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Section 1. Study Guide の目的   
この Study Guide は、Salesforce.com 認定上級デベロッパー試験を受験していただく準備として

必要な事を確認していただくために作成されています。この Study Guide では、受験者が合格点を

獲得できるよう、認定資格の対象者、推奨するトレーニングとドキュメント、および出題範囲に関す

る情報を提供します。Salesforce.com は、試験合格の可能性を高めていただくために、実務経験、

トレーニングへの参加、および自習を組み合わせることを強く推奨します。 
 
Section 2. Salesforce.com 認定上級デベロッパー資格について  
Salesforce.com 認定上級デベロッパー資格は、Force.com クラウドプラットフォーム上でカスタム
アプリケーションを作成するための知識、スキル、および能力の明示を希望される方を対象としてい
ます。この認定資格では、宣言的機能、Force.com Code (Apex) や Force.com Pages 
(Visualforce) のプログラムミング機能、およびアプリケーション開発のライフサイクル管理など、
Force.com プラットフォームでの幅広いアプリケーション開発をカバーします。 
前提資格として、Salesforce.com 認定デベロッパー資格を取得していることが前提になります。 
Salesforce.com 認定上級デベロッパー試験には、(1)試験会場での選択式試験、(2)プログラミング

の課題、(3)記述試験の3つのコンポーネントが含まれます。試験に合格するためには、これらすべ

ての試験に合格しなければなりません。 
 

1. Salesforce.com 認定上級デベロッパー一次試験：試験会場での選択式試験。

この試験は、次のプログラミング課題をご受検いただくために必ず合格する必要があ

ります。 

2. 上級デベロッパープログラミング課題：Salesforce.com 認定上級デベロッパー一

次試験に合格した受験者は、年間スケジュールに従って、認定プログラムの第 2 ステ

ップである「プログラミング課題」へ進みます。受験者には、要件と開発パラメータのセ

ットが渡され、与えられた一定の期間内（通常 4 週間程度）で課題を完成し、提出しま

す。受験者には、評価基準とあわせて、最終的に作業するアプリケーションの完成およ

び提出方法について、詳しい指示が与えられます。プログラミング課題は、受験者自

身のペースで完成まで進めることができ、監督者付き試験会場に来ていただく必要は

ありません。ただし、課題完成には期限が設けられます。 

3. 上級デベロッパー記述試験：受験者は、プログラミング課題の提出に加えて、プログ

ラミング課題の仕様に関する記述式の試験（監督付き）を受ける必要があります。受験

者は試験会場で記述試験を受験してください。記述試験は、プログラミング課題と合わ

せて評価され、Salesforce.com 認定上級デベロッパー資格試験の最終ステップとして

採点されます。 

Salesforce.com 認定上級デベロッパー資格は、プログラムの 3 ステップ全てに合格した受験者に

与えられます。 
 
Section 3. 対象者について：Salesforce.com 認定上級デベロッパー   
Salesforce.com 認定上級デベロッパー試験は、以下の出題範囲に示されているようなスキルや概
念の実践的な応用を含む、 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経験を
持つ個人を対象としています。受験者は、Salesforce.com または認定トレーニングセンターが行う
「Force.com 基礎(DEV401)」、「Force.com 開発者(DEV501)［前/後編］」を修了しているか、それ
と同等の経験と知識を持っている必要があります。また受験者は以下に示す経験、能力、知識を持
っている必要があります。  

§ Salesforce のユーザイン ターフェースとデータモデルに関する知識や経験がある 

§ 大量のデータに適応される Apex code、Visualforce を使ったカスタムインターフェースの開
発能力があり、 必要に応じて Salesforce インタフェースまたは Force.com IDE でコードを
作成できる 

§ 運用に向け、アプリケーションをリリースでき、DaaS (Development as a Service) を幅広く
理解し、組織固有の開発環境の中で Force.com プラットフォームに対応した開発ができる。
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また、いつリリースするべきか理解している 

§ 最新版の Force.com プラットフォームのこれら機能の知識を応用して、出題範囲に記載さ
れている Force.com 機能を利用し、ビジネス課題/プロセスの要件に対応する的確なソリュ
ーションを提供する能力がある 

§ 適切な品質を確保するテスト戦略を Apex クラス、トリガ、コントローラを用いて設計できる
（例、コード、アプリケーションの動作、拡張性、環境の独立性など） 

§ Force.com 開発者コースで扱われる内容と同等の知識や技術があり、その他
Salesforce.com が提供する参考資料の学習を行っている 

この試験では、標準 Salesforce アプリケーションの管理、Web サービス API を使った連携機能の 
開発、あるいは新規パッケージ公開の能力は問われません。 

 
 
Section 4. 一次試験について  
Salesforce.com 認定 Force.com 上級デベロッパー一次試験の概要は、次のとおりです。 

§ 内容：多肢選択/複数選択方式の 69 問 
§ 試験の所要時間：120 分 
§ 合格得点：73% 
§ 試験料：20,000 円（税抜） 
§ 受験方法：試験会場での監督付き試験 
§ 参照物：試験中は、印刷物やオンライン資料は参照できません 
§ 受験資格：Salesforce.com 認定デベロッパー資格を取得していること 
  (推奨トレーニングへの参加を強くお勧めします） 

 
 
Section 5. 推奨トレーニングと参考資料   
Salesforce.com のトレーニング/認定制度では、この試験の準備として、Force.com プラットフォ

ームでの Apex code、Visualforce ページ、宣言的機能によるカスタムアプリケーションの構築経

験とトレーニングコースの受講、この Study Guide の試験概要セクションに列記している内容の

自習を組み合わせることをお勧めします。 
また、以下のコースおよび資料を推奨します。 

§ Force.com 開発者コース(DEV 501)： 
https://www.salesforce.com/jp/services-training/education-services/public/developer-
training/ 

§ 認定上級デベロッパー1 次試験ポイントスタディー： 
https://www.salesforce.com/jp/services-training/education-services/public/adv-
developer-study/ 

 
§ Developer Edition を入手して自分専用の開発環境での Force.com プラットフォームへの

習熟 
http://www.developerforce.com/jp/events/regular/registration.php 

 
§ developerforce の開発者向けワークブック： 

http://wiki.developerforce.com/page/JP:Force.com_workbook 
・「Apex Workbook」 

・「Visualforce Workbook」 

・「Force.com Workbook」 
 

§ Developerforce の製品ドキュメント： 
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https://developer.salesforce.com/docs?service=All+Services&select_type=&version=3
2.0&lang=ja-jp&show_en=no 
・「Force.com Apex コード開発者ガイド」 
・「Visualforce  開発者ガイド」 
・「メタデータ API  開発者ガイド」 

 
Section 6. 出題範囲  
Salesforce.com 認定上級デベロッパー試験では、以下に示す目的に関する受験者の知識とスキ
ルを測定します。受験者は、Force.com プラットフォームにおけるカスタムアプリケーション開発の
知識を持ち、以下の特徴や機能を持つアプリケーションを実際に利用した経験が必要です。 

 

目的  割合  

開発ライフサイクル  13% 
アプリケーションライフサイクル管理と Force.com 開発の主な機能、ツール、およびテクノロジーを挙げて説明

できる 
 

Force.com を使用して複数チーム、複数プロジェクトでの開発管理のベストプラクティスを説明し、これらの利

用方法を説明できる 
 

Force.com プラットフォーム上で利用可能なさまざまな開発環境、テスト環境を挙げ、説明できる  
Sandbox 環境の管理方法を説明できる  
シナリオに応じて、パッケージを利用するか、メタデータリリースを適用するかを決定できる  
Force.com 移行ツール の使用方法を説明できる  
アプリケーションメタデータを取り扱うために、メタデータテキストファイルの機能と制約を説明できる  
メタデータツールを使用して、アプリケーションに対する変更をリリースする要件とプロセスを説明できる  
Force.com Code (Apex) 33% 
Force.com の機能を挙げ、他のプログラミング言語との違いを挙げ、説明できる  
Force.com Code を使用する場面と理由を説明できる  
Force.com Code の構文の特徴を挙げ、説明できる  
Force.com Code の呼び出し方法を説明できる  
インテグレーションシナリオにおける Force.com Code の利用方法を説明できる  
Force.com Code を介してメールを送受信する方法を説明できる  
動的 Force.com Code の利用方法を説明できる  
バッチ Force.com Code（バッチ Apex）の利用方法を説明できる  

 保存の実行順序と Before/After トリガの使用について説明できる  
ガバナー制限とコンテキストのタイプ、その背後にある仕組みを説明できる  
一括操作を行う拡張性の高いコードの記述方法を説明できる  
Force.com Pages (Visualforce) 38% 
Force.com Page の利点、特徴、機能と、および Force.com Page がどのように「モデル-ビュー- コントローラ」

パターンに適合するかを説明できる 
 

Force.com Page を Force.com アプリケーションに組み込む方法を説明できる  
データ、アクション、コンポーネントをバインディングする式の作成方法を説明できる  
Force.com Pages の構文の特徴を挙げ、説明できる  
静的リソース、スタイルシート、その他のコンテンツを Force.com Page に組み込むためのベス トプラクティス

を説明できる 
 

複数のページのテンプレートとして Force.com Page を作成し使用する方法を説明できる  
標準コンポーネントまたはカスタム JavaScript を使用して、クライアント側の動作を操作する 方法を説明できる  
正しいエラー処理方法を説明し、それを具体化できる  
カスタムコンポーネントの作成方法と、カスタムコンポーネントと他のコードの再利用手法 と比較した際の利点

を説明できる 
 

PDF 生成の活用方法を説明できる  
標準コントローラ、カスタムコントローラ、拡張コントローラとの違いを明確にできる  
Force.com Page のリクエストライフサイクルを説明できる  
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ビューステートと ステートフルプログラミングモデルを説明できる  
sObject の構造体（ラッパー）として Force.com Code のクラスを使用する利点を説明できる  
テストとデバッグ  16% 
Force.com Code 実行のデバッグ、テスト、および監視に利用可能なテクニックとツールを説明できる  
システムログの内容と使用方法を挙げ、説明できる  
単体テストの作成と実行の方法と、テストカバー率 100% を達成するためのテクニックを説明できる  
Force.com Page コントローラのテスト方法を説明できる  
異なる環境でのメール送受信のテスト方法を説明できる  

 
Section 7. サンプル問題  
以下の問題は Salesforce.com 認定上級デベロッパー試験のサンプル問題です。これらの問題

は出題形式に慣れていいただく為のものであり、認定試験に合格できるかどうかをテストするた

めのものではありません。実際の試験問題の難易度は、以下の問題よりも高い場合もあれば低

い場合もあります。 
 
 

1. 顧客は、取引先責任者保存処理に独自の検証処理を追加したいと考えています。取引先責
任者の作成前に、顧客は検証を行い、関連する取引先が有効かどうかをチェックします。この

検証は、インテグレーション要求、およびすべての UI に対して有効です。この目的を達成す

るのは、どの設計でしょうか？ 
 

A.  カスタム Web サービス 
B. before insert トリガ 
C. カスタム Visualforce コントローラ 
D. クライアントサイドの S コントロール 

 
2. 以下のコードでガバナー制限の例外を回避するには、List、Set、または Map をどのように

使用すれば よいでしょうか？（答えを 2 つ選択してください） 
 

for (Account a : trigger.new) { 
for (Contact c : [select id,otherphone from contact where accountid = :a.id]) 

{ c.OtherPhone= a.Phone; 
update c; 

} 
} 

 
A. 実行される SOQL クエリの数を削減する 
B. SOQL クエリにより検索されるレコードの総数を削減する 
C. DML 文の数を削減する 
D. DML 文の結果として処理されるレコードの数を削減する 

 
 
3. 以下の Visualforce ページマークアップが存在し、コントローラと各拡張コントローラに「go」と

いう名前のアクションメソッドが含まれると仮定した場合、ユーザが commandButton をクリッ
クすると、どのクラスメソッドが呼び出されますか？ 

 

 
 

A. theController 
B. ext1 
C. ext2 
D. ext3 



認定上級デベロッパー  – Study Guide 

トレーニング/認定制度 
5	  

	  

	  

 
 



認定上級デベロッパー  – Study Guide 

トレーニング/認定制度 
6	  

	  

	  

4. Visualforce ページのカスタムコントローラの自動化テストについて、正しい文はどれですか？ 
 

A.  他の Apex テストとは異なり、Visualforce のテストはブラウザで実行する必要がある 

B.  test. setCurrentPage()でカレントページを設定後、Test.startTest()をコールすると、ペ

ージ の action 属性で指定したコントローラアクションが呼び出される 

C.  カスタムコントローラを使用した Visualforce ページのフォーム送信は、Apex テストクラ 
スでのシミュレーションが可能である 

D.  結果となるページが Visualforce ページの場合、予想されるナビゲーションは Apex テス
トでのみ 確認することが可能である 

 
 
5. Visualforce ページは、以下に示す doSomething()メソッドを直接コールするコマンドボタン

を保持していま す（以下の MyCustomException は System.Exception クラスを拡張する
クラスです）。 

 
public void doSomething(){ 

throw new MyCustomException('An error message.'); 
} 

 
例外はユーザに対して、どこに表示されますか？ 

 
 

A.  <apex:messages>コンポーネント（ただし、これがページに含まれている場合） 

B.  未処理例外は、デバッグログにのみ記録される 

C.  Visualforce ページの最上部 

D.  例外を表示するための、別のページ 
 



認定上級デベロッパー  – Study Guide 

7	  

	  

	  

Section 8. サンプル問題の解答  
 
1. B 
2. A、 C 
3. B 
4. C 
5. D 

 
Section 9. 認定資格の更新  
このSalesforce.com 認定上級デベロッパー資格を継続するためには、オンラインで提供される

Salesforce.com 認定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。リリース試験は年

に3 回、Salesforce.com 製品のバージョンアップにあわせて公開されます。 
認定取得に必要な本試験には、その後2リリース分のリリース試験料が含まれています。また、そ

の後3リリースごとにリリース試験料が必要となります。（リリース試験料には3リリース分のリリー

ス試験料が含まれています。）  
Salesforce.com 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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


