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SALESFORCE 認定 FIELD SERVICE LIGHTNING コンサルタント

プログラムについて 

Salesforce 認定 Field Service Lightning プログラムは標準的な知識を数多く定義して、フィー

ルドサービス市場内に体系的なスキルセットを構築し、Salesforce 認定  Field Service

Lightning コミュニティ内のスキルと知識に一貫性を与えます。Salesforce 認定 Field Service

Lightning コンサルタントプログラムの目的は、パートナーおよび Salesforce チーム (サービ

ス、CFL、サポートなど) の優秀な実装コンサルタントに試験を行い、認定することです。

Field Service Lightning を実装している組織の Salesforce 上級レベルの管理者もこの対象に含

まれます。
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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 Field Service Lightning コンサルタント試験に向けて準備

していただくために作成されています。このガイドでは、試験の対象者、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について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 FIELD 

SERVICE LIGHTNING コンサルタント 

Salesforce 認定 Field Service Lightning コンサルタントは、Salesforce アプリケーションの管

理および設定の経験があり、フィールドサービス業務について顧客にコンサルティングを行

うことができます。さらに、お客様と直接関わる役割で、Salesforce Service Cloud および 

Field Service Lightning のソリューションを実装することができます。コンサルタントは、

Salesforce アプリケーションを使用して、フィールドサービスのビジネスプロセスと要件を

サポートするソリューションを設計し、リリースすることができます。コンサルタントは、

Field Service Lightning 機能を使用するソリューションの設計経験があり、お客様の組織内で

のソリューションの設計を主導できます。フィールドサービス業界での経験とモバイルソ

リューションの専門知識があり、一般的なお客様のシナリオに沿って複数のアプリケーショ

ンを実装するために必要な知識など、Salesforce アプリケーションをよく理解しています。

コンサルタントは、約 2 ～ 5 年のシニアビジネスアナリストの経験に加えて、フィールド

サービス環境で 2 年以上の経験があり、次に示すスキルを習得しています。 

 
 フィールドサービスのライフサイクル 

 Salesforce 製品ラインの説明 (Service Cloud、コミュニティ、ナレッジ、モバイル、 

プラットフォーム、Sales Cloud、Field Service Lightning) 

 フィールドサービスのソリューションの適切な設計および実装 

 拡張および保守が可能な次のフィールドサービスソリューションの構築 

o スケジュール設定と最適化 

o サービス人員の管理 

o 納入商品管理 

o 在庫管理 

o 作業指示とサービス予約のライフサイクル管理 

o 契約、エンタイトルメント、保証 

o モバイル対応 

o 見積と請求 

 Field Service Lightning の機能と顧客ニーズに基づいたビジネスプロセスの最適化の

指示 
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セクション 3. 試験について  

Salesforce 認定 Field Service Lightning コンサルタント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: 70% 

 受験料: 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。 

 受験方法: 試験会場で実施される監督付き試験 

 前提条件: Salesforce 認定アドミニストレーター資格かつ Salesforce 認定 Service Cloud 

コンサルタント資格の保持 

 注意: 

o 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。 

o 問題と解答を考えるときは、Lightning Experience または Salesforce Classic の

いずれかで利用できる機能も含め、現在利用可能なすべての機能を検討してくだ

さい。 
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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。 

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。 

  

http://www.salesforce.com/jp/services-training/education-services/training/course-flow/#List
http://resources.docs.salesforce.com/206/15/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 Field Service Lightning コンサルタント試験では、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、Salesforce Service Cloud ソリューションおよび 

Field Service Lightning ソリューションの実装の実践経験と、次の各機能を実際に利用した経

験が必要です。 

 

納入商品の管理 

 基本の手順を応用して、部品表 (BoM) を維持および更新する  

 納入商品の設置、移動、撤去を管理および追跡する方法を決定する  

 

 

契約、エンタイトルメント、保証の設定  

 基本の手順を応用して、作業指示オブジェクトのエンタイトルメントプロセ

スを設定する 

 与えられたシナリオに従って、アップセルを行ったり必要なエンタイトルメ

ントを追加したりするためのオプションを評価する 

 エンタイトルメントモデルを推奨し、顧客のシナリオに適用する  

 

 

ケースの管理 

 フィールドサービスのシナリオに基づいてケースのトラブルシューティング、

エスカレーション、解決を行う  

 作業指示のプロセス、パラメータ、テンプレートを構築する方法を決定する  

 

 

作業指示の管理 

 基本の手順を応用して、作業指示を作成し、納入商品、取引先、取引先責任

者に関連付け、場合によりエンタイトルメントにも関連付ける 

 人員の要件を明確にする 

 作業指示に必要な部品を適用する方法を判断する 

 基本の手順を応用して、作業指示の完了に必要なデータを取得する 

 効果的な KPI の測定に必要な属性を特定する 

 顧客の署名プロセスの実行要件と必要なツールの評価を行う 

 作業指示のクローズプロセスと関連するフォローアップ ToDo を決定する  

 

 

割合 

5% 

割合 

8% 

割合 

32% 

割合 

7% 
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スケジュール設定の管理と最適化  

 技術者または設備を割り当てて、作業指示をスケジュール設定する 

方法を特定する  

 サードパーティのサービス人員を組み込む方法を推奨する  

 与えられた顧客の要件に従って、作業指示の実行に必要なサービス予

約のライフサイクルを決定する 

 ビジネスで成果を上げるスケジュール設定ポリシーを定義する  

 基本の手順を応用して、ビジネス要件に基づいて複数のスケジュール

設定シナリオが含まれる派遣を管理する 

 

 

モバイル対応の設定 

 クイックアクションを利用するケースを決定する 

 主要なビジネスプロセスに合わせて Field Service アプリケーションを設定

する方法を決定する 

 Field Service モバイルと SalesForce1 の機能の違いを把握する 

 基本の手順を応用して、モバイル環境でサービス予約を完了する  

 

 

在庫の管理  

 与えられたビジネス要件に従って、商品に対応する価格表モデルを決定する 

 与えられたビジネス要件に従って、適切な在庫モデルをサポートする原則を

特定する 

 

 

割合 

3% 

割合 

28% 

割合 

17% 
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セクション 6. サンプル問題 

以下の問題は、Salesforce 認定 Field Service Lightning コンサルタント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、設置や撤去に特別な専門技術が必要な基本設備を設

置しました。さらに、設備の種類によって作業が大幅に変わることがあります。 

 
設置と撤去の作業を効率的に管理するために、コンサルタントはどのソリューション

を推奨すべきですか？ 

A. 入力規則と作業種別 

B. 作業種別とスキル要件 

C. スキル要件とエンタイトルメント 

D. マイルストンとサービス予約 

 

2. ユニバーサルコンテナ社では、多様な商品ラインを販売しており、部品で構成され

ているものもあります。同社は、部品レベルに適用するサービスプランを販売した

いと考えています。 

 
コンサルタントはどのレベルの追跡を推奨すべきですか？  

A. サービス契約レベル 

B. 契約品目レベル 

C. 取引先レベル 

D. 商品モデルレベル 

 

3. ユニバーサルコンテナ社ではエンタイトルメント管理を導入しました。メール経由

で作成されたケースにエンタイトルメントを自動的にリンクする必要があります。 

 
コンサルタントはどのようにしてこの要件を実装できますか？ 

A. Visualforce ページ 

B. ワークフロールール 

C. Apex トリガ 

D. 割り当てルール 

 

  



SALESFORCE 認定 FIELD SERVICE LIGHTNING コンサルタント 

 

 

©Copyright 2017 Salesforce.com, inc. All rights reserved. 9 

4. ユニバーサルコンテナ社のサービスマネージャは、フィールド技術者がモバイルデ

バイスから顧客の設置済み商品の概略図にアクセスでき、他の有用なドキュメント

を検索できるようにしたいと考えています。  

 
コンサルタントはこの要件に対応するために何を設定すべきですか？ 

A. ソリューション用の作業指示のカスタム項目 

B. 作業指示にリンクできるナレッジベースの記事 

C. 作業指示にリンクされているカスタム Visualforce ページ 

D. 設置済み商品の納入商品階層 

  

5. ユニバーサルコンテナ社のフィールド技術者は、Field Service モバイルアプリケー

ションのサービス予約概要画面の上部で作業指示の町名・番地、件名、状況、取引

先を確認する必要があります。 

 
コンサルタントは、これらの項目をどこで更新すべきですか？  

A. サービス予約ミニページレイアウト 

B. 作業指示コンパクトレイアウト 

C. 作業指示項目セット 

D. サービス予約モバイルページレイアウト 
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セクション 7. サンプル問題の解答 

1. B 

2. C 

3. B 

4. D 

5. B 
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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。 

この資格を維持するには、オンラインで提供される Salesforce 認定アドミニストレーターの

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。 

SALESFORCE UNIVERSITY コースにオンラインでご登録いただくか、エキスパートにご相談ください。 

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

