する 

 

 

 

 

 

  

割合 

3% 

割合 

3% 
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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 Development Lifecycle and Deployment 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. ユニバーサルコンテナ社では、開発者たちがコードを上書きして、単体テスト失敗の責任を

押しつけ合う事態が起きています。また、Salesforce 組織で財務報告を生成するため、顧問

弁護士から、法令順守のためにシステムに対する変更の監査を開始するように勧められまし

た。 

両方の問題に対処するには、テクニカルアーキテクトは何を推奨すべきですか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

 

A.  Salesforce システム監査ログをオフラインデータベースに定期的にエクスポートする 

B.  ソース管理システムを実装して、開発者がソース管理の変更をコミットするように求め

る 

C.  開発者は別々の Sandbox で作業して、単一のソフトウェア統合 Sandbox にコードを定

期的にマージする 

D.  要件トレーサビリティマトリックスを実装する 

 

2. ユニバーサルコンテナ (UC) 社では、高度な見積ができる新しいアプリケーションをパート

ナーから購入しました。UC 社ではちょうど、ニーズに合わせてアプリケーションを変更で

きるように開発者を雇ったところです。  

アーキテクトはどのパッケージ種別を推奨すべきですか？ 

答えを 2 つ選んでください。 

 

A.  パートナーの Developer Edition 組織で開発された未管理パッケージ 

B.  パートナーの Developer Edition 組織で開発された管理パッケージ 

C.  Developer Edition 組織で開発された未管理パッケージ 

D.  Developer Edition 組織で開発された管理パッケージ 

 

3. アジャイルとウォーターフォールのどちらが適切か尋ねられた場合、アーキテクトは何を考

慮すべきですか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

 

A.  急速に変化するビジネス要件 
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B.  プロジェクトの予算と期間 

C.  関係者の数 

D.  プロジェクトの技術的な複雑さ 

 

4. ユニバーサルコンテナ (UC) 社には、高度にカスタマイズされた組織があります。まもなく 

Salesforce リリースがあります。UC 社の Sandbox はすでに次のリリースにアップグレード

済みです。 

カスタマイズが新しいリリースの影響を受けないようにするには、UC 社はどのようなアク

ションを実行すべきですか？ 

答えを 2 つ選んでください。 

A.  アップグレードした Sandbox ですべての単体テストを実行して、コードが影響を受けて

いないことを検証する 

B.  アップグレードした Sandbox のコードを確認して、自動更新がコードに適用されていな

いことを確認する 

C.  アップグレードの前には必ず、Salesforce がすべてのコードと設定をテストするため、

テストは必要ない 

D.  リリースで更新された機能を確認し、更新された機能の影響を把握するために機能テス

トを実行する 

 

5. まもなく Salesforce リリースがあります。ユニバーサルコンテナ (UC) 社の Sandbox はす

でに次のリリースにアップグレード済みです。UC 社では、アップグレード済みの Sandbox 

でコードを開発しているため、前のリリースを使用している本番組織にコードをリリースす

る必要があります。  

これらの変更を本番組織にリリースするには何が必要ですか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

 

A.  すべてのメタデータ型が標準的に本番組織にリリースされるため、調整は必要ない 

B.  アップグレード済みの Sandbox から古いリリースの本番組織にリリースすることはでき

ない 

C.  バージョン設定されているメタデータは、リリース前に前の API バージョンにダウング

レードする必要がある 

D.  Full Sandbox からリリースする場合は、調整は必要ない 
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セクション 7.  サンプル問題の回答 

1. B 

2. A、C 

3. A 

4. A、D 

5. 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 Data Architecture and Management 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 Development Lifecycle and Deployment 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 では提供されません)。 

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。 


