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SALESFORCE 認定 MOBILE SOLUTIONS ARCHITECTURE デザイ

ナー資格について 

Salesforce 認定 Mobile Solutions Architecture デザイナーは、顧客のモバイルアーキテクチャを

評価でき、Lightning モバイルプラットフォームおよび SDK を利用して、安全かつ高パフォーマ

ンスなモバイルソリューションを設計できる知識、スキル、能力があることを証明したいモバイ

ルアーキテクトおよび経験豊富なモバイルデベロッパーを対象としています。さらに、テクニカ

ルモバイルソリューションを技術関係者に明示し、さまざまなデバイスや接続を網羅するモバイ

ルソリューションを提供できることも求められます。  

アーキテクト/デベロッパーが試験に合格するために必要な能力は次のとおりです。 

 1 つ以上のモバイルオペレーティングシステムとさまざまな種類のデバイスを対象にし

たモバイルアーキテクチャソリューションを設計する 

 Lightning プラットフォームで提供されているモバイル開発推進機能について説明する 

 設計上のトレードオフ、セキュリティに関する考慮事項、デバイス同期オプションを明

示する 

 Salesforce モバイルアプリケーション とカスタムモバイルアプリケーションの間の設計

上の考慮事項、利点、推奨事項を明示する 
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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 Mobile Solutions Architecture 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 MOBILE 

SOLUTIONS ARCHITECTURE デザイナー 

Salesforce 認定 Mobile Solutions Architecture デザイナーは、モビリティ要件を満たす安全かつ

効率的で拡張性の高いモバイルソリューションを Salesforce プラットフォームで設計するため

に、アーキテクチャ環境および要件を評価することが求められます。アーキテクトは、ソリュー

ションと設計上のトレードオフをビジネス関係者に伝え、技術的な概念を IT 関係者に説明でき

る能力も必要です。受験者は、複数のデバイスタイプおよび常時接続ではないデバイス向けのソ

リューションを設計でき、企業のセキュリティ要件を満たすモバイルソリューションを設計でき

る必要があります。  

Salesforce 認定 Mobile Solutions Architecture デザイナーに求められる経歴は次のとおりです。 

 Salesforce 環境における開発が 2 ～ 3 年 

 モバイル環境における開発が 2 ～ 3 年 

 Salesforce プラットフォームでの実務経験が 3 ～ 4 年 

 Salesforce Mobile SDK を使用して構築するエンタープライズモバイルアプリケーション

の設計および開発の経験 

 

代表的な職種は次のとおりです。 

 テクニカルアーキテクト 

 シニアモバイルデベロッパー 

 エンタープライズモバイル戦略アーキテクト 

 

Salesforce 認定 Mobile Solutions Architecture 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。 

 

 Salesforce、ネイティブ、HTML5、ハイブリッドモバイルアーキテクチャの違いを説明

する 

 顧客が Salesforce ソリューションまたはカスタムモバイルソリューションから選択でき

る方法を定義するカスタムモバイルを使用する場合に、HTML5、ハイブリッド、ネイ

ティブのアプリケーションから選択する決定方針を定義する 

 デバイス戦略、テスト、配布、セキュリティ、および開発プラットフォームなど、顧客

のモバイル戦略を構成する主な要素を説明する 

 モバイルソリューションの主な弱点を特定し、各弱点について主な軽減戦略を推奨でき

る 

 モバイル対応が可能な主な使用事例 (少量データ入力フォーム、転送通知、地理位置情

報、オフラインストレージ、同期など) を定義し、モバイルインタラクション設計時の

主な設計上の考慮事項を検討する 

 モバイルアプリケーションプラットフォームとして Salesforce を選択した場合の主な考

慮事項を定義し、Salesforce プラットフォームが適切でない場合に代替ソリューション 

(たとえば Heroku) を定義する 
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 Salesforce 対応のモバイルソリューションを開発する場合に利用できる認証、承認、お

よびデバイスセキュリティの選択肢について主な考慮事項を定義する 

 Salesforce アプリケーションについて、設定およびカスタマイズオプションを十分に理

解している 

 モバイルソリューションの機能を接続デバイス (ウェアラブル、iBeacon など) で強化す

る方法を説明する 

 Salesforce Mobile SDK を使用して、Salesforce データの活用、オフライン機能の提供、

転送通知の実行を行う 

 公開およびエンタープライズモバイルアプリケーションの配布に関する考慮事項を説明

する 

 モバイルソリューションを保護する方法を説明する 

 アーキテクチャ環境および要件を評価し、モビリティ要件を満たす、安全で効率的な、

拡張性の高いモバイルソリューションを設計する 

 モバイル化に適しているかどうかの観点から業務での使用事例を評価する 

 アーキテクチャ設計について、さまざまなレベルの関係者に効果的に伝える 

 ソリューションのアーキテクチャと技術設計ドキュメントを作成して保持する 

 JavaScript/CSS フレームワーク、Visualforce、Lightning コンポーネントなどのアプリ

ケーションコンポーネントの設計と選択を行う場合、主な考慮事項を定義する  

 

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。 

 モバイルデバイス管理 (MDM) ソリューションの連携と設定 

 UI/UX のベストプラクティスの実装 

 シングルサインオン (SSO) の連携と設定 

 完全なエンタープライズモビリティ戦略の開発 

 

この試験の受験者は、次の知識は問われません。 

 実際のすべての機能を搭載したモバイル SDK アプリケーションのコーディング 

 モバイル SDK アプリケーションの UI/UX 戦略策定とグラフィック設計 
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セクション 3.  試験について  

Salesforce 認定 Mobile Solutions Architecture 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: 120 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 
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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 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。 

この試験の推奨される自習教材は以下の Trailmix です。 

Trailmix : Architect Journey: Mobile Solutions Architecture 

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、Exam Guide 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。 

 

 

  

https://trailhead.salesforce.com/en/users/strailhead/trailmixes/architect-mobile-solutions-architecture
http://www.salesforce.com/jp/services-training/education-services/training/course-flow/#List
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セクション 5.試験範囲 

Salesforce 認定 Mobile Solutions Architecture 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。 

 

モバイル戦略と設計 

 モバイルソリューションに関する設計上の考慮事項、トレードオフ、リスクについ

て説明し、適切なモバイルプラットフォームを推奨する: HTML5、ネイティブ 

(iOS/Android/Windows Mobile)、ハイブリッドソリューション、Salesforce モバイ

ルアプリケーション 

 与えられたシナリオに従って、最適なモバイルアーキテクチャ (HTML5、ネイティ

ブ、ハイブリッド、または Salesforce) を開発する 

 モバイルアーキテクチャ (HTML5、ネイティブ、ハイブリッド、または 

Salesforce) の選択について、リスクおよび組織に関する考慮事項を説明する 

 認証および認可 (SSO を含む)、オフラインストレージ、使用事例、同期機能など、

Mobile SDK の主な機能を明示する 

 Salesforce の転送通知機能を使用して特定の顧客シナリオに対応する方法を説明

する 

 与えられた顧客シナリオに従って、最適な Salesforce App ソリューションを定義

する  

 ソリューションのサポートに使用する Salesforce ソリューションの主な要素を定

義する 

 Salesforce の転送通知機能 (Chatter 通知) を使用して特定の顧客シナリオに対応す

る方法を説明する 

 特定の顧客シナリオに対応するため Salesforce のオフライン機能を活用する方法

を説明する 

 特定のシナリオに対応するためモバイルソリューションで Lightning コンポーネン

トを活用する方法を説明する 

 JavaScript Remoting でパフォーマンスに関する特定の問題に対応できるシナリオ

を特定する 

割合 

85% 
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 ビューステートや遅延読み込みを最小限にするなど、Visualforce の最適化によっ

てモバイルアプリケーションのパフォーマンスを強化できることを説明する 

  

 接続デバイスとウェアラブルのソリューションアーキテクチャで使用できる適切な

プラットフォームコンポーネントを説明する 

 

モバイルセキュリティ 

 オフラインデータの暗号化など、モバイルアプリケーションとそのデータを保護す

る方法を明示する 

 

 

  
割合 

15% 
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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 Mobile Solutions Architecture 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. Salesforce の設定で、ユニバーサルコンテナ (UC) 社は、営業担当者向けのインタラク

ティブな手数料計算機能を持つ Lightning ページを追加したいと考えています。この計

算機能は、営業担当者のプロファイルに割り当てられていない従業員が使用できないよ

うにする必要があります。従業員は全員 Salesforce にアクセスできます。 

ページへのアクセスを営業担当者に限定するにはどうする必要がありますか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

A.  アクセス権を営業担当者のプロファイルにのみ割り当てることで、ナビゲー

ションメニューのタブへのアクセスを制限する 

B.  アクセス権を営業担当者のプロファイルにのみ割り当てることで、Lightning 

ページへのアクセスを制限する 

C.  ユーザが営業担当者のプロファイルに登録されているかどうかをチェックす

るコードを Lightning ページに記述する 

D.  別の Salesforce ナビゲーションメニューを作成して、営業担当者のプロファ

イルに割り当てる 

 

2. ユニバーサルコンテナ (UC) 社は、Salesforce Mobile SDK を使用して iOS プラット

フォーム向けの新しいハイブリッド Web アプリケーションを構築しています。このア

プリケーションでは、情報の作成と取得のため、Salesforce への多数の呼び出しを行う

必要があります。アーキテクトは、ソリューションで HTML5 インターフェースを使用

して既存の Apex コード を活用したいと考えています。また、JavaScript コードの記述

を最小限にしたいとも考えています。 

アーキテクトは、アプリケーションの Visualforce ページにどの方法を推奨すべきです

か？ 

答えを 1 つ選んでください。 

A.  JavaScript Remoting 

B.  Apex:actionFunction タグ 

C.  Apex:remoteObjects タグ 

D.  JavaScript REST ツールキット (ForceTK) 

 

 

3. ユニバーサルコンテナ (UC) 社は全従業員に対して、Salesforce の使用を奨励しており、

最近、デスクトップの Lightning Experience を使用できるようにしました。IT 部門は、
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Salesforce をデスクトップおよびモバイル向けにカスタマイズするための開発で、同一

のコードおよびロジックを使用したいと考えています。 

アーキテクトが推奨すべき再使用戦略はどれですか？ 

 答えを 2 つ選んでください。 

A.  サーバ側アクション 

B.  Lightning コンポーネント 

C.  非レスポンシブな Visualforce 

D.  レスポンシブな Visualforce 

 

4. ユニバーサルコンテナ社はエンタープライズモバイルアプリケーションを開発しており、

iOS デバイスのアプリケーションがバックグラウンドに移った後、顧客に関する機密情

報がスクリーンショットに取り込まれることを懸念しています。 

この問題を軽減するのに最適な方法は何ですか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

A.  アプリケーションがバックグラウンドに移るときに 

applicationWillResignActive メソッドを無効にして、表示を不鮮明または空白に

する 

B.  アプリケーションがバックグラウンドに移る前にユーザが画面をぼかすこと

ができるユーザコントロールを開発する 

C.  アプリケーションがバックグラウンドに移るときにスクリーンショットを自

動的に撮れないように iOS を設定する 

D.  アプリケーションがバックグラウンドに移るときにデフォルト設定で機密情

報の表示を不鮮明にする Salesforce Mobile SDK for iOS を使用する 

 

5. ユニバーサルコンテナ社は、SmartStore を使用してネイティブモバイルアプリケーショ

ンを開発しており、情報の一部の保存にグローバル SmartStore スープを使用すること

を考えています。   

アーキテクトが知っておくべきグローバルスープの特徴は何ですか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

A.  グローバルスープは、すべてのユーザが共有するため、暗号化されない 

B.  グローバルスープはインデックスに対応しておらず、クエリのパフォーマン

スが低い 

C.  グローバルスープは、アプリケーションが終了するたびに削除される 

D.  グローバルスープは、ユーザがアプリケーションをログアウトしても削除さ

れない 
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セクション 7.  サンプル問題の回答 

1. C 

2. B 

3. A、B 

4. D 

5. D 
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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。そのため、年に 1 回、Trailhead で認定 Mobile Solutios Architecture 

デザイナー資格更新モジュールを完了する必要があります。 

努力して手に入れた資格を失効しないようご注意ください！ 資格を取得した後、期日までにす

べての更新要件を満たさないと、資格を失効します。 

 

Trailhead モジュール:  

認定 Mobile Solutios Architecture デザイナー資格の更新 (Spring'19)  

 

上記 Trailhead モジュールのクイズに正解することでお持ちの Salesforce 認定 Mobile Solutios 

Architecture デザイナー資格およびその上位資格を維持いただけます。 英語 / 日本語どちらの言

語でもモジュールを完了することにより、本資格は維持されます。 

なお、該当の Spring '19 更新モジュールの提供は、Spring '20 更新モジュールの提供開始（2020 

年 4 月頃）と同時に終了します。提供終了までにクリアされなかった場合は Salesforce 認定

Mobile Solutios Architecture デザイナー資格およびその上位資格が失効となりますのでご注意く

ださい。 

 

認定資格の維持に有用なリソースをブックマークください： 

 Maintenance Exam Due Dates（更新試験の期日） 

 Overall Maintenance Requirements（認定資格維持の概要） 

 

TRAILHEAD について  

 

Trailhead はSalesforce エコノミーへのパスです。 Trailhead では、あなたの会社を変革したり、キャリアを伸ばす資格を獲得したり、一

緒に学び続ける先駆者 Trailblazer のグローバルな動きに繋がるために必要なスキルを楽しく学べます。 
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