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SALESFORCE 認定 B2C COMMERCEデベロッパー資格につい

て 

Salesforce 認定 B2C Commerce デベロッパー資格は、Salesforce B2C Commerce Digital の

開発者としての経験がある方を対象としています。この資格は、B2C Commerce Digital を使

用した e コマースソリューション開発の知識やスキルが求められる Salesforce のお客様、

パートナー、および従業員を対象としています。 

 Storefront Reference Architecture（SFRA）の実装と使用 

 サイトに再利用可能な機能を追加するためのカートリッジの作成 

 サイトにビジネスロジックを追加するための JavaScript コントローラーの作成、使

用、変更 

 再利用可能な ISML テンプレートの作成 

 コンテンツスロット/Page Designer を使用して、サイトの外観と柔軟性の向上 

 フォームフレームワークを使用して、入力された値の検証、レンダリング、保存処

理の制御 

 B2C Commerce API を使用して、サイト内のビジネスロジックの変更 

 ジョブを使用しての、システムオブジェクト または カスタムオブジェクトに対して、

バッチプロセスの作成 

 Open Commerce API(OCAPI)を使用しビジネスロジックの変更 

 業務要件に応じて、サードパーティシステムと B2C Commerce の非同期 および 同期

連携の実装 

 最適なパフォーマンスを維持し、サイトを拡張するためのコードの作成 

 ツールを使用して、サイトのコード または 構成に関する問題を特定し、サイトのパ

フォーマンスの最適化の実施 
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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 B2C Commerce デベロッパ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 B2C 

COMMERCEデベロッパー 

Salesforce 認定 B2C Commerce デベロッパー試験は、1 年程度の一般的な開発の経験と 3 ～ 

6 か月の B2C Commerce デベロッパーとしての経験を持つ e コマース開発者向けです。 

B2C Commerce デベロッパーは、以下の概念に関する知識、スキル、経験を持っていること

が求められます。 

 

 B2C Commerce のアーキテクチャを説明できる 

 ストアフロントカタログ、マスターカタログ、カテゴリ、在庫、プロモーション、

商品、価格表、カート、チェックアウトなど、B2C Commerce サイトのそれぞれの

要素がどのように相互作用するかを説明できる 

 SFRA に含まれるコンポーネント(構造、ページタイプ、ページ生成、検索、カート/

チェックアウト、テンプレート、CSS)と SFRA や B2C Commerce に更新があった

場合の影響について説明できる 

 Salesforce B2C Commerce を使用して、e コマースサイトを設計、構築できる 

 SFRA サンプルサイトをインストールし、そのコードをダウンロードできる 

 SFRA のコンポーネントと SFRA に従ったコードの理解に基づき、カスタムコード

を利用するか提供されている機能を利用するかを適切に判断できます 

 Business Manager を使用して、コードのバージョン管理、サイト開発、データ/サイ

トのインポートとエクスポート、サイトや組織のカスタム設定などの e コマースサ

イトを管理できる 

 開発環境(IDE)をインストールし、サイトのコードを作成、変更 および アップロード

できる 

 REST ベースの API を使用して、Open Commerce API(OCAPI)を活用できる 

 ISML テンプレートを利用して、コードの作成できる 

 カスタムオブジェクトを作成の適切な場合を理解し、作成できる 

 B2C Commerce スクリプトを記述し、ビジネスロジックを作成できる 

 適切なツールを用いて、サイトのコードや設定に関する問題のトラブルシューティ

ングを行ない、パフォーマンスを最適化できる 

 WebDAV を使用してデータの転送ができる 

 Node と Git を使用できる 

 B2C Commerce のベストプラクティスを使用して、ジョブを作成・管理し、データ

(カタログ、注文、在庫、システムオブジェクトなど)のインポート/エクスポートをし

て、オブジェクトレコードをマージ、削除、更新、置換できる 

 

 

  

Salesforce 認定 B2C Commerce デベロッパー試験の受験者の代表的な職種は次のとおりです。 
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 フロントエンドデベロッパー 

 フルスタックデベロッパー 

 ソフトウェアディベロッパー 

 Java / JavaScript プログラマー 

 Web アプリケーションデザイナー 

 サポートエンジニア 
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セクション 3.  試験について  

Salesforce 認定 B2C Commerce デベロッパ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: 105 分  

 合格点: 65% 

 受験料: 20,000 円（税抜） 

 受験方法: テストセンターにおける監督下の試験、またはオンライン環境における監督下の試験。

受験方法の詳細については、こちらをクリックしてください。 

 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 

  

http://tandc.salesforce.com/howto-take
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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、および自

己学習を組み合わせることを推奨します。 

次に、この受験ガイドの「試験概要」セクションに記載された分野に関する自己学習リソー

スへのリンクを示します。 

Salesforce B2C Commerce ドキュメント 

 
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。 

  

認定 B2C Commerce デベロッパー試験ポイントスタディ (CRT801) 

Salesforce B2C Commerce 開発者(SFRA)  (CCD102) 

Salesforce B2C Commerce ストアフロントの管理 (CCM101) 

 

以下の Trailhead トレイル や モジュールも推奨します。 

 Introduction to Business Manager トレイル 

o Salesforce B2C Commerce (デベロッパー向け) モジュール 

o Salesforce B2C Commerce 立ち上げ準備状況 モジュール 

 Salesforce B2C Commerce の開発 トレイル 

o Salesforce B2C Commerce (デベロッパー向け) モジュール 

o Salesforce B2C Commerce のアーキテクチャ モジュール 

o Tools & Resources for Salesforce B2C Commerce Developers モジュール 

o Salesforce B2C Commerce Cartridges モジュール 

o Headless Commerce Basics モジュール 

 Salesforce B2C Commerce を使用した e コマースサイトの構築 トレイル 

 Salesforce B2C Commerce のインポート & エクスポート モジュール 

 Salesforce B2C Commerce のスケジュール済みジョブ モジュール 

 Salesforce B2C Commerce Page Designer for Developers モジュール 

 Salesforce B2C Commerce ストアフロント実装 モジュール 

 Commerce Cloud の基本 モジュール 

 Commerce Cloud の機能 モジュール 

追加のリソース 

 Storefront Reference Architecture - Architecture Deep Dive 

https://documentation-ja.demandware.com/DOC2/index.jsp
http://www.salesforce.com/jp/services-training/education-services/training/course-flow/#List
https://trailhead.salesforce.com/ja/academy/classes/crt801-certification-preparation-for-b2c-commerce-developer/
https://trailhead.salesforce.com/ja/academy/classes/ccd102-b2c-commerce-developer-with-sfra
https://trailhead.salesforce.com/ja/academy/classes/ccm101-managing-the-commerce-cloud-storefront/
https://trailhead.salesforce.com/ja/users/strailhead/trailmixes/commerced-cloud-gen-900-introduction-to-commerce-cloud-businessd
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/cc-digital-for-developers?trailmix_creator_id=strailhead&trailmix_slug=commerced-cloud-gen-900-introduction-to-commerce-cloud-businessd
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/b2c-solution-functional-launch-readiness?trailmix_creator_id=strailhead&trailmix_slug=commerced-cloud-gen-900-introduction-to-commerce-cloud-businessd
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/trails/develop-for-commerce-cloud?trailmix_creator_id=strailhead&trailmix_id=salesforce-b-2-c-commerce-dev-001-commerce-cloud-digital-archite
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/cc-digital-for-developers?trailmix_creator_id=strailhead&trailmix_slug=commerced-cloud-gen-900-introduction-to-commerce-cloud-businessd
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/architecture-of-commerce-cloud-digital?trail_id=develop-for-commerce-cloud
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/b2c-developer-resources-and-tools?trail_id=develop-for-commerce-cloud
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/b2c-cartridges?trail_id=develop-for-commerce-cloud&trailmix_creator_id=strailhead
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/b2c-headless-commerce-basics?trail_id=develop-for-commerce-cloud&trailmix_creator_id=strailhead
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/trails/build-ecommerce-site-with-cc-digital
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/b2c-import-export?trail_id=administer-b2c-commerce
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/b2c-admin-create-and-manage-jobs?trail_id=administer-b2c-commerce
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/b2c-page-designer-developers?trail_id=build-storefront-pages-with-salesforce-b2c-commerce-page-designer
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/b2c-implement-functional-solution?trailmix_creator_id=jlayton&trailmix_slug=b-2-c-commerce-learning
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/cc_ccbasics
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/cc_cccapability
http://salesforce.vidyard.com/watch/fVzzSXddHXwvcCfeRVvcoX
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セクション 5.  試験範囲 

Salesforce 認定 B2C Commerce デベロッパー試験では、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 B2C Commerce 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。 

 

環境設定  

 Sandbox に対して、WevDAV を使用してカートリッジを正しいバージョンディレ

クトリにアップロードできるように IDE の構成を行なう 

 Sandbox インスタンス  とデータインポートファイルを使用して、Business 

Manager Import/Export モジュールでファイルをインポートする 

 与えられた Storefront サイトのコードを使用して、カートリッジパスに適切な順

序でカートリッジ名を追加する 

 Business Manager を使用して、インスタンスに新しいサイトを追加し、業務要件

に応じてデフォルトの通貨と課税タイプを構成する 

 作成した B2C サイトに、業務要件に従いストアフロントデータの構成を割り当て

る 

 

 B2C サイトでの作業 

 与えられた Business Manager タスクに従って、商品データモデルを使用して商

品、検索可能属性、商品カテゴリ、関連する在庫や価格表を管理する 

 支払方法や配送方法などの設定を Business Managerで行い、ストアフロントで注

文を完了する 

 Business Manager を使用してコンテンツアセット、コンテンツスロット、コンテ

ンツフォルダーを操作する 

 

BUSINESS MANAGER を使用したデータの管理  

 与えられた業務要件に従って、サイトの検索設定を変更し、特定の商品属性に対

する検索を有効化する 

 与えられたビジネス要件に従って、ストアフロントで使用可能な検索絞り込み定

義と並べ替えルールを作成する 

 与えられたコードと Sandbox インスタンスを使用して、Business Manager でロ

ギングの有効化とログカテゴリへのアクセスを行う 

 業務要件に従って、ストアフロントを拡張して既存のシステムオブジェクトタイ

プに新しい属性を追加する 

 業務要件に従って、カスタムオブジェクトの必要性を判断し、必要に応じて作成

してカスタムデータ型を格納する 

 

 パフォーマンス問題に対し、関連ツールを使用してコードのパフォーマンスを確

認し、対応策(キャッシュ構成、プロファイラーなど)を決定し、問題の解決を行

なう 

割合 

11% 

割合 

12% 

割合 

24% 
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 与えられた業務要件と Sandbox インスタンスに従って、Data API や Shop API 

に必要な OCAPI 権限を設定する 

 サービス構成を与えられたら、それらが開発プロセスにどのように適用できるか

を確認する 

 

アプリケーション開発  

 与えられた開発タスクに従って、ISML 機能 (ローカルインクルード、リ

モートインクルード、コンポーネント) を使用した ISML テンプレートを

作成する 

 デバッグのベストプラクティスに従い、スクリプトとコントローラーの

トラブルシューティングを行なう 

 API のベストプラクティスに従い、モデル、デコレーター、ファクト

リー、ヘルパーを使用し、テンプレートをレンダリングする  または 

JSON レスポンスを返す JavaScript コントローラーの機能を作成/拡張す

る 

 新規のマーケティングページの業務要件とデザインを確認し、ページタ

イプとコンポーネントを開発し、マーケティング担当者が Page 

Designer ツールを使用してページを作成できるようにする 

 ストアフロントの顧客からの入力データを検証し保存する要件に対して、

フォームの外観を変更、値の検証と CSRF 保護機能を追加する 

 与えられたローカライズ要件に従って、テンプレート、フォーム定義、

静的ファイル、プロパティファイル、永続オブジェクト属性の実装と拡

張を行い、ローカライズされたページを表示する 

 ログの要件に従い、機密レベルの高くないデータを様々なログレベルのカスタム

ログファイルに記録するコードを記載する 

 要件に基づき、サービスフレームワークに基づいた連携を行う 

 ユースケースに従って、機能の拡張をするのか、Hook 拡張ポイントを使

用してイベントを取得するかを選択する 

 ベストプラクティスに従わないコードの問題点を特定し、パフォーマンスやス

ケーラビリティを考慮したベストプラクティスに準拠したコードに修正する 

 与えられたビジネス要件に従って、OCAPI Shop API と Data API を使用

して外部システムとの相互運用性を向上する 

 スケジューリングされた機能を実装するために、ジョブを開発し、スク

リプトを作成する 

割合 

53% 
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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 B2C Commerce デベロッパ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. ビジネスユーザーが、カテゴリページへのリンクを、コンテンツアセットの本文内

に追加したいと考えています。カテゴリの ID は `mens-jeans` です。 

 

  正しいリンクを生成するリンク関数はどれですか？ 

  答えを 1 つ選んでください。 

  A) `$url('Search-Show', 'cgid', 'mens-jeans')$` 

  B) `$httpUrl('Search-Show', 'cid', 'mens-jeans')$` 

  C) `$include('Products-Show', 'cgid', 'mens-jeans')$` 

  D) `$url('Products-Show', 'cid', 'mens-jeans')$` 

 

 

2. デベロッパーが、おすすめ商品を用いてコンテンツスロットを設定するよう依頼さ

れました。 

 
この要件を満たすために設定できるスロットコンテンツタイプを 2 つ選択してくだ

さい。 

  答えを 2 つ選んでください。 

   A) コンテンツアセット 

   B) HTML 

   C) 商品 

   D) 推奨 
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3. 次のようなリソースバンドルファイルがあります。 

  hello.properties ファイルの内容: 

greeting=Hello! 

  hello_fr.properties ファイルの内容: 

   greeting=Bonjour! 

 

 hello_fr.properties の greeting キーから  

 値を返すサンプルコードはどれですか？ 

           答えを 1 つ選んでください。 

A) dw.web.Resource.msg('greeting_fr', 'hello', null)  

B) dw.web.Resource.msg('greeting', 'hello_fr', null)  

C) dw.web.Resource.msg('greeting', 'hello', 'fr')  

          D) dw.web.Resource.msg('greeting', 'hello', null) 
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セクション 7.  サンプル問題の解答 

1. A 

2. C、D 

3. 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 B2C Commerce デベ

ロッパ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。 

 

 

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。 

 

https://trailhead.salesforce.com/help?article=Certification-Release-Maintenance-Schedule
https://trailhead.salesforce.com/help?article=Maintaining-Your-Salesforce-Credential

