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アドビ認定エキスパート（ACE）試験について 
 

 

アドビ認定エキスパート（ACE）は、クライアントがアドビソリューションの価値を最適化できるよう支援する

知識と経験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、ACE 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。 

 

この試験ガイドの内容は更新および変更される場合があります。Adobe Certification で最新バージョンを確認し

てください。 

 

Adobe Experience Manager Architect 試験情報 
 

 

• 試験名：Adobe Experience Manager Architect 試験 

• 試験番号：AD0-E104 

• 問題数：60 

• 試験時間：120 分 

• 複数選択形式 

• 使用言語：英語、日本語 

• 実施方法：オンライン試験（カメラが必要）またはテストセンター試験 

• 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、よくある質問ページを参照してください。 

 

対象ユーザー 
 

 

• 2 ～ 3 年以上の Web およびコンテンツ中心のアプリケーション開発経験を持ち、複数の AEM のデプロイ

メントにおいてアーキテクト／リードとしての参加経験がある個人  

https://training.adobe.com/certification/exams.html#p=1
https://www.adobe.com/training/course-faq.html#cert-general
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Adobe Experience Manager Architect の役割 
 

 

受験にあたり最低限必要な実務経験およびスキル： 

• 最低 2 ～ 3 年の Web およびコンテンツ中心のアプリケーション開発経験 

• 最適なディスパッチャーの設定とともに、複数のモード（Author、Publish）における AEM アプリケーショ

ンの設計、構成、デプロイメントができる 

• ビジネス要件を分析でき、ベストプラクティスに従って実行可能なソリューションを作成できる 

• AEM プロジェクトのあらゆる段階でアドバイスおよび参加できる 
 

Adobe Experience Manager Architect の最低限の資格基準は、次のツールと環境での作業に慣れていること： 

• IDE 

• コンポーネント／テンプレートの構築用ツール 

• cURL 

• AEM ACS Commons 

• 正常性レポート 

• Explain クエリ 

• CRX Explorer 

• ユーザー管理ツール 

• パケットマネージャー 

• ビルドツール（例：Maven、Gradle など） 

• ソースコントロール（例：Git、Perforce、Subversion など） 

• パフォーマンステストツール（例：JMeter、LoadRunner など） 

• ダイアグラム作成アプリケーション（例：Visio、OmniGraffle など） 

• Linux／その他の Unix システム 

• Windows Server 

• ネットワークとネットワークトポロジ 

• web サーバー（例：IIS、Apache など） 

• 構築環境および Continuous Integration Server（例：Jenkins など） 

Adobe Experience Manager Architect 試験のトピック 
 

 

この試験の評価対象となる分野は以下のとおりです。  
   

セクション 分野 分野別比重 
セクション 1： ビジネス要件 25% 
セクション 2： アーキテクチャと設計 40% 
セクション 3： 設定とデプロイメント 22% 
セクション 4： システムメンテナンス 13% 
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受験時期を判断するには 
 

 

合格する保証はありませんが、推奨されるトレーニングコースと、Adobe Experience Manager Architect の役割

の下に記載されている最低限のタスクを見ることで、テストを受ける準備ができているかどうかを判断できます。 

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。 

  準備ができて

いるか？ 

セクション 1： ビジネス要件  

 • ビジネス要件を高レベルなソリューションに変換できる  

 • AEM アプリケーションの構成要素を識別し、最適に使用できる  

 • パフォーマンス要件を識別できる  

セクション 2： アーキテクチャと設計  

 • AEM 機能 について説明できる  

 • 実装のためのターゲットアーキテクチャについて説明できる  

 
• 特定の顧客要件にもとづき拡張可能な AEM アーキテクチャを

決定できる 
 

 
• AEM アプリケーションを構築し、実装の指針とするためのベス

トプラクティスがわかる 
 

 
• AEM を Adobe Experience Cloud Platform と統合する方法につ

いて説明できる 
 

 • 論理図、配置図、シーケンス図について説明できる  

 • プロジェクト／サイトの分類法について説明できる  

セクション 3： 設定とデプロイメント  

 
• 様々なデプロイメントオプションおよび構成オプションを定義

できる 
 

 • ディスパッチャーのインストールと設定について説明できる  

 • ユーザーグループとユーザー権限を定義できる  

セクション 4： システムメンテナンス  

 • 一般的なシステム問題をトラブルシューティングできる  

 • アップグレード戦略と移行戦略について説明できる  

 • システム保守手順と運用管理書を定義できる  
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受験の準備に利用できるリソース 
 

 

必ずしも受験前にトレーニングを完了させる必要はありませんが、トレーニングにより Adobe Experience 

Manager Architect 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。もっとも、トレーニングのみで合

格に必要な知識とスキルを得ることはできませんので、合格に必要な知識を得るには実務での成功体験が不可欠

です。 

推奨トレーニング： 
• AEM Sites ユーザーコース 
• AEM Sites インフラコース 
• AEM Sites 開発コース 
• AEM Sites マルチサイトコース 
• AEM Sites バックエンド開発コース 
• AEM Assets カスタマイズコース 

追加教材： 

• AEM Sites 実装ガイド 

 

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。リソースにアクセ

スするには、Adobe ID を使用して Solution Partner Portal にログインし、トレーニングのページ（以下でハイライ

トされているリンク）にアクセスしてください。 

 

 
  

https://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/information/training/pdf/aemUser.pdf
https://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/information/training/pdf/aemInfra.pdf
https://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/information/training/pdf/aemDev.pdf
https://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/information/training/pdf/aemMsite.pdf
https://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/information/training/pdf/aemBeDev.pdf
https://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/information/training/pdf/aemCAssets.pdf
https://helpx.adobe.com/jp/experience-manager/kb/aem-sites-implementation.html
https://solutionpartners.adobe.com/
https://solutionpartners.adobe.com/home/enablement/training.html
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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いただけます。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（vILT）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（LMS）から vILT にアクセスできます。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いただけます。 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、世界中にあるアドビのトレーニングセンターで対面指導によるトレーニングを受けたりすることがで

きます。コースによって料金は異なりますが、ソリューションパートナープログラム（SPP）のパートナー

レベルに応じて、15 ～ 30％ の割引が適用されます。 

• 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世界

中にある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。ADLS 

では、インストラクターによるトレーニングがバーチャル形式または対面形式で提供されており、柔軟か

つ便利にご利用いただけます。また、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 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。 

 

試験の申し込み方法 
 

 

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てログインします。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。 

メッセージ領域の青色の「Profile（プロフィール）」リンク（1）をクリックするか、ページの上部の「My 

Profile（マイプロフィール）」（2）をクリックしてマイプロフィールページを開きます。 

https://www.adobe.com/jp/information/training.html
https://www.adobe.com/jp/information/training.html
https://solutionpartners.adobe.com/home/enablement/certification.html
https://spark.adobe.com/page/aWnH2tKfy1fZy/
https://training.adobe.com/certify
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3. 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。青色の「Settings（設定）」

リンクをクリックして設定を構成します。 

 

 
 

4. 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。 

 

5. アドビの試験実施ベンダーである PSI によってホストされたページに移動します。このページでは、受験可

能な試験の検索や表示、登録ができます。 

 

6. 受験可能な試験の一覧をスクロールして、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。 

 

7. 実施方法の選択：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、「Continue（次へ）」をクリックします。PSI に位置情報

を提供してよいか確認するポップアップウィンドウが表示されます。「Allow（許可）」をクリックして PSI 

の位置情報使用を許可するか、「Block（許可しない）」をクリックして手動で検索します。 

 

8. 「Select Language（言語選定）」のドロップダウンメニューから試験の言語を選択します。 

 

9. 受験地を検索、指定した後、カレンダーをクリックして利用可能な日付（カレンダーに緑色の日付として

表示）を選択します。日付が選択されると、利用可能な時間が右側の列に表示されます。開始時刻を選択

します。 

 

10. スケジュールの詳細を表示、確認するには、「Continue（次へ）」をクリックします。詳細を確認したら、

「Continue（次へ）」をクリックして予約確認を受け取り、支払い情報に進みます。 
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11. 支払い画面が表示されます。すべての必須フィールドを入力し、「Pay Now（支払い）」をクリックする

と、支払いが処理されます。 

 

12. 支払いが完了すると、登録の詳細と領収書が添付された確認メールが届きます。 
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 サポート 
 

 

認定に関する詳細ついては、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。 

 
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 

 

 

 

https://solutionpartners.adobe.com/content/spp/us/en/home.html
mailto:certif@adobe.com
mailto:certif@adobe.com
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