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SALESFORCE 認定上級 PLATFORM デベロッパープログラムにつ

いて 

Salesforce 認定上級 Platform デベロッパープログラムは、複雑なビジネスロジックとインター

フェースを開発するための Force.com プラットフォームとデータモデリングの高度なプログラミ

ング機能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、保守および

再利用が可能なプログラミング的ソリューションを設計、開発、テスト、リリースし、設計パ

ターンおよびオブジェクト指向プログラミングのベストプラクティスに従うことが求められます。 

このプログラムを受験するには、前提条件として、Salesforce 認定 Platform デベロッパー資格

を保有している必要があります。  

2017/6/28より、Salesforce 認定上級 Platform デベロッパープログラムは、 (1) 選択式試験、(2) 

4つの Trailhead Superbadge という 2つのステップで構成されています。Trailhead Superbadge

は以前のプログラミング課題に相当し、Apex プログラミングやデータインテグレーションなど、

上級 Platform デベロッパーに必要とされる知識を、実際の業務要件に適用できることを示しま

す。 

認定上級 Platform デベロッパーの新しい取得の流れを以下に示します。 

 

あなたの Trailhead アカウントでログイン、もしくは新たな Trailhead アカウントをサインアッ

プして、Superbadgeの取得を開始できます。 
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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、「【認定上級デベロッパー 1 次合格者向け】Salesforce 認定上級 Platform

デベロッパー移行試験」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。この移行試験は、Salesforce 認定上級デベロッパー選択式試験の合格者のみが受験でき

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リストな

ど、合格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 認定上級 

PLATFORM デベロッパー 

Salesforce 認定上級 Platform デベロッパープログラムは、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 認定上級 Platform デベロッパーは通常、設計者、実装者、開発者として 2 年から 4 

年、Force.com プラットフォームの 1 年以上の開発経験が必要です。 

Salesforce 認定上級 Platform デベロッパーの受験者に必要な経験、スキル、知識は次のとおり

です。 

 Salesforce データモデリング、インターフェース設計、コード開発、テストの基本指針

とベストプラクティスを理解し、これらの指針を実際の開発環境に適用できる 

 Force.com プラットフォームの宣言的およびプログラミング的機能の知識を適用するこ

とにより、プラットフォームを拡張/カスタマイズする特定のビジネス課題/プロセス要件

を満たす適切なソリューションを定義できる 

 データセットの大きさに合わせて処理する Apex コードを開発でき、プラットフォーム

の動作、制限、パフォーマンスに関する考慮事項をよく理解している  

 カスタムユーザインターフェースを構築し、Lightning コンポーネントフレームワーク、

高度な Visualforce、CSS、JavaScript を使用して、Salesforce データを操作できる 

 Visualforce ページを調整することができ、コントローラ設計のパフォーマンスに与える

影響を理解している 

 一般的な Web および Salesforce 固有のセキュリティ上の懸念事項を理解し、ベストプ

ラクティスを適用する  

 宣言的およびプログラミング的手法を使用して、複雑な共有モデルを設計して実装でき
る 

 アプリケーションコンポーネントについて十分な品質 (コードカバー率、アプリケー

ションの動作、拡張性、環境の独立性など) を保証するテスト計画を設計して実装でき

る 

 カスタムアプリケーションをリリースできる。Force.com 開発ライフサイクルを幅広く

理解している。すべてのリリースツールを理解し、各ツールを適用するケースを把握し

ている 

 Apex SOAP および REST Web サービス、SOAP および REST を使用した Apex からの

呼び出し方法を理解して使用できる 

 キュー、一括処理、スケジュール、@future などの非同期プログラミングを理解して使

用できる 

 さまざまなプログラムコンテキストにおけるエラーおよび例外処理の適切な手法を理解
して適用できる 
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 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須の資料が学習

済みである 

この試験の受験者は以下については問われません。 

 標準の Salesforce アプリケーションを管理できるか 

 複数のプラットフォームにまたがりシステム間の連携および認証を含むテクニカルアー

キテクチャソリューションを設計できるか 

 セキュリティレビューが必要な管理パッケージ・製品を開発して AppExchange に公開

できるか 

 クイックアクションの作成 

 あらゆる可能な場所での Lightning コンポーネントの表示 

 すべての Salesforce API の使用（例: メタデータ） 
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セクション 3.  移行試験について  

【認定上級デベロッパー 1 次合格者向け】 Salesforce 認定上級 Platform デベロッパー移行試験

の詳細は次のとおりです。 

 内容: 多肢選択/複数選択方式の 35 問 

 試験の所要時間: 60 分 

 合格点: 63% 

 受験可能な回数: 3 回 

 受験料不要 

 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: Salesforce 認定上級 Force.com デベロッパー 1 次試験と Salesforce 認定 

Platform デベロッパー移行試験に合格している必要があります。 
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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。  

Salesforce University では、以下のトレーニング資料を利用して学習することを推奨します。 

 SOAP API 開発者ガイド: 標準オブジェクト 

 Apex 開発者ガイド: Apex での Salesforce 機能の使用 

 Salesforce Platform Overview 

 高度な通貨管理について 

 Visualforce 開発者ガイド: apex:page 

 SOAP API 開発者ガイド: オブジェクトの基本 - 複合項目 

 SOAP API 開発者ガイド: upsert() 

 プロセスの自動化 - 使用するツールの決定 

 Visual Workflow Guide (英語) 

 Force.com Actions Developer’s Guide:  Apex Actions (英語) 

 Apex 開発者ガイド: Apex の作成 – クラス、オブジェクトおよびインターフェース - ア

ノテーション 

 Apex 開発者ガイド: Apex による共有管理について 

 レコードアクセス権に関連して Salesforce 内部で実行される処理 

 企業の規模に応じたレコードアクセス権の作成 

 Force.com REST API 開発者ガイド: Force.com REST API の使用開始 – Force.com 

REST API の概要 

 Lightning コンポーネント開発者ガイド 

 Introducing Lightning Components (英語) 

 Apex 開発者ガイド: Apex のデバッグ 

 Developer Best Practices Checklist: Salesforce Developers Blog (英語) 

https://www.salesforce.com/form/services-training/certification-journey-ebook.jsp
http://www.salesforce.com/jp/services-training/education-services/training/course-flow/#List
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.api.meta/api/sforce_api_objects_list.htm?search_text=%E6%A8%99%E6%BA%96%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.apexcode.meta/apexcode/apex_forcecom_intro.htm?search_text=Salesforce%20%E6%A9%9F%E8%83%BD
https://developer.salesforce.com/platform
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=administration_about_advanced_currency_management.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.pages.meta/pages/pages_compref_page.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.api.meta/api/compound_fields.htm?search_text=%E8%A4%87%E5%90%88%E9%A0%85%E7%9B%AE
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.api.meta/api/sforce_api_calls_upsert.htm?search_text=upsert
https://developer.salesforce.com/trailhead/business_process_automation/process_whichtool
https://na1.salesforce.com/help/doc/en/salesforce_vpm_implementation_guide.pdf
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_action.meta/api_action/actions_obj_apex.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_action.meta/api_action/actions_obj_apex.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_action.meta/api_action/actions_obj_apex.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_action.meta/api_action/actions_obj_apex.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.apexcode.meta/apexcode/apex_classes_annotation.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.apexcode.meta/apexcode/apex_bulk_sharing.htm
https://resources.docs.salesforce.com/196/latest/ja-jp/sfdc/pdf/salesforce_record_access_under_the_hood.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/196/latest/ja-jp/sfdc/pdf/draes.pdf
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.api_rest.meta/api_rest/intro_what_is_rest_api.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.api_rest.meta/api_rest/intro_what_is_rest_api.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.lightning.meta/lightning/
https://youtu.be/qm_kQFfRIaY
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.apexcode.meta/apexcode/apex_debugging.htm
https://developer.salesforce.com/blogs/engineering/2015/05/developer-practices-checklist.html
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 Visualforce のパフォーマンスのベストプラクティス 

 Apex Web Services and Callouts (英語) 

 Salesforce Reports and Dashboards REST API Developer Guide (英語) 

 Salesforce Analytics API Hands-On Training Webinar (英語) 

 Salesforce 開発ツール 

 開発ライフサイクルガイド: 開発ツール 

 Force.com Tools and Toolkits (英語) 

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://resources.docs.salesforce.com/196/latest/ja-jp/sfdc/pdf/salesforce_visualforce_best_practices.pdf
https://developer.salesforce.com/page/Apex_Web_Services_and_Callouts
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_analytics.meta/api_analytics/
https://youtu.be/NvQ4NNbo5RQ
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=development_tools.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.dev_lifecycle.meta/dev_lifecycle/dev_tools.htm
https://developer.salesforce.com/page/Tools
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 

【認定上級デベロッパー 1 次合格者向け】Salesforce 認定上級 Platform デベロッパー移行試験

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。 

 共有オブジェクト、履歴オブジェクト、メタデータオブジェクト、マルチ通貨、Chatter 

オブジェクトなど、基本システムの機能を説明する 

 各種 Salesforce 開発プラットフォーム (Heroku、Force.com) のさまざまな機能および

ユースケースを説明する 

 マルチ言語、マルチ通貨、複数ロケールの考慮事項に対応するコードの設計方法を説明
する 

 Apex プログラミングの複合データ型の意味を説明する  

 外部 ID のユースケースと利点を説明する 

 種類の異なるカスタムメタデータとカスタム設定のユースケースを特定し、これらの
ユースケースのソリューションの実装方法を説明する 

 与えられたシナリオにおける、レコード保存の実行順序を説明する 

 フロー/Lightning プロセスビルダーを使用した Visualforce/Apex 間の処理を説明する 

 与えられたシナリオに従って、最適なプログラミング的ソリューションまたは宣言的ソ
リューションを特定する 

 与えられたシナリオにおける、想定していない保存順序動作に対するデバッグを行う 

 Apex におけるエラーハンドリングとトランザクションの整合性を管理するための機能を

説明する 

 非効率的なコードによって引き起こされる可能性がある問題とガバナ制限を超えないよ
うに問題を低減する方法を特定する 

 SOQL クエリおよび SOSL クエリの戻り値のデータ型と、データ型が変数割り当てに与

える影響を説明する 

 非同期実行のベストプラクティスとユースケースを説明する 

 与えられたシナリオから、動的 Apex の適切な使用例を識別する 

 与えられたシナリオに従って、Apex 共有管理を使用するケースおよび方法を説明する 

 さまざまな認証技術のユースケースを説明する 

 与えられたシナリオに従って、標準リストコントローラの使用方法を説明する 

 カスタムコントローラとコントローラ拡張を使い分ける時の考慮事項について説明する 

 Visualforce を使用したアクション実行と部分的なページ更新の手法を説明する 

 ユーザインターフェース上にエラーメッセージを表示する方法とベストプラクティスを
説明する 
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 Visualforce を使用したコード再利用方法を説明する 

 Visualforce ページの JavaScript のユースケースを説明する  

 与えられた複数の要件に従って、Lightning コンポーネント設計のプロセスを説明する 

 ユーザインターフェースの一般的なパフォーマンスの問題とその軽減方法を説明する 

 SOQL クエリのパフォーマンスの考慮事項を説明する  

 Apex クラスを SOAP および REST Web サービスとして公開する方法を説明する 

 System クラスを使用して SOAP または REST ベースの Web サービスと連携する方法

を説明する 

 メタデータ、ストリーミング、分析 API を使用して、Apex および Visualforce ソリュー

ションを拡張するケースおよび方法を説明する 

 Apex の単体テストのベストプラクティスを説明する 

 テストデータとレスポンスの作成に使用できるさまざまな手法を説明する 

 Visualforce コントローラとコントローラ拡張のテスト方法を説明する 

 テストを実行して、テスト実行オプションを指定するさまざまな方法を説明する 

 与えられたシナリオに従って、アプリケーションパフォーマンスプロファイルを分析し
て、データおよびパフォーマンスの問題をトラブルシュートするのに適したツールを特

定する 

 与えられたシナリオに従った、適切なリリースツールを選択する 
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セクション 6.  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 デベロッパーのリ

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。 

 

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 について 

Salesforce 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 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

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

