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This presentation contains forward-looking statements about the Company’s financial and operating results, which may include expected GAAP and non-GAAP 
financial and other operating and non-operating results, including revenue, net income, earnings per share, operating cash flow growth, operating margin 
improvement, expected revenue growth, expected current remaining performance obligation growth, expected tax rates, stock-based compensation expenses, 
amortization of purchased intangibles, shares outstanding, market growth, environmental, social and governance goals, expected capital allocation, including 
mergers and acquisitions (such as the proposed acquisition of Slack Technologies, Inc.), capital expenditures and other investments, expectations regarding 
closing contemplated acquisitions and contributions from acquired companies. The achievement or success of the matters covered by such forward-looking 
statements involves risks, uncertainties and assumptions. If any such risks or uncertainties materialize or if any of the assumptions prove incorrect, the Company’s 
results could differ materially from the results expressed or implied by the forward-looking statements it makes.  The risks and uncertainties  referred to above 
include those factors discussed in Salesforce’s reports filed from time to time with the Securities and Exchange Commission, including, but not limited to: risks 
associated with our ability to consummate the proposed Slack Technologies, Inc. transaction on a timely basis or at all; our ability to successfully integrate Slack 
Technologies, Inc.’s operations; our ability to realize the anticipated benefits of the proposed transaction; the impact of Slack Technologies, Inc.’s business model 
on our ability to forecast revenue results; disruption from the transaction making it more difficult to maintain business and operational relationships; the impact of, 
and actions we may take in response to, the COVID-19 pandemic, related public health measures and resulting economic downturn and market volatility; our 
ability to maintain service performance and security levels meeting the expectations of our customers, and the resources and costs required to avoid unanticipated 
downtime and prevent, detect and remediate performance degradation and security breaches; our ability to secure and costs related to data center capacity and 
other infrastructure provided by third parties; our reliance on third-party hardware, software and platform providers; the effect of evolving domestic and foreign 
government regulations, including those related to the provision of services on the Internet, those related to accessing the Internet, and those addressing data 
privacy; current and potential litigation involving us or our industry, including litigation involving acquired entities such as Tableau; regulatory developments and 
regulatory investigations involving us or affecting our industry; our ability to successfully introduce new services and product features, including any efforts to 
expand our services beyond the CRM market; the success of our strategy of acquiring or making investments in complementary businesses and strategic 
partnerships; our ability to compete in the market in which we participate; the success of our business strategy and our plan to build our business; our ability to 
execute our business plans; our ability to continue to grow unearned revenue and remaining performance obligation; the pace of change and innovation in 
enterprise cloud computing services; the seasonal nature of our sales cycles; our ability to limit customer attrition and costs related to those efforts; the success of 
our international expansion strategy; the demands on our personnel and infrastructure resulting from significant growth in our customer base and operations; our 
dependency on the development and maintenance of the infrastructure of the Internet; our real estate and office facilities strategy and related costs and 
uncertainties; fluctuations in, and our ability to predict, our operating results and cash flows; the variability in our results arising from the accounting for term 
license revenue products; the performance and fair value of our investments in complementary businesses through our strategic investment portfolio; our ability 
to protect our intellectual property rights; our ability to develop our brands; the valuation of our deferred tax assets and the release of related valuation allowances; 
uncertainties regarding our tax obligations in connection with potential jurisdictional transfers of intellectual property; uncertainties regarding the effect of general 
economic conditions; and risks related to our debt and lease obligations.
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CTA 資格について
資格の概要、体系
難易度
有資格者の価値

CTA 資格取得への道のり
ドメインアーキテクト資格の取得まで
レビューボード試験の準備

資料・研修
CTAからのアドバイス

合格者として
ジャッジ（審査員）として

Salesforce 認定テクニカルアーキテクト資格（CTA: Certified Technical Architect）
アジェンダ
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CTA 資格について



複雑な Salesforceシステムの構築に求められるスキルの証
Salesforce Platform 関連の認定資格

CTA：認定テクニカルアーキテクト
• 想定レベル︓8 年以上のさまざまな経験
• セキュアでパフォーマンスに優れた

Salesforce Platform ソリューション設計
認定アプリケーションアーキテクト
• 宣⾔的なアプローチによる Salesforce シ

ステム構築に対する技術や知識を有す
• 4 資格の取得で⾃動認定
認定システムアーキテクト
• プログラミング的なアプローチに

よる Salesforce システム構築に
対する技術や知識を有する

• 4 資格の取得で⾃動認定

認定Experience Cloudコンサルタント(オプション)



レビューボード試験
試験の形式

CTA：認定テクニカルアーキテクト
試験形式︓レビューボード形式（年2回開催）

・資料作成、プレゼンテーション、質疑応答
受験料︓初回 600,000円、2回⽬以降 300,000円（税抜）

認定アプリケーションアーキテクト
認定システムアーキテクト

試験形式︓選択式（随時受験申込可能）
受験料︓20,000円 / 40,000円（税抜）

認定Experience Cloudコンサルタント(オプション)



CTA 資格の難易度は︖

14名

2,405名

2,638名

139名

198名

152名

179名

7,158名

215名

245名

262名

752名

2021年3⽉1⽇現在

http://tandc.salesforce.com/certificate-holderにて毎⽉更新

資格別の取得者数

http://tandc.salesforce.com/certificate-holder


アーキテクト資格の取得企業
CTA 資格の難易度は︖

企業名 CTA システム
アーキテクト

アプリケーション
アーキテクト

株式会社テラスカイ 6 31 47

サークレイス株式会社 2 3 3

アクセンチュア株式会社 1 26 36

PwCコンサルティング合同会社 1 6 6

株式会社サンブリッジ 1 3 5

⽇本アイ・ビー・エム株式会社 1 3 3

クラステア株式会社 1 0 0

freee株式会社 1 0 0

2021年3⽉1⽇現在

http://tandc.salesforce.com/certificate-holderにて毎⽉更新

http://tandc.salesforce.com/certificate-holder


CTA 資格取得への
道のり



数年かけて着実に前進を
CTA への道のり 〜 CTA Journey

受験資格取得
• 6〜12 ヵ⽉
• 7 つの資格を取得

レビューボード準備
• 6ヵ⽉以上
•サンプルシナリオ練習
•資料作成
•プレゼン、QA



認定 Platform アプリケーションビルダー試験
• トレーニング︓Salesforce Platform 基礎（5⽇間）
• トレーニング︓認定 Platformアプリケーションビルダー試験ポイントスタディ（1⽇）
• Trailhead：Platform アプリケーションビルダー試験に向けた学習

認定 Platform デベロッパー試験
• トレーニング︓Salesforce Platform 開発者（5⽇間）
• トレーニング︓認定 Platformデベロッパー試験ポイントスタディ（1⽇）
• Trailhead：Platform デベロッパー試験に向けた学習

認定 Identity and Access Management デザイナー
認定 Integration Architecture デザイナー
• トレーニング︓Salesforce Platform インテグレーション（5⽇間）

トレーニング・Trailheadを有効活⽤
CTA 受験条件を得るために

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/trails/platform-app-builder-certification-prep
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/trails/platform-developer-i-certification-study-guide


• デザイナー資格対策 Trailmix
• 【Salesforce公式】アーキテクトジャーニー︓共有と可視性
• 【Salesforce公式】アーキテクトジャーニー︓データアーキテクチャと管理
• 【Salesforce公式】アーキテクトジャーニー︓インテグレーションアーキテクチャ
• 【Salesforce公式】アーキテクトジャーニー︓IDとアクセス管理
• 【Salesforce公式】アーキテクトジャーニー︓開発ライフサイクルとデプロイ

• 各Trailmixにはさまざまなリンク
• Trailhead
• ヘルプ
• ドキュメント

デザイナー資格対策は、Trailmixによる⾃習
CTA 受験条件を得るために

https://trailhead.salesforce.com/en/users/welcome4/trailmixes/architect-sharing-and-visibility-ja
https://trailhead.salesforce.com/en/users/welcome4/trailmixes/architect-data-architecture-and-management-ja
https://trailhead.salesforce.com/en/users/welcome4/trailmixes/architect-integration-architecture-jp
https://trailhead.salesforce.com/en/users/welcome4/trailmixes/architect-identity-and-access-management-ja
https://trailhead.salesforce.com/en/users/welcome4/trailmixes/architect-dev-lifecycle-and-deployment-ja


• さまざまなリンク
• Trailhead
• ヘルプ
• ドキュメント

• ハンズオン資料

Trailheadやドキュメントを有効活⽤
CTA 受験条件を得るために︓デザイナー試験 Trailmix



Salesforce Architect Group (Japan)
CTA 受験条件を得るために︓コミュニティグループ



レビューボード試験対策

レビューボード試験 = ソリューション構築 ＋ プレゼン ＆ 質疑応答
ソリューション構築

180min
プレゼン
45min

• 10ページ弱のシナリオ
• 要件を把握
• 要件に対するソリューションを
構築

• インターネット検索不可

• 3⼈の審判員（ジャッジ）の前でプレゼン
• 3名はCTA保持者

• 要件を識別し、ソリューションを提⽰し、正当性を⽰す
• Q&Aの範囲

• プレゼンで不明な点
• プレゼンでカバー出来ていない点

Q&A
60min

• 13個のサンプルシナリオを https://sfdc.co/rb-prep-ja からダウンロード可能

サンプルシナリオを⽤いて「模擬レビューボード」の開催を

https://sfdc.co/rb-prep-ja


サンプルシナリオの⼀部に
はソリューションキー（回
答例）が⼊っています

サンプルシナリオ



Architect Wheel
おもな採点基準

6 つのドメイン＋コミュ
ニケーションが採点され、
合否が判定されます



スケジュールの⽬安︓
レビューボード試験対策

Step 0

試験範囲を把握
＋作図⽅法習得

Step 1

アプリケーショ
ンアーキテクチ
ャ分野

Step 2

システムアーキ
テクチャ分野

Step 3

その他のシナリオ

推奨︓認定テクニカルアーキテクト レビューボード試験対策
ワークショップ（CTA601V）コースの受講

1ヶ⽉ 1.5ヶ⽉ 1.5ヶ⽉ 3ヶ⽉

シナリオ 2本
・ソリューションキー付き(1)

シナリオ 1本
・ビデオ教材による解説
（⽇本語字幕表⽰可能）

シナリオ 3本
・ソリューションキー付き(1) シナリオ 7本

• １⼈で練習 → 本番に近い状態での練習へ
• 準備時間、環境などを徐々に本番に近づける
• CTA メンターがいると効果⼤（プレゼンレビュー・QA・アドバイスを受ける）

https://trailhead.salesforce.com/ja/academy/classes/cta601v-certified-technical-architect-preparation-virtual-workshop/
https://trailhead.salesforce.com/ja/academy/classes/cta601v-certified-technical-architect-preparation-virtual-workshop/


試験内容の把握とプレゼン練習（CTAからのフィードバック）

認定テクニカルアーキテクトレビューボード
試験対策ワークショップ - Virtual 版（CTA601V）

対象者:
• 認定アプリケーションアーキテクト資格の保持
• 認定システムアーキテクト資格の保持
• Salesforce 経験に⻑けたアーキテクト
• CTA 受験予定者

形式:
・ リモート開催

期間:
• 3⽇（3時間, 3時間, 2時間）

レビューボード対策講座

試験範囲

• 7つの採点カテゴリ
についての理解を深

める

ベストプラクティス

• 時間管理
• 要件の読み込み
• 簡潔な回答

試験の成果物

• 作成すべき主要な成
果物を把握

• 作成上の注意事項

練習シナリオ

• 模擬シナリオを⽤いた
ソリューション演習

• プレゼン・QAを経験
• エキスパートからのフ
ィードバック

想定受講時期:
• レビューボード受験の

6〜8ヵ⽉前

コース詳細・お申し
込みは こちら から

https://trailhead.salesforce.com/ja/academy/classes/cta601v-certified-technical-architect-preparation-virtual-workshop/


• Trailblazer Community –「Architect Trailblazer Community」
• 最新情報はこちらにて公開（英語）
• ⽇本語サンプルシナリオもこのグループに投稿

• Partner Community  – 「Techincal Architect Round Table (Japan)」
• 対象者︓認定アプリケーションアーキテクトもしくは認定システムアーキテクトを持つ技術者
• 年3回のミートアップ

CTA を⽬指す⽅向けのコミュニティ

https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F930000000blKv
https://partners.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F93A0000009Sf8


• デザイナー資格の取得は⾃習が中⼼
• Trailmix の資料が充実
• ハンズオンや実務経験を積みながら習得

• 模擬レビューボードの開催
• 練習するほど効果が⾼い
• 他の⽅のプレゼンを聞く、アドバイスを受ける
• 会社や部署全体での開催

ご受験希望やアーキテクト育成計画についてのお問い合わせは
JapanArchitectProgram@salesforce.comへご連絡ください

CTA 資格取得への道のり︓まとめ



CTA からのアドバイス



Have a nice CTA 
Journey!

Have a nice CTA Journey!

認定Experience Cloudコンサルタント(オプション)



Thank You


