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アドビ認定エキスパート試験について 
 

 

アドビ認定エキスパートは、アドビソリューションの価値をお客様に理解してもらうための専門知識があることを証

明する資格です。 
 

アドビの認定試験は、業界で認められた標準規格に従って開発されており、有効性と信頼性が保証されています。 

また、業界のエキスパートと連携して、認定対象業務に求められる実務的要件と目的に沿って作成されています。 
 

このガイドは、アドビ認定エキスパート試験の準備に必要な情報を提供するとともに、どの段階で受験するかの判断

材料を示すことを目的としています。本試験の評価対象となる職務でエキスパート認定を受けるにあたり、「最低限

必要な知識と技能」について説明します。 

 

Campaign Classic Developer 試験の概要 
 

 

• 問題数：60 

• 試験時間：80 分 

• 合格基準：すべてのアドビ試験は、300 ～ 700 点の間で採点されます。各試験の合格点は 550 点です。換算点

について詳しくは、よくある質問を参照してください。 

 

試験の申し込み方法 
 

 

この試験は世界共通で PSI が配信します。 

• 試験名：Adobe Campaign Classic Developer 

• 試験番号：AD0‐E308 

• 受験料：22,325 円 

 

PSI テストセンターでの試験申し込み方法： 
1. アドビの資格情報管理システムのログインページにアクセスします。ログインには Adobe ID が必要です。Adobe ID 

を所有していない場合は、「Get an Adobe ID（Adobe ID を取得）」のリンクをクリックしてください。 

 

2. 以前にアドビの試験を受けたことがない場合は、ログイン後にプロフィールを作成するように指示されます。 

プロフィールを作成すると、オプトイン設定を更新するように指示されます。 

https://www.adobe.com/training/course-faq.html#cert-general
https://training.adobe.com/certify
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3. ログインしたら「Home（ホーム）」、次に「Schedule / Modify Exam Appointment（試験予約申込 / 変更）」を

クリックします。 

 

4. このページには、受験可能な試験が表示されています。 

 

5. 受験を希望する試験の「Schedule Exam（日程の決定）」ボタンをクリックします。 

 

6. 試験の実施方法を「Test Center（テストセンター）」または「Remote Online Proctored Exam（ウェブ配信/ライ

ブ監視）」から選択します。 

 

7. 試験の言語を選択して試験オプションを確認します。 

 

8. 受験地を検索、指定した後、受験可能な日付と開始時刻を選択します。 

 

9. スケジュールの詳細を確定し、予約の確認を受け取ります。 

 

10. 支払いに進みます。 

 

11. 支払いが完了すると、登録の詳細を示す確認と領収書をメールで受け取ります。 
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Adobe Campaign Classic Developer 試験の範囲 
 

 

この試験の評価対象となる分野は以下のとおりです。 

• システムのインストールと設定 

• カスタマイズ 

• オペレーターのセキュリティ 

• マーケティングキャンペーンのセットアップ 

• メンテナンス 

 

上記の各分野に、Adobe Campaign Classic Developer として求められる以下のタスクがあります。 

• システムのインストールと設定 

アドビ以外がホストする環境への必須ソフトウェアのインストールと設定を実行 

アドビ以外がホストする環境への適切なアドビのソフトウェアのインストールを実行 

外部アカウントを設定してアドビがホストする環境に接続 

システム全体の設定とデフォルトの設定 

アドビのサービスとコマンドを識別 

• カスタマイズ 

一連の要件に沿ってスキーマを設計および拡張 

シナリオに沿ってフォームを変更 

一連の要件に沿ってテクニカルワークフローを設計 

一連の要件に沿ってフォルダー構造を設計 

シナリオに沿ってターゲットマッピングをカスタマイズ 

シナリオに沿ってタイポロジルールをカスタマイズ 

シナリオに沿ってプラットフォームオプションをカスタマイズ 

シナリオに沿ってシードをカスタマイズ 

シナリオに沿って列挙をカスタマイズ 
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• オペレーターのセキュリティ 

手順に沿った考え方を適用して新しいオペレーターを作成 

手順に沿った考え方を適用して新しいオペレーターグループを作成 

• マーケティングキャンペーンのセットアップ 

手順に沿った考え方を適用してキャンペーン階層を設定 

一連の要件に沿ってマーケティングワークフローを構築 

配信を定義および設定 

• メンテナンス 

手順に沿った考え方を適用して通知を実装 

シナリオに沿ってログファイルを解釈 

ソリューション監視を使用 

 

本試験の出題配分： 
 

 

試験問題の分野別の割合は以下のとおりです（注意：各問題の配点はすべて同じであり、どの問題にも部分点はあり

ません）。 

 

 

分野 試験内容の割合 

システムのインストールと設定 15% 

カスタマイズ 40% 

オペレーターのセキュリティ 7% 

マーケティングキャンペーンのセットアップ 23% 

メンテナンス 15% 
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Adobe Campaign Classic Developer の職務 
 

 

この試験は、現在または過去に Adobe Campaign Developer として働いた経験のある方を対象としています。 
 

最低限の合格基準 

この試験に合格するには、下記に示すとおり、Adobe Campaign Developer に求められる最低基準の知識、技術、能力

を習得している必要があります。 

 

Adobe Campaign Classic Developer は単独で以下のタスクを実行できる 

こと： 

• 新しいスキーマを作成および変更する 

• 「Update Database Structure（データベース構造の更新）」ウィザードを実行する 

• 既存のスキーマを拡張する 

• スキーマの詳細を定義する（結合、主キー、自動主キー、データベースインデックス、列挙） 

• 列挙を作成および使用する 

• 既存のフォームを変更する 

• 新しいフォームオプションを追加する 

• 新しい外部アカウントを作成する 

• アーキテクチャモデルについて理解する 

• データ読み込みワークフローを作成する 

• テクニカルワークフローを作成する 

• コアワークフローアクティビティを適用する（エンリッチメント、コアなど） 

• パーケージをインストールする 

• パッケージ管理について理解する 
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• オペレーターをオペレーターグループに割り当てる 

• テンプレートを作成する（キャンペーン、配信、ワークフロー） 

• コアスキーマについて理解する（broad log、tracking log、recipient、delivery） 

• ターゲットマッピングを変更する 

• タイポロジルールを知る 

• タイポロジルールを適用する時機を特定する 

• 実装フォルダー構造を定義する 

• 階層について理解する（計画、プログラム、キャンペーン） 

• ビューについて理解する 

• キャンペーンでのメッセージセンターの操作について理解する 

• サブスクリプションについて理解する 

• パーソナライゼーションブロックを作成する 

• シードアドレスについて理解する 

• ワークフロー監査ログを解釈する 

• 基本的なウィンドウサービスと関連するログについて理解する 

• 新しいリストを作成する 

• 受信者フォルダーについて理解する 

• 配達確認を送信する 

• マーケティングキャンペーンを作成する 

• マーケティングワークフローを作成する 

• 記述的分析を実行する（配信およびキャンペーンレベルのレポート） 

• 汎用クエリーツールを使用する 
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• アクティビティのタイプを区別する 

• エクスプレッションエディターを使用する 

• 「out-of-the-box」機能について理解する 

• ワークフローの実行方法について理解する（run、execute など） 

• ワークフローのプロパティについて理解する 

• 名前空間について理解する 

• データを表示する 

• 「Configure List（リスト設定）」オプションについて理解する 
 

 

この試験の最低限の資格基準該当者に想定される職務経験 
 

 

この試験に合格するには、一般に、Adobe Campaign Classic Developer として以下の職務経験が必要となります。 

• ETL を含む SQL 開発に関する 3 年以上の経験 

• スクリプト処理／プログラミングに関する 1 年以上の経験（JavaScript の経験があることが望ましい） 

• エンタープライズソフトウェアの実装に関する 3 年以上の経験（Campaign ソフトウェアに関する経験がある

ことが望ましい） 

• XML および HTML の 1 年以上の使用経験 

• データベースアーキテクチャ 

• データベースマーケティングに関する知識と、デジタルチャネルに関する経験（現在は「デジタルマーケティ

ング経験」と呼ばれる） 

• マーケティングキャンペーンの実施経験 

 

Adobe Campaign Classic Developer の最低限の資格基準該当者（MQC）は、ビジネス要件と顧客のニーズを満たす、カスタ

マイズされたキャンペーンの実装を実現できます。MQC は、技術的な概念を多様な（技術分野とビジネス分野の）オーディ

エンスに対して明確に示し、伝えることができます。MQC は、Web サービスとプロジェクト管理に関する基本的な知識を持

つものとします。 
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受験の準備に役立つトレーニング 
 

 

トレーニングの必要性 

受験前にトレーニングが必ず必要なわけではありませんが、トレーニングにより Adobe Campaign に必要な知識と技術を

大幅に向上できる可能性はあります。ただし、トレーニングのみで合格に必要な知識と技術を習得することはできませ

ん。合格に必要な知識を得るには、実務で成功経験を積むことが不可欠です。 

 

アドビパートナー向けトレーニング 
アドビソリューションパートナー向けに、様々なトレーニングやリソースをご用意しています。これらのリソースを利用

するには、Adobe ID を使用して Solution Partner Portal にログインし、Training のページにアクセスしてください。この

ページから関心のあるソリューションを選択すると、オンデマンドトレーニング、インストラクターによるトレーニン

グ、オンサイトトレーニングなどをご利用いただけます。 

• オンデマンドトレーニング：すべてのパートナーは、セールス、技術、デリバリーの役割に応じて、オンデマン

ドのトレーニングリソースをご利用できます。自習型の学習モジュール、e セミナーのビデオ、クイズ、試験、

アセスメントなどがすべて無料で用意されており、理解度の測定に役立ちます。 

• 仮想インストラクターによるトレーニング：シルバーレベル以上のパートナーは、学習管理システムから仮想イン

ストラクターによるトレーニングをご利用できます。これらのトレーニングはすべて無料でご利用いただけます。 

• 対面指導でのインストラクターによるトレーニング（ILT）：パートナーは Adobe Digital Learning Services（ADLS）

から提供されるトレーニングもご利用できます。ADLS では、すべての職種を対象に、総合的な実践コースを提供し

ています。バーチャル教室でアドビのエキスパートからトレーニングを受けたり、世界に拠点があるアドビのトレ

ーニングセンターでインストラクターの対面指導を受けたりすることができます。これらのコースは有料ですが、

ソリューションパートナープログラムのパートナーレベルに応じて、割引（15 ～ 30％）が適用されます。 

• オンサイトトレーニング：アドビのエキスパートがお客様のもとに伺うか、またはお客様がアドビのトレーニン

グセンターで直接受講する形でおこなうもので、知識をすばやく習得できます。Adobe Digital Learning Services 

では、バーチャル形式または対面形式で、インストラクターによるトレーニングを柔軟で便利な形で提供してい

ます。お客様それぞれの学習要件にもとづき、内容をカスタマイズすることもできます。 
 

パートナーの皆様は、Certification Learner Journeys、Certification Paths、無料の認定準備コースもご利用いただけます。

これらの有益なリソースを利用するには、Solution Partner Portal Certification ページにアクセスしてください。 
 

Solution Partner Portal に登録されていない場合は、こちらの手順に従って登録してください。 

https://solutionpartners.adobe.com/
https://solutionpartners.adobe.com/home/enablement/training.html
https://solutionpartners.adobe.com/home/enablement/certification.html
https://spark.adobe.com/page/dUunu/
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公開トレーニングコース 

Adobe Campaign Classic Developer の職務に関連するコースをご紹介します。コース内容の説明を参考に、現在の知識

と技術レベルに合うコースをお選びください。アドビのトレーニングおよびチュートリアルの一覧は、こちらをご覧く

ださい。 

 
 

受験時期を判断するには 
 

 

試験の合格を保証するものはありませんが、実務経験が豊富でトレーニングを多数こなすほど、合格できる可能性は

高くなります。到達度を把握するには、下記の自己査定準備シートをご利用ください。 
 

実務経験 

アドビの試験では特定の職務に関する知識と技術が評価されるので、このガイドに記載された最低基準の実務経験を

積むことが最も効果的な受験準備方法の 1 つです。 

 

自己査定準備シート 

次の作業シートを使って試験項目を確認し、到達度の確認に利用してください。引き続き準備が必要と思われる項目

がある場合は、トレーニングが必要なのか、実務経験が必要なのか、それとも両方必要なのかを判断します。 

 
項目 はい いいえ 
システムのインストールと設定 
アドビ以外がホストする環境への必須ソフトウェアのインストールと設
定を実行できる 

 
 

 
 

  

アドビ以外がホストする環境への適切なアドビのソフトウェアのインス

トールを実行できる 

  

外部アカウントを設定してアドビがホストする環境に接続できる   

システム全体の設定とデフォルトの設定をおこなうことができる   

アドビのサービスとコマンドを識別できる   

項目 はい いいえ 

カスタマイズ   

一連の要件に沿ってスキーマを設計および拡張できる   

シナリオに沿ってフォームを変更できる   

https://helpx.adobe.com/jp/learning.html
https://helpx.adobe.com/jp/learning.html
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一連の要件に沿ってテクニカルワークフローを設計できる   

一連の要件に沿ってフォルダー構造を設計できる   

シナリオに沿ってターゲットマッピングをカスタマイズできる   

シナリオに沿ってタイポロジルールをカスタマイズできる   

シナリオに沿ってプラットフォームオプションをカスタマイズできる   

シナリオに沿ってシードをカスタマイズできる   

シナリオに沿って列挙をカスタマイズできる   

項目 はい いいえ 

オペレーターのセキュリティ   

手順に沿った考え方を適用して新しいオペレーターを作成できる   

手順に沿った考え方を適用して新しいオペレーターグループを作成で

きる 

  

項目 はい いいえ 

マーケティングキャンペーンのセットアップ   

一連の要件に沿ってマーケティングワークフローを構築できる   

手順に沿った考え方を適用して新しいオペレーターグループを作成できる   

配信を定義および設定できる   

項目 はい いいえ 

メンテナンス   

手順に沿った考え方を適用して通知を実装できる   

シナリオに沿ってログファイルを解釈できる   

ソリューション監視を使用できる   
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アドビ システムズ 株式会社 
〒141-0032 東京都品川区大崎 1-11-2 
ゲートシティ大崎 イーストタワー 
www.adobe.com/jp 
 
Adobe Inc. 
345 Park Avenue 
San Jose, CA 95110-2704  
USA 
www.adobe.com  
© 2015 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Printed in Japan.  90000000 09/19 

サポート 
 

 

認定制度については、Solution Partner Portal Web サイトをご利用ください。お問い合わせは、認定サポートに電子メ

ールでご連絡ください。 

 

 

 

 
 

 

https://solutionpartners.adobe.com/home.html
mailto:certif@adobe.com
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