
 

 

© 2016 Salesforce.com, inc. All rights reserved. 

Cert i f icat ion  Exam Guide  

 
 
 
 
 
 

SALESFORCE 認定 

INTEGRATION ARCHITECTURE デザイナー 
 

 

 



SALESFORCE 認定 INTEGRATION ARCHITECTURE デザイナー 

 

 

 

 
©Copyright 2016 Salesforce.com, inc. All rights reserved. i 

目次 

Salesforce 認定 Integration Architecture デザイナー資格について....................... 1 

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

セクション 2.  対象者について: Salesforce 認定 Integration Architecture デザイ

ナー ........................................................................................................ 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 ......................................................................... 8 

セクション 7.  サンプル問題の回答 .............................................................. 10 

セクション 8.  認定資格の更新 .................................................................... 11 

 



SALESFORCE 認定 INTEGRATION ARCHITECTURE デザイナー 

 

 
©Copyright 2016 Salesforce.com, inc. All rights reserved. 1 

SALESFORCE 認定 INTEGRATION ARCHITECTURE デザイナー資

格について 

Salesforce 認定 Integration Architecture デザイナー資格は、Force.com プラットフォームとの安

全で拡張性の高い連携を設計するアーキテクト、アナリスト、アプリケーションマネージャを対

象としています。この認定試験は、受験者が技術関係者にテクニカルソリューションを効果的に

伝え、品質と成功を保証するプロジェクトデリバリフレームワークを提供できる能力を判定する

ことを目的としています。 
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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 Integration 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、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 INTEGRATION 

ARCHITECTURE デザイナー 

Salesforce 認定 Integration Architecture デザイナーは、Salesforce プラットフォームと連携する

安全で拡張性の高いソリューションを設計するために必要な連携要件を評価できることが求めら

れます。デザイナーには、さまざまなプラットフォームに複雑な連携パターンを設計して実装し

た経験のほか、ソリューションと設計のトレードオフについてビジネス関係者と技術関係者の両

方に伝えた経験が必要です。 

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

 コンピューターサイエンスの理学士号または同等の学位 

 Salesforce プラットフォームでの実務経験が 3 ～ 4 年 

 Salesforce の連携の経験が 1 ～ 2 年 

 連携アーキテクチャの経験が 1 年 

 

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、プログラマーアナリスト、アプリケーションマネージャ 

 インテグレーションアーキテクト 

 ソリューションアーキテクト 

 

Salesforce 認定 Integration Architecture デザイナーの受験者は、以下の経験、スキル、知識が必

要です。 

 Force.com プラットフォームやその他のエンタープライズアプリケーションとの間にパ

フォーマンス、安全性、信頼性の高い連携を設計する 

 既存および将来の連携アーキテクチャを分析する 

 プロジェクトに連携アーキテクチャのブループリントを開発して保持する 

 他のエンタープライズアプリケーションやその他のクラウドアプリケーションと連携す

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 

 連携でドメインのベストプラクティスに従う 

 インターフェースに堅固で拡張性が高いセキュリティメカニズムを設計する 

 

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。 

 与えられたシナリオ (機能) で最適なミドルウェアツールを定義する 

 

この試験の受験者は、次の知識は問われません。 

 ミドルウェアの設定 
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セクション 3.  試験について  

Salesforce 認定 Integration 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: 90 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 

*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 Exam Guide 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.com 認定資格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。 

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。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
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 Integration 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。 

 

SALESFORCE 連携機能 

 与えられたシナリオに従って、SOAP、REST、Bulk、ストリーミング、キャンバ

ス、ワークフローアウトバウンド、Apex (コールアウト、@future など)、

Lightning Connect など、ビジネス要件を満たすために API ベースの連携を使用す

べきケースを推奨する 

 SOAP、REST、Bulk、ストリーミング、キャンバス、ワークフローアウトバウン

ド、Apex (コールアウト、@future など)、Lightning Connect など、API ベースの

連携を使用する場合の利点と欠点 (設計上のトレードオフ) を比較対照する 

 

SALESFORCE 連携パターン   

 与えられた連携シナリオに従って、アーキテクトが適切なパターン (レイヤ、タイ

ミング、方向、数量) を選択するために考慮する必要がある要件と問題を説明する  

 ビジネス要件が含まれる顧客シナリオで、これらの目標を達成する実装パターンを

要約する  

 さまざまなパターン(リモートプロセスの呼び出し - 要求と返信、リモートプロセ

スの呼び出し - ファイアアンドフォーゲット、バッチデータの同期、リモートコー

ルイン、データの変更に基づく UI の更新) を使用する利点と欠点 (設計上のトレー

ドオフ) を比較対照する 

 

エンタープライズ連携アーキテクチャの概念 

 Salesforce とその他のエンタープライズバックオフィスシステムを連携するビジ

ネス要件が含まれる顧客シナリオに従って、適切な連携アーキテクチャを推奨する 

 データ連携の一環として、データのクリーンアップ、標準化、重複排除、データ変

換を使用すべきタイミングと対象を分析して決定する  

割合 

28% 

割合 

15% 

割合 

17% 
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 データ移行実行時のさまざまな考慮事項を分析して判断する (プラットフォームで

の一括データ読み込み処理と SOAP データ読み込みのどちらがよいか、データ読

み込みの監視、エラー処理など)  

 

SALESFORCE 連携テスト 

 与えられたソフトウェア開発ライフサイクルシナリオに従って、実装の成功に必要

なテストのタイミング、種別、順序を決定する  

 与えられた連携シナリオに従って、テスト要件を満たすために必要な適切なプラッ

トフォーム機能を決定する  

 

FORCE.COM との連携:  セキュリティ 

 与えられたシナリオに従って、顧客要件を満たす適切なセキュリティ戦略を

決定する  

 

 

ツール 

 与えられたシナリオに従って、顧客要件を満たす適切なツールを決定する  

 与えられたシナリオに従って、ビジネス要件を満たす長所と短所を比較して、適切

なツールを分析して推奨する 

 

監視 

 与えられたシナリオに従って、連携の問題を特定して切り分け、適切なアプローチ

を推奨する  

 

 

  

割合 

10% 

割合 

10% 

割合 

15% 

割合 

5% 



SALESFORCE 認定 INTEGRATION ARCHITECTURE デザイナー 

 

 
©Copyright 2016 Salesforce.com, inc. All rights reserved. 8 

 
 

セクション 6.  サンプル問題 

以下の質問は、Salesforce 認定 Integration 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. ユニバーサルコンテナ社は、顧客がサポート要求をメールで送信できるメール-to-ケースを

実装しました。ケースは正常に作成されるが、メールの添付がケースに直接添付されていな

い問題が見つかりました。代わりに、進行中の活動関連リストの下でメールに添付されてい

ました。 

 

添付がケースに直接添付されるようにするには、どのオプションを検討すべきですか？ 

答えを 2 つ選んでください。 

A.  メール-to-ケース設定オプションでケースの下の添付の保存オプションを選択する 

B.  ケースのトリガを作成して、メール活動からケースに添付をコピー/移動する 

C.  添付を抽出するメールハンドラサービスを使用して、ケースの下に作成する 

D.  Web-to-ケースを設定して、ケースの下に添付を自動的に作成する 

 

2. ユニバーサルコンテナ社では、Salesforce で自社の ETL ツールからの安全な接続のみを受け

入れるようにしたいと考えています。カスタム Apex Web サービスの呼び出しを安全にする

にはどのようにすべきですか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

 

A.  双方向 SSL 

B.  VPN 

C.  IP のホワイトリスト登録 

D.  プロファイルセキュリティ 

 

3. ユニバーサルコンテナ社の連携チームは、開発者が開発中にデータモデルやトリガの動作を

絶えず変更することにより、開発プロセス後半でやり直しが頻繁に発生し、予期せぬバグが

生じることに不満を抱いています。 

この問題を解決するには、テクニカルアーキテクトは何を推奨すべきですか？ 

答えを 2 つ選んでください。 

 

A.  回帰テストポリシーを実装して、開発プロセスの初期段階で問題を把握する 

B.  コード開発者と連携開発者が別々の Sandbox で作業するように促す 

C.  継続的インテグレーションプロセスを実装して、開発プロセスの初期段階で問題を特定

する 
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D.  要件トレーサビリティマトリックスを使用して、データモデルの変更から、元の要件を

追跡する 

 

4. リモートシステムへの認証された安全な接続を確立して、リモートシステムが Salesforce を

信頼できるようにするには、インテグレーションアーキテクトはどの仕組みを推奨すべきで

すか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

 

A.  クエリパラメータに事前共有キーを使用する 

B.  双方向 (相互) SSL 証明書を実装する 

C.  ホスト側の CA 署名証明書を利用する 

D.  共有キーでペイロードを暗号化する 

 

5. 複数のドメインにクライアント側からコールアウトを行う Visualforce ページを構築する場

合、ブラウザの同一オリジンポリシーを侵害しないようにするには、インテグレーション

アーキテクトは何を検討すべきですか？ 

答えを 2 つ選んでください。 

 

A.  Canvas SDK を利用してコールアウトを実行する 

B.  CORS を設定して、クライアントスクリプトから通信するすべてのドメインをホワイト

リストに登録する 

C.  各 JavaScript リソースがその発生元とのみ通信するようにする 

D.  クライアントスクリプトから通信するすべてのドメインにリモートサイトの設定を行う 
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セクション 7.  サンプル問題の回答 

1. B、C 

2. A 

3. A、C 

4. B 

5. B、C 
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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。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 Salesforce 認定 Integration Architecture デザイナー資格を維持するには、オンラインで提供

される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 1 回公開されます。 

Salesforce.com 認定 Integration Architecture デザイナーの最初のリリース試験は、Spring '17 よ

り提供する予定です (Winter '17 では実施されません)。 

アメリカ :  

www.salesforce.com/training 

電話: 1-877-TRAIN10 

Email: educationcoordinator@salesforce.com 

アジア太平洋 :  

www.salesforce.com/au/training 

電話: 1-800-789-984 

Email: apactraining@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。 


