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Pegaコミュニティへようこそ！

Pegaのミッションは、地球上のシステム開発の在り方を抜本的に変革し、企業
のデジタル改革を推進することです。Pega Platformはそれを実現するための強
力な統合プラットフォームです。日本国内でも業界をリードする多数の企業が
Pegaを用いたデジタル改革を実践され、成果を挙げられています。

当ガイドは、Pegaに初めて触れてから10日間で、全て自習形式で、Pega

Platformの基礎をマスターし、Pega Certified System Architect (CSA)

の認定を取得し、 Pegaプロフェッショナルとしてクイックスタートするまでの一
連の手順を簡潔に纏めたものです。是非最後まで完遂し、Pegaを用いたデ
ジタル改革の推進役としてご活躍頂けますように！
(もちろん、概略レベルのみをクイックに理解したいという方にも有益です。その場
合、ステップ3の5章まで進めて頂くことをお勧めします)

*当ガイドは継続的にアップデートしています。

*Pega Quickstart (英語版) も併せてご参照ください。

1. ユーザー

登録

2. Express

体験
(スキップしてステップ3

に進んでもOKです)

3. Pega
Academy

4. 認定取得

5. 日本Pega

ユーザ会
(認定取得前でも

ご参加頂けます)

ゴール: Pega Platformの基礎をマスターし、
Pega Certified System Architect (CSA) 認定
を取得し、Pegaプロフェッショナルとしてデビューする 約10日間
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https://community.pega.com/knowledgebase/documents/pega-community-quickstart


https://community.pega.com

(英語)

Pega CommunityはPega製品や
メソドロジ等に関する豊富な情報が
集められている他、エキスパートに質
問することも出来ます。
コミュニティからの支援、および豊富
なツールとセルフサービスリソースを利
用して、ペガ製品を最大限に活用し
てください。

ユーザー登録

まずはPegaのユーザー登録を済ませ、Pega CommunityやPega 

Academyへのアクセス権をゲットしましょう！

1. https://accounts.pega.com/register よりユーザー登録
*ビジネス用のメールアドレスをご指定下さい。

2. 自動送信されたメール内のリンクをクリックしてアクティベート

3. Pega CommunityおよびPega Academyにアクセス

*詳細手順はこちら (英語)

http://academy.pega.com

(英語)

Pega Academyでは様々なコース
が提供され、オンラインで自分のペー
スでPegaのスキル習得を図ることが
できます。システムアーキテクト、ビジ
ネスアーキテクト等の職種毎にラーニ
ングパスが整備されています。

1 ゴール: 

Pega CommunityおよびPega Academyへ
ログインし、各種情報へアクセス出来るようになる

ユーザー登録画面

Pega Communityトップ画面

無償

3分

Pega Academyトップ画面

Pega Academyコース選択画面

Community Academy
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https://community.pega.com/
https://accounts.pega.com/register
https://bcove.video/2ASBhcn?utm_source=Quickstart&utm_campaign=Dec18_Video_Create_Account
http://academy.pega.com/


アプリ作成手順
概要ビデオ (英語) で雰囲気を掴んだら、あとは直感を信じて自由にアプリケー
ションを作ってみましょう。ノーコード開発の利点を活かし、作ってはプレビューし、
修正してはまたプレビューしの繰り返しで進めていくことが出来ます。開発順序
に厳密な決まりはありませんが、「ケース」「UI」「データ」の3つがPegaアプリケー
ションの中核となる構成要素です。

2. 
Express体験 (スキップしてステップ3に進んでもOKです)

あなた専用の30日間無料トライアル環境をゲットし自由に触ってみましょう！

1. こちらのサイトからトライアル環境を申請
https://www.pega.com/platform-trial

2. 登録完了通知メール内のリンクをクリックし、トライアル環境にアクセス

*当環境は現在のところ英語にて提供されています。
*当環境ではPega Expressのみをご利用頂けます。Designer Studioにはアク
セスできませんが、開発資源のパッケージをダウンロードし、別のPega Platform

環境に移植して開発を継続することが可能です。

2 ゴール:

自分専用のトライアル環境を取得し、Pega

Expressによるアプリケーション開発を体感する

トライアル環境申請画面 登録完了通知

アプリ作成初期画面

ケース定義画面

無償

60分
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https://www.youtube.com/watch?v=sjJIT_hYDio
https://www.pega.com/platform-trial


クラウド演習環境へのアクセス

Pega Academy

日本語教材とクラウド演習環境で、理論と実技を体系的に学びましょう！

1. Pega Academyにアクセス https://academy.pega.com

2. System Architect Essential (SAE): Japanese 7.2 コースを検索し、
受講登録 (下記のリンクから直接辿ることも可能です)
https://academy.pega.com/library/72/system-architect-
essentials-japanese

*日本語コースは日本語化された教材(PDFおよび動画)のみが提供されており、
オンラインで受講する形式ではありません。

クラウド演習環境にアクセスするには、英語コースへの登録も必要です。

1. System Architect Essential (SAE) 7.2 コース(英語コース)を検索し、
受講登録 (下記のリンクから直接辿ることも可能です)
https://academy.pega.com/library/72/system-architect-
essentials

2. レッスン(例 「3 Prototyping an Application using Pega Express」の
「Designing a case life cycle」)を開いてNextボタンで進み、タイトルが
Exerciseで始まるページ(例 Exercise: Adding a case type to your
application)のページ後半にある「Open Exercise System」をクリック

3. 演習ガイドに書かれたユーザー名とパスワードでログイン

*15日間連続して演習環境にログインしていない場合、または演習を完了してい
ない場合、演習環境は削除され、すべての作業が失われます。削除されても
「Open Exercise System」をクリックすれば、新たな演習環境が利用できます。

3 ゴール: 

Pega Platformの基本的な知識が身に付き、
Designer Studioで本格的に開発できる

クラスルームトレーニング
日本人インストラクターが日本語で分かりやすく教えるクラスルームトレーニング
も随時開催しています。スケジュールはこちら

現在無償
キャンペーン中

7日間
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https://academy.pega.com/
https://academy.pega.com/library/72/system-architect-essentials-japanese
https://academy.pega.com/library/72/system-architect-essentials
https://www.pega.com/ja/about/locations/japan/training


1. コースの概要

2. ペガのビジネスアプリケーションプラットフォーム

– 動画 Pega Application Platform (p15-16)

– 動画 Directly Capture Objectives (p26-27)

– 動画 Situational Layer Cake (p28-29)

– 動画 Case Lifecycle Management (p30)

– 動画 Leveraging Development Best Practices with 

Guardrails (p40)

3. Pega Expressを使用したアプリケーションのプロトタイプの作
成

– 動画 Enforcing Business Policies Using Service 

Levels (p76-81)

4. デザイナスタジオを使用したケースデザイン

– 動画 Requirements Management (p100-102)

– 動画 Requirements 101 (p106-108)

– 動画 Specifications 101 (p109-111)

5. アプリケーションデザイン

– 演習1-1 ガードレールコンプライアンス

6. ケースデザイン

– 演習2-1 OnboardingケースタイプとBenefit Enrollment

ケースタイプの作成

7. データモデルデザイン

– 演習3-1 OnboardingとBenefits Enrollmentのデータモ
デル

– 演習3-2 従属クラスの初期化

– 動画 Declarative Processing (p299)

– 演習3-3 福利厚生(Benefits)の総額を自動計算

– 演習3-4 他のケースへの値渡し

– 演習3-5 クリップボードによるケースデータの確認

8. プロセスデザイン

– 演習4-1 ワークパーティ

– 演習4-2 サービスレベル

– 演習4-3 アサインメントのルート

– 演習4-4 Welcome Eメールの送信

– 動画 Circumstancing Condition (p485-486)

– 演習4-5 Welcome Eメールのサーカムスタンス

9. デシジョンデザイン

– 演習5-1 リモート(自宅勤務)従業員のFacilities Setup

を省略

– 動画 Creating a Decision Table (p535)

– 動画 Creating a Decision Tree (p551)

– 演習5-2 デシジョンテーブルの作成

10. UIデザイン

– 演習6-1 OnboardingおよびBenefits Enrollment画面
の構成

– 演習6-2 インストラクションの追加

– 演習6-3 レスポンシブUIの構成

– 演習6-4 ダイナミックユーザーインターフェース

– 演習6-5 ユーザーデータのバリデート

11. レポートデザイン

– 動画 Report Columns (p722)

– 演習7-1 空座席を返すレポートの作成

– 演習7-2 レポートデータの最適化

12. データ管理

– 演習8-1 シートロケーション用のデータページ作成

– 演習8-2 参照データの管理

13. アプリケーションのデバッグ

– 演習9-1 トレーサーを使ったデバッグ

SAE 7.2日本語コースの進め方
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動画

Videos

演習ガイド
Exercise Guide

受講者ガイド
Student Guide

スライド
Slides

メインの受講資料として利用し、適宜
動画や演習ガイドを参照して下さい

視覚教材として視聴して下さい
カッコ内はスライドの該当ページです

演習の手順書です
クラウド環境にアクセスして実施して下さい

スライド教材だけでは不明な場合に
教科書・参考書としてご活用下さい
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スライド資料をメインに受講すると容易に進められます



試験対策
Pega AcademyではCSA Practice Examという試験対策コースも用意され
ています。出題形式の確認やご習熟度合のチェックにぜひご活用ください。
https://academy.pega.com/library/72/csa-practice-exam

(英語のみ)

ゴール: 

Pega Certified System Architect (CSA)

として認定され、Pegaプロジェクトへ参画出来る認定取得

Pega Academyコースを最後まで受講したら、早めにPearson VUEで受験
予約し、Pega Certified System Architect (CSA) 認定を取得しましょう!

1. Pearson VUEのアカウントを作成し、受験予約 (英語)

http://pearsonvue.com/pegasystems

*当試験は日本語で受験頂けます。

*多くのソフトウェア企業と同様、Pegaの認定試験の運営はPearson VUE社に
委託されています。

*認定に関するFAQはこちら (英語)

4

Practice Exam画面例

(受験料)

175 USD

予約: 10分
試験: 90分

7

https://academy.pega.com/library/72/csa-practice-exam
http://pearsonvue.com/pegasystems
https://academy.pega.com/help/certification-faqs


日本Pegaユーザ会 (認定取得前でもご参加頂けます)

ペガジャパン株式会社の有志メンバーで「日本Pegaユーザ会」というコミュニ
ティを開設し、日本語での情報発信やQ&A対応を行っています。
ぜひユーザ登録してアクセスしてみましょう！

1. こちらからユーザー登録
https://meshlogin.pega.com/?a=user/SignupNonEmployee

2. PegaMeshにログイン https://mesh.pega.com

3. 「日本Pegaユーザ会」プレイスにアクセス
https://mesh.pega.com/groups/日本pegaユーザ会

*「日本Pegaユーザ会」はPegasystems Inc.が運営するPegaMeshというソー
シャルコミュニケーションサイト内のコミュニティです。PegaMeshへのアクセスはセ
キュリティの関係上、ご契約済のお客様およびパートナー企業様限定とさせて頂
いております。

5 ゴール: 

日本Pegaユーザ会にアクセスし、
逆引きリファレンス等の日本語情報を取得する

Pega 8.1逆引きリファレンス
Pega Platformでの開発TIPSを
目的別に整理して纏めたものです。

生保新契約デモパッケージ
ケースマネジメント、ルールエンジン、
オムニチャネルUX、ロボティックス、
システム連携、ノーコード開発と
いった、Pega Platformの特長を
ふんだんに盛り込んだ、リファレンス
実装的なデモパッケージです。

質問する & 回答する
右側のアクションメニューから「ディス
カッションや質問を投稿」をクリックし、
コミュニティメンバーに質問してみま
しょう。分類のため、適切なカテゴリ
を選択してください。

PRPC Quick start

Pega Platformの基本概念や操
作手順を連載形式で分かりやすく
解説しています。

無償

10分～
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https://meshlogin.pega.com/?a=user/SignupNonEmployee
https://mesh.pega.com/
https://mesh.pega.com/groups/日本pegaユーザ会
https://mesh.pega.com/docs/DOC-143559
https://mesh.pega.com/docs/DOC-123675


演習用VMのダウンロードと演習環境へのアクセス

Senior System Architect 7.2

日本語教材と演習用VMで、理論と実技を体系的に学びましょう！

1. Pega Academyにアクセス https://academy.pega.com

2. Senior System Architect (SSA): Japanese 7.2 コースを検索し、
受講登録 (下記のリンクから直接辿ることも可能です)
https://academy.pega.com/library/72/senior-system-architect-
japanese

*日本語コースは日本語化された教材(PDFおよび動画)のみが提供されており、
オンラインで受講する形式ではありません。

演習用VMをダウンロードするには、英語コースへの登録も必要です。

1. System Architect Essential (SSA) 7.2 コース(英語コース)を検索し、
受講登録 (下記のリンクから直接辿ることも可能です)
https://academy.pega.com/library/72/senior-system-architect

2. Course Overview→Before you beginの2画面目で、
「DOWNLOAD EXERCISE SYSTEM」をクリックしてダウンロード

3. 演習ガイド(p7)に従って、VMware、VirtualBox等にインポート

4. 演習ガイドに書かれたユーザー名とパスワードでログイン

* 演習用VMはOVA (Open Virtualization Archive)ファイルです。VMware 
(Windows)、VMware Fusion (Mac OS X)、VirtualBoxなどをご利用下さい

参考 シニア システム アーキテクト コース: 

Pega Platformの知識を深めるアドバンストコース
で、効率よく実装するスキルを磨くことができる

クラスルームトレーニング
日本人インストラクターが日本語で分かりやすく教えるクラスルームトレーニング
も随時開催しています。スケジュールはこちら

現在無償
キャンペーン中

10日間
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https://academy.pega.com/
https://academy.pega.com/library/72/senior-system-architect-japanese
https://academy.pega.com/library/72/senior-system-architect-japanese
https://www.pega.com/ja/about/locations/japan/training


2. アプリケーションの設計

– 演習 アプリケーションの新バージョンの作成 (p62)

– 演習 アプリケーションルールセットの設定 (p99)

– 演習開発ブランチの統合 (p117)

– 演習 ルール解決 (p148)

– 演習再利用のためにルールをパラメーター化する (p163)

3. ケースの設計

– 演習一時ケースの処理 (p177)

– 演習重複するケースの検索 (p193)

4. データモデルの設計

– 演習 ワークステータス値の作成 (p205)

– 演習 データアクセスパターンの設定 (p240)

5. プロセスの設計

– 演習動的クラス参照によるアサインメントの ルーティングの更新 (p259)

– 演習 カスケード(段階的)承認プロセスの設定 (p275)

– 動画 Assignment Models (p279-281)

– 演習 ユーザーに割り当てたアサインメントの優先順位付け (p296)

– 演習 ビジネスルールの委任 (p318)

– 演習並行処理の設定 (p345)

– 演習画面フローの設定 (p367)

– 動画 Case Attachments (p371-374)

– 演習添付ファイルカテゴリのケースへの追加 (p390)

– 演習 フローアクションの前処理と後処理の設定 (p400)

– 動画 Rule Resolution and Circumstancing (p411)

– 演習複数の変数に基づくルールのカスタマイズ (p420)

6. UIの設計

– 演習 ハーネスのカスタマイズ (p452)

– 演習 ポータルのカスタマイズ (p453)

– 演習 モバイル対応アプリケーションの設計 (p468)

– 演習 アプリケーションのルック・アンド・フィールの更新 (p481)

7. レポートの設計

– 動画 Data Models in Reports (p486)

– 演習複数のテーブルのデータを結合するレポートの作成 (p516)

8. データ管理

– 演習 SOAP サービスを使用したアプリケーションの公開 (p542)

– 演習 Pega API を使用したペガアプリケーションへのアクセス (p543)

– 演習 データベースのデータの読み書き (p568)

– 演習統合データのシミュレーション (p581)

– 演習 データページでのエラー処理の設定 (p603)

– 演習統合設定の管理 (p623)

9. アプリケーションのデバッグ

– 演習 ログファイルの確認 (p642)

– 演習 アプリケーションのパフォーマンスの解析 (p673)

10. アプリケーションの管理

– 演習 アプリケーションの保護 (p727)

– 動画 Standard Agents (p731-732)

– 動画 How to Troubleshoot with Agents (p753)

– 演習一括処理の設定 (p754)

– 動画 Migrating an Application (p758-759)

– 演習 アプリケーションの移行 (p774)

11. ディシジョンの設計

– 動画 Next Best Action (p780)

– 動画 Agent Desktop (p781)

– 動画 Call Center Interaction (p782)

– 動画 Decisioning Artifacts (p798)

– 動画 System Architect View (p799)

– 動画 Strategy Designer View (p800)

– 演習戦略の優先順位付けの更新 (p801-804)

– 動画 Decisioning in Process Flow (p815)

– 演習 インタラクションの戦略の変更 (p816-819)

– 動画 Create Proposition Hierarchy (p833)

– 動画 Create New Propositions (p834)

– 演習提案の拒否率の測定 (p835-838)

– 動画 Create a New Strategy (p853)

– 動画 Building a Strategy (p854)

– 演習 ネクストベストアクションの意思決定戦略の作成 (p855-858)

SSA 7.2日本語コースの進め方

参考

動画
Videos

演習ガイド
Exercise Guide

受講者ガイド
Student Guide

スライド
Slides

メインの受講資料として利用し、適宜
動画や演習ガイドを参照して下さい

視覚教材として視聴して下さい
カッコ内はスライドの該当ページです

演習の手順書です
クラウド環境にアクセスして実施して下さい

スライド教材だけでは不明な場合に
教科書・参考書としてご活用下さい
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スライド資料をメインに受講すると容易に進められます




