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SALESFORCE 認定 CPQ スペシャリスト資格について 

Salesforce 認定 CPQ スペシャリスト資格は、Salesforce CPQ ソリューションの実装経験の

ある方を対象としています。この認定資格は、Salesforce CPQ プラットフォームを使用した

見積フローの設計、構築、実装のスキルと知識があることを証明したい Salesforce の顧客、

パートナー、Salesforce の従業員を対象とします。Salesforce 認定 CPQ スペシャリストの資

格を得ることにより、バンドル設定、価格設定、出力ドキュメント、更新および修正を構築

できる能力を示すことができます。  
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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、Salesforce 認定 CPQ スペシャリスト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

経験と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 CPQ CPQ  

スペシャリスト 

Salesforce 認定 CPQ スペシャリストは、Salesforce CPQ プラットフォームの経験と CPQ 用

語の知識を持ち、プラットフォームに関する基本的な問題をトラブルシューティングして解

決できる能力が求められます。 

Salesforce 認定 CPQ スペシャリストは通常、CPQ スペシャリストの役割で 6 か月から 1 年

の経験が必要になります。Salesforce 認定 CPQ スペシャリストの受験者は、Salesforce 

CPQ ソリューションの経験と、以下の概念に関するスキルと知識が必要になります。  

 ビジネスプロセスに対応するソリューションを構築できる 

 プラットフォームに関する基本的な問題をトラブルシューティングして解決できる 

 バンドル (機能、オプション、オプション制約、設定属性)、商品ルール、価格ルール、

割引率表、ブロック価格設定、コスト、契約価格、見積テンプレート、見積プロセ

ス、カスタムアクションを構成できる 

 更新と修正の見積を生成できる  

 基本的な商品ルールと価格設定の問題をトラブルシューティングして解決できる 

 価格ルールの式を記述できる 

 契約プロセスを活用できる 

 商品、価格表および価格表エントリを管理できる 

 ビジネスの営業プロセスを定義できる 

 ユーザ権限、レコードタイプおよびページレイアウトを構成する 

 承認に精通している 

 CPQ オブジェクトデータモデル、CPQ パッケージレベル設定、プライスウォーター

フォールの知識がある 

 
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。 

 複合サマリー変数 

 割引率表を使用したブロック 

 ネストされたバンドル 

 ネストされた見積規約 

 詳細なグルーピング 

 詳細な見積テンプレートトピック 
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この試験の受験者は、次の知識は問われません。 

 CPQ プラグイン 

 カスタムテンプレートコンテンツ 

 カスタムアクションのターゲット URL 

 サードパーティ製 Web アプリケーションへの統合 

 請求処理 

 移行とレガシーデータの処理 

 Force.com、VisualForce ページ、Apex クラス、JavaScript の管理 

 

Salesforce 認定 CPQ スペシャリストの受験者の代表的な職種は次のとおりです。 

 IT 

 営業担当 

 テクニカルアーキテクト 

 実装コンサルタント 

 サービス担当 
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セクション 3. 試験について  

Salesforce 認定 CPQ スペシャリスト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: 20,000 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。ただし、コースへの参加を強く推奨します。 
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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。 

 

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。 

 この試験では、次の集合研修トレーニングを推奨します。 

 Salesforce CPQ管理 

Salesforce CPQ Admin Essentials for Experienced Administrators (CPQ-211)(USのみ) 

 

 

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。  

Trailhead トレイルにはこちらからアクセスできます。 

  

http://www.salesforce.com/jp/services-training/education-services/training/course-flow/#List
https://www.salesforce.com/jp/services-training/education-services/public/cpq-admin/
https://help.salesforce.com/HTTrainingCourseDetail?id=a230M0000009j3j
https://trailhead.salesforce.com/ja/
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セクション 5.試験範囲 

Salesforce 認定 CPQ スペシャリスト試験では、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、CPQ 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。 

 

商品とバンドル  

 与えられた顧客の商品カタログに従って、顧客ニーズを満たす適切な商品バン

ドルを設定する 

 与えられた顧客の商品カタログに従って、技術的に実行可能なバンドル設定を

確保するオプション制約を設定する 

 与えられた顧客のビジネスロジックに従って、技術的に実行可能なバンドル設

定を確保する適切な商品ルールを作成する 

 与えられた顧客の商品カタログに従って、技術的に有効な設定を確保しながら

オプションを操作できる設定属性を特定する 

 与えられた顧客の商品カタログに従って、顧客ニーズを満たす適切な種類の商

品バンドルを推奨する 

 与えられた顧客の要件に従って、商品コードおよび説明が動的に生成されるよ

うに商品を設定する 

 与えられた顧客のビジネスの詳細に従って、すべての必要な納入商品またはサ

ブスクリプション商品を設定する 

 与えられた顧客の販売プロセスに従って、適切な商品を提案するガイド付き販

売を構成する 

 与えられた顧客の要件に従って、適切な検索条件を特定および設定して大規模

な商品カタログを絞り込む 

 

見積テンプレート  

 与えられた出力要件の目標に従って、顧客によって決定される設計仕様とビジ

ネスルールに基づいて適切な見積テンプレートを作成する 

 与えられたドキュメント出力の表示における予期しない結果に従って、問題を

解決する調査方針を特定する 

 与えられた出力要件の目標に従って、適切な見積規約とテンプレートのセク

ションを設定して、生成されるドキュメントに規約を正しく配置する 

 与えられた出力要件の目標に従って、テンプレートセクションを設定して、生

成されるドキュメントに正しく配置する 

 与えられた出力要件の目標に従って、品目セクションと品目列を設定して、生

成されるドキュメントに品目を正しく配置する 

 
  

割合 

32% 

割合 

15% 
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価格設定と割引  

 与えられた商品の顧客の価格設定モデルに従って、適切な価格設定手法を決定

する 

 与えられたプライスウォーターフォールに従って、顧客ニーズを満たす価格

ルールを設定する 

 与えられた顧客の階層化された価格設定モデルに従って、ボリュームベースま

たは期間ベースの割引率表の適切な特徴を判断する 

 与えられた顧客の商品や増減などの要件に従って、適切な価格ディメンション

を作成する 

 与えられた予期しない計算済みの価格に従って、正確な価格設定を作成する調

査方針を決定する 

 与えられた顧客固有の価格設定要件に従って、正しい契約価格を構成する 

 

CPQ プラットフォーム  

 与えられた CPQ データフローの予期しない結果に従って、問題を解決する調

査方針を決定する 

 与えられた一連のビジネス要件に従って、ユーザインターフェースを調整して

適切なデータを表示する 

 与えられた一連のビジネス要件に従って、権限を調整して適切なデータセキュ

リティを確保する 

 与えられた完成版の見積に従って、契約プロセスの結果を正確に予測する  

 与えられた修正/更新データフローの予期しない結果に従って、問題を解決す

る調査方針を決定する 

 与えられた一連の翻訳済みの値に従って、適切なローカライズの仕組みを使用

して、翻訳済みのユーザインターフェースと出力を確保する 

 

  

割合 

38% 

割合 

15% 



SALESFORCE 認定 CPQ スペシャリスト 

 

 

©Copyright 2017 Salesforce.com, inc. All rights reserved. 9 
 

 

セクション 6. サンプル問題 

以下の問題は、Salesforce 認定 CPQ スペシャリスト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では以下の条件を定め、条件を満たした場合に 15% の追加割引

が見積全体に自動的に適用されます。  

1. 見積オブジェクトの収益勘定が「受取利息」として設定されている 

2. 商品 A が見積品目に追加されている 

3. 取引先のユーザ数が 25 を超えている 

追加割引が適用されるためには、ビジネス要件に応じて、収益勘定が「受取利息」に設

定されている、または、商品 A が見積品目に存在しかつユーザ数が 25 を超えている必

要があります。 

CPQ 管理者は価格ルールの詳細条件にどのように設定すれば、この要件を反映できます

か？   

答えを 1 つ選んでください。 

A. 1 OR (2 AND 3) 

B. (1 AND 2) OR 3 

C. 1 AND 2 OR 3 

D. (1 AND 3) OR 2 

 

2. ユニバーサルコンテナ社では、年セグメントで販売されるサブスクリプション商品 Z を

販売していますが、ユーザが第 1 セグメントの割引を受けないようにしたいと考えてい

ます。 

ユーザが第 1 セグメントの割引を受けないようにするために、CPQ 管理者はどうすれば

よいですか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

A. 商品コード = 商品 Z かつセグメントインデックス = 1 の場合に[割引不可]を有効に

する価格アクションを設定した価格ルールを作成する 

B. 年セグメントの価格ディメンションレコードの [最初のセグメント期間を編集可能] 

を [カスタムセグメントのみ] に設定する 

C. 2 つの価格ディメンションを作成し、1 つ目の価格ディメンションの [割引不可] を

無効にする 

D. 商品コード = 商品 Z かつ初期セグメント = True の場合に「0」を追加割引に挿入す

る価格ルールを作成する 
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セクション 7. サンプル問題の解答 

1. A 

2. A 
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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。 

この資格を維持するには、オンラインで提供される Salesforce 認定 CPQ スペシャリストの

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。 

Salesforce 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。 

 

アメリカ :  

www.salesforce.com/training 

電話: 1-877-TRAIN10 

Email: educationcoordinator@salesforce.com 

日本 :  

www.salesforce.com/jp/servicestraining

/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 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。 

https://www.salesforce.com/jp/services-training/education-services/cert/release-exam.jsp

