
 
 

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

Certification Exam Guide 

 
 
 
 
 

SALESFORCE 認定  

PLATFORM アプリケーションビルダー 
 
Spring '17 

 



SALESFORCE 認定 PLATFORM アプリケーションビルダー 

 
 

 

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

目次 

Salesforce 認定 Platform アプリケーションビルダー 資格について ............................... 1 

セクション 1.  受験ガイドの目的 .................................................................................... 2 

セクション 2.  対象者について: Salesforce 認定 Platform アプリケーションビルダー ... 3 

セクション 3.  試験について ........................................................................................... 4 

セクション 4.  推奨トレーニングと参考資料 .................................................................. 5 

セクション 5.  試験範囲 .................................................................................................. 6 

セクション 6.  サンプル問題 ........................................................................................... 9 

セクション 7.  サンプル問題の解答 .............................................................................. 11 

セクション 8.  認定資格の更新 ..................................................................................... 12 

 

 



SALESFORCE 認定 PLATFORM アプリケーションビルダー 

 

 
©Copyright 2017 Salesforce.com, inc. All rights reserved. 1 

SALESFORCE 認定 PLATFORM アプリケーションビルダー 

資格について 

Salesforce 認定 Platform アプリケーションビルダー資格は、Force.com プラットフォームの宣言

的カスタマイズ機能を使用したカスタムアプリケーションの設計、構築、リリースのスキルと知

識があることを証明したい方を対象としています。受験者は、データモデル、アプリケーション

セキュリティ、ビジネスロジック、プロセスの自動化を作成、管理、更新できることが求められ

ます。 

試験に合格するには、たとえば次の概念を理解する必要があります。 

 カスタムアプリケーションのデータモデル、ユーザインターフェース、ビジネスロジッ
ク、セキュリティの設計 

 モバイルで使用するアプリケーションのカスタマイズ 

 レポートとダッシュボードの設計 

 カスタムアプリケーションのリリース 
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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 アプリケーションビルダ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.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。 
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セクション 2.  対象者について: SALESFORCE 認定 PLATFORM 

アプリケーションビルダー 

Salesforce 認定 Platform アプリケーションビルダー資格は、Force.com プラットフォームのカス

タムアプリケーション開発経験があり、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 アプリケーションビルダーは通常、6 か月から 1 年の Force.com プラッ

トフォームまたは同様のプラットフォームのアプリケーション構築経験が必要です。 

Salesforce 認定 Platform アプリケーションビルダ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機能に精通している 

 Salesforce のライセンスタイプと関連する考慮事項を認識している 

 ビジネスプロセスとレポート要件に対応するアプリケーションを設計できる 

 プラットフォームのソーシャル機能とモバイル機能に精通し、モバイルデバイスでのビ
ジネスアプリケーションの使用および最適化に習熟している 

 Salesforce 開発環境と、Force.com プラットフォームでのアプリケーションのリリース

および変更管理に利用できるオプションに精通している 

 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修の資料が学習済み

である 

この試験の受験者は、Sales Cloud または Service Cloud の管理能力、プログラム開発経験 (Apex 

や Visualforce など) があるか、Apex または JavaScript を使用してカスタム Lightning コンポー

ネントを設計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.  試験について 

Salesforce 認定 Platform アプリケーションビルダ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* 

 合格点: 63% 

 受験料: 20,000 円（税抜）  

 試験の所要時間: 90 分 

 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。 

 前提資格: ありません。ただし、コースへの参加を強く推奨します。 

 

*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、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。 

 

この試験では、次の集合研修トレーニングを推奨します。 

 集合研修トレーニング: Force.com 基礎 (DEV 401) 

 

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 Platform アプリケーションビルダー試験では、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 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。 

 

SALESFORCE の基本 

 Salesforce スキーマの主要な CRM オブジェクトの機能を説明する 

 与えられたシナリオに従って、宣言的カスタマイズの限界とプログラミン
グによるカスタマイズのユースケースを特定する 

 AppExchange を使用した組織拡張の一般的なシナリオを特定する 

 

データモデリングおよび管理   

 与えられたシナリオに従って、適切なデータモデルを決定する 

 各種リレーション種別の機能および、レコードアクセス、ユーザインター
フェース、レポートについてそれぞれのリレーション種別が与える影響を

説明する 

 項目のデータ型を変更する場合の考慮事項を明確にする 

 与えられた複数の要件に従って、考慮事項を明確にし、適切な項目データ
型を選択する 

 スキーマビルダの機能と考慮事項を説明する 

 データをインポートおよびエクスポートする場合のオプションと考慮事項
を説明する 

 外部オブジェクトの機能とユースケースを説明する 

 

セキュリティ 

 オブジェクト、レコード、項目へのアクセスの制限および拡張に利用でき
る機能を説明する 

 与えられた複数のビジネス要件に従って、適切な共有ソリューションを決
定する 

 

  

割合 

10% 

割合 

8% 

割合 

20% 
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ビジネスロジックとプロセスの自動化 

 レコードタイプの機能とユースケースを説明する 

 数式項目の機能とユースケースを説明する 

 積み上げ集計項目の機能、ユースケースおよび影響を説明する 

 入力規則の機能とユースケースを説明する 

 承認プロセスの機能とユースケースを説明する 

 ワークフロー、Visual Workflow、プロセスビルダーの機能とユースケース

を説明する 

 与えられた複数のビジネス要件に従って、ビジネスプロセスを自動化する
ソリューションを推奨する 

 項目自動更新によって生じる問題と再帰の可能性を説明する 

 

ソーシャル 

 ソーシャルの機能とユースケースを説明する 

 

ユーザインターフェース 

 ユーザインターフェースのカスタマイズオプションを説明する 

 カスタムボタン、リンク、およびアクションの機能とユースケースを説明する 

 アプリケーションに Lightning コンポーネントを組み込む場合に利用できる

宣言的オプションを説明する 

 与えられたシナリオに従って、適切なユーザインターフェース設計を決定する 

 

レポート 

 レポート、レポートタイプ、ダッシュボードの作成時に利用できる機能を
説明する  

 

モバイル 

 Salesforce1 モバイルアプリケーションのユーザインターフェースに利用で

きる宣言的カスタマイズオプションを説明する 

 与えられた複数の要件に従って、Salesforce1 ユーザエクスペリエンスを最

適化できるグローバルアクション、オブジェクト固有のアクション、アク

ションレイアウトを決定する 

割合 

3% 

割合 

3% 

割合 

3% 

割合 

3% 

割合 

14% 

割合 

5% 

割合 

5% 

割合 

27% 
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アプリケーションのリリース 

 アプリケーションのライフサイクルを管理する場合の主なマイルストンと
考慮事項を説明する 

 Sandbox を使用する場合の Sandbox の種類の相違点と考慮事項を説明する 

 変更セットを使用する場合の機能と考慮事項を説明する 

 未管理パッケージを使用する場合のユースケースと考慮事項を説明する 

 与えられたシナリオに従って、適切なリリース計画を決定する 

 

 

  

割合 

8% 
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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 Platform アプリケーションビルダ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. 標準の Lightning コンポーネントは、Lightning アプリケーションビルダーツールのどこに配

置できますか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

A. キャンバス 

B. コンソールレイアウト 

C. ミニページレイアウト 

D. モバイルカード 

 

2. ユニバーサルコンテナ社のアプリケーションビルダーは、取引先の評価を、その取引先に関

連付けられたすべての取引先責任者に表示する必要があります。 

 

取引先責任者のテキスト数式項目にどの数式を設定すると、目的にかなった値を表示できま

すか？ 

答えを 2 つ選んでください。 

A. CASE(Account.Rating, Hot, Hot, Warm, Warm, Cold, Cold, Not Rated) 

B. CASE(Account.Rating, "Hot", "Hot", "Warm", "Warm,", "Cold", "Cold", "Not Rated") 
 

C. Account.Rating 

D. Text(Account.Rating) 

 

3. ユニバーサルコンテナ社では社内の開発リソースが限られていますが、自社の商品用にオン

ライン支払い処理をサポートしたいと考えています。  

この要件を満たすには、どのようなソリューションを推奨しますか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

A. 価格表、商品、支払いスケジュールをこの機能を有効にするように設定する 

B. 開発者と一緒に支払い処理のカスタムコードを開発する 
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C. 外部支払いゲートウェイにメッセージを送信するようにアウトバウンドメッセージを設定

する 

D. 支払いゲートウェイ処理を提供する AppExchange 製品をインストールする 

 

4. ユニバーサルコンテナ社では、カスタムオブジェクトに別のカスタムオブジェクトの関連レ

コード数を集計する積み上げ集計項目を作成する必要があります。 

積み上げ集計を作成する前に、どこにどの項目種別が存在する必要がありますか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

A. 親オブジェクトに参照関係項目が存在する 

B. 子オブジェクトに参照関係項目が存在する 

C. 親オブジェクトに主従関係項目が存在する 

D. 子オブジェクトに主従関係項目が存在する 

 

5. ユニバーサルコンテナ社は、リードの取引を開始するユーザに基づいて、取引開始済みリー

ドの取引先、取引先責任者、商談のレコードタイプを設定する必要があります。   

これを実現するにはどうすればよいでしょうか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

A. 取引先、取引先責任者、商談の各プロファイルのデフォルトのレコードタイプを、取引開

始済みレコードのレコードタイプに設定する 

B. 取引先、取引先責任者、商談の各ロールのデフォルトのレコードタイプを、取引開始済み

レコードのレコードタイプに設定する 

C. 取引先、取引先責任者、商談の各プロファイルのマスタレコードタイプを、取引開始済み

レコードのレコードタイプに設定する 

D. 取引先、取引先責任者、商談の各ロールのマスタレコードタイプを、取引開始済みレコー

ドのレコードタイプに設定する 
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セクション 7.  サンプル問題の解答 

1. A 

2. B、D 

3. D 

4. D 

5. A 

  



SALESFORCE 認定 PLATFORM アプリケーションビルダー 

 

 
©Copyright 2017 Salesforce.com, inc. All rights reserved. 12 

 
 

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 Platform アプリケーション

ビルダ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

