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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、業界に広く普及している標準規格にもとづいて策定された、確かな有効性と信頼性がある資格試
験です。業界のエキスパートとの協力関係により、試験内容は、認定対象業務に求められる実務的な要件や目的をよく
反映した構成になっています。 

 
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。 

 

Analytics Business Practitioner 試験情報 
 

 

• 試験名：Analytics Business Practitioner 試験 

• 試験番号：AD0-E202 

• 問題数：69 

• 試験時間：120 分 

• 形式：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 

• アドビ試験の結果は 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。 

 

試験の対象者 
 

 

• デジタルマーケティング担当者 
• ビジネスアナリスト 
• ビジネスコンサルタント 
• データアナリスト 
• web アナリスト 
• デジタルアナリスト 
• メディアアナリスト／マーケティングアナリスト 
• 製品責任者／製品マネージャー 
• UI アナリスト 
• コンバージョンスペシャリスト／最適化スペシャリスト 

 
Analytics Business Practitioner の役割 

 

 

https://training.adobe.com/certification/exams.html#p=1
https://www.adobe.com/training/course-faq.html#cert-general
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受験にあたり最低限必要な実務経験およびスキル： 

• デジタルアナリティクスに関する 2 年以上の実務経験があること。マーケティングを専門に学んだ経験、または、
マーケティング職やその他の職務経験があること。デジタルアナリティクスの指標とディメンションについて熟知
していること。web テクノロジーのビジネス的な価値について理解していること。ビジネス上の要件を指標や KPI 
で表現する能力、レポートの構築と解釈ができる能力、レポートの分析結果を伝達し、分析内容にもとづく対応行
動を提案できる能力があること 

• 必要な情報を抽出／取得する方法、状況に対して意味がある重要な情報を見分ける方法について、顧客の理解を助
ける能力（例：会社にとって検討が必要な問題点の見極め作業を支援する能力） 

• テクノロジーの仕組みを理解しており、顧客の具体的な実装について（例：データの保存場所、データ収集の方
法、データのトラック方法など）機能的な観点から理解できる能力があること 

• Adobe Analytics に関する 1 年以上の実務経験 
• デジタルアナリティクスによるデータのフィルタリングや体系化処理の方法に関する基礎的な知識 
• Adobe Analytics とその他アドビソリューションの統合についての認識 

 

Analytics Business Practitioner の認定を取得するには、最低限、以下に示すツールの利用と、以下の環境でおこなう
作業に習熟していることが求められます。 

• インターネットブラウザー 
• Microsoft Excel 
• Microsoft PowerPoint 
• パケットモニター 
• FTP クライアント 
• Adobe Analytics Workspace 
• Adobe Analytics に適したデバッグツール（Adobe Debugger、Omnibug、Observepoint、Charles） 
• Admin Console（レポートコンソール、Experience Cloud コンソール） 
• Adobe Experience Platform Launch（Adobe Launch）（概要） 
• アプリ、SPA 
• モバイル向けサービス 
• Adobe Experience Cloud（製品の特性や対象ユーザーの性質についての理解） 
• アドビヘルプセンター 
• 対人スキル： 
• 技術系人材（例：Analytics Developer、IT 部門など）や顧客との、オンラインおよび対面でのコミュニケーション 
• データ品質の問題や改善に関する話し合い 
• 顧客の KPI や目標に関する会議での話し合い 

Analytics Business Practitioner 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： ビジネスアナリスト 25% 
セクション 2： プロジェクトのレポートとダッシュボード 25% 
セクション 3： セグメント化および計算指標 25% 
セクション 4： 一般的なツールの知識とトラブルシューティング 15% 
セクション 5： 管理 10% 

 
 

受験時期を判断するには 
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推奨されたトレーニングコースの情報を参照し、Analytics Business Practitioner の役割について記載されている最小
限のタスクを確認してください。合格の可能性を 100 ％にする方法はありませんが、この情報を見れば、受験の準備
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。 

トレーニング→実習→実務経験（Analytics に関する 2 年の経験） 
 

  準備ができているか？ 
セクション 1： ビジネスアナリスト  

 
• ビジネスニーズ / 疑問にもとづいて、分析の実行に最も適切

なレポート戦略を特定する 
 

 
• データを分析してビジネス上の疑問に答え、新しい最適化の

仮説を提案する 
 

 
• コンバージョンファネルを特定する（ビジネス分析を理解す

るための概念として） 
 

 
• Solution Design Reference（SDR）を解釈して、レポート

で使用できるデータを判断する 
 

 • レポートデータを分析して、結果を導き出す  
 • レポートの外れ値と変則的な値を理解する  

セクション 2： プロジェクトのレポートとダッシュボード  

 
• プロセスを適用し、最も適切なツールを使用してプロジェク

トを設定する 
 

 
• レポートのフォールアウトとフローのビジュアライゼーショ

ンおよび適切な変数の型を比較する 
 

 
• プロセスを適用し、プロジェクト、Report Builder および 

Data Warehouse をスケジュールする 
 

 
• プロセスを適用し、様々なユーザーやグループ用のプロジェ

クトおよび Reports & Analytics ダッシュボードを共有する 
 

 • プロセスを適用し、警告を設定する  

 
• プロセスを適用し、ディメンションとコンポーネントを検索

する（定義済みおよびカスタム） 
 

 • プロセスを適用し、可視化を作成する  
 • シナリオに沿って、使用する適切な項目を決定する  

セクション 3： セグメント化および計算指標  
 • セグメントの開発および設定方法を判断する  
 • プロセスを適用し、セグメントを組織内の他の人と共有する  
 • セグメントを比較する  
 • セグメントをプロジェクトとコンポーネントに適用する  

 
• プロセスを適用し、計算指標やセグメント化された指標を生

成する 
 

 
• 指標のタイプを決定する（標準／合計、アトリビューション

モデル変更、ルックバック期間） 
 

セクション 4： 一般的なツールの知識とトラブルシューティング  
 • レポートを分析し、データ品質の問題を特定する  

 
• Adobe Analytics に存在する様々なタイプのディメンション

とパラメーターを定義する（eVar、prop、イベント） 
 

 • Adobe Analytics にデータを入出力する方法を判断する  
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 • プロセスを適用し、Report Builder を設定する  
セクション 5： 管理  

 
• プロセスを適用し、マーケティングチャネルの処理ルールを

使用してマーケティングチャネルレポートを設定する 
 

 
• プロセスを適用し、分類インポーターとルール作成ツールを

設定する 
 

 • マーケティングの URL からの情報を特定する  

 
• プロセスを適用し、既存のセグメントにもとづく仮想レポー

トスイートを設定する 
 

 

• レポートスイートの Admin Console の設定を理解する（有
料検索、メニューのカスタマイズ、内部 UI フィルター、IP 
アドレスフィルター、ボットルール） 

 

 
 
 
 

受験の準備に利用できるリソース 
 

 

トレーニングの必要性 

受験前のトレーニングは必須ではありませんが、トレーニングを受けると、Adobe Analytics に関する知識やスキルを
大幅に高められる可能性があります。ただし、合格に必要な知識とスキルはトレーニングのみで身につくものではあり
ません。合格に必要な知識を得るには、実務を通して有意義な経験を積むことが不可欠です。 

推奨トレーニング： 
• ベーシックコース with Analysis Workspace 
• 管理機能コース 
• Reports & Analytics１日コース 
• Report Builder コース 

追加教材： 
• Adobe Analytics のラーニングとサポート 
• Adobe Analytics Solution Partner Portal 

 

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の皆様に、様々なトレーニングやリソースが提供されています。Adobe ID で Solution 
Partner Portal にログインし、Training のページ（次の図のハイライトされたリンク）にアクセスしてください。 
 

https://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/information/training/pdf/aaWosp3d.pdf
https://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/information/training/pdf/aaAdmin.pdf
https://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/information/training/pdf/aaRA.pdf
https://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/information/training/pdf/aaRA.pdf
https://www.adobe.com/content/dam/acom/jp/information/training/pdf/aaRB.pdf
https://helpx.adobe.com/jp/support/analytics.html
https://solutionpartners.adobe.com/home/hp/learn/cert_accreditation/cert_details/analytics_cert_details.html
https://solutionpartners.adobe.com/
https://solutionpartners.adobe.com/
https://solutionpartners.adobe.com/home/enablement/training.html
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このページで、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のご案内が表示されます。 

• オンデマンドトレーニング：すべてのパートナー向けに、セールス、技術、デリバリーという役割の違いに応じ
たオンデマンドのトレーニングリソースが提供されています。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、自己評価など、理解度の測定に役立つリソースをすべて無料でご利用いただけます。 

• 仮想インストラクターによるトレーニング（vILT）：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 を利用できます。これらのトレーニングはすべて無料です。 

• 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）で提供されるトレーニングも利用できます。ADLS では、すべての職種を対象とする総合的な実践コー
スが提供されています。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ることや、世界各地に
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ることができます。受講料金は
コースにより異なりますが、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：知識をすばやく習得するには、皆様の職場にアドビのエキスパートが出張して実施す
るオンサイトトレーニングと、世界各地のアドビトレーニングセンターで実施するトレーニングが効果的です。
ADLS では、ご都合に合った柔軟な実施方法で、バーチャル形式または対面形式のインストラクターによるト
レーニングを提供しています。具体的な学習ニーズに応じた内容のカスタマイズも承ります。 

パートナーの皆様には、Certification Learner Journeys および 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 へのご登録がお済みでない場合は、こちらの手順に従ってご登録ください。 

 

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。まだ 

Adobe ID をお持ちでない場合は、「Get an Adobe ID（Adobe ID を取得）」のリンクをクリックします。 
 

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/7PKZzIJJjkcDd/
https://training.adobe.com/certify
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2. まだアドビの試験を受験されたことがない場合は、ログインするとプロフィール作成のご案内が表示されます。
メッセージエリアにある青色の「Profile（プロフィール）」リンク（1）か、ページの上部にある「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。 
 

 
 

3. プロフィールを作成した後は、オプトインの設定に関するご案内が表示されます。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. このページでは、受験可能な試験が表示されています。 
 

6. 受験を希望する試験のリンクをクリックした後、「Schedule Exam（日程の決定）」ボタンをクリックします。 
 

7. 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。 
 

8. 「Select Language（言語設定）」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、受験可能な日付と開始時刻を選択します。 
 

10. 「Continue（次へ）」をクリックすると、予約内容が表示されます。詳細を確認してから、もう一度「Continue
（次へ）」をクリックします。予約確認のメッセージが届き、お支払い手続きに進みます。 
 

11. お支払い画面が表示されます。すべての必須項目に情報を入力してから「Pay Now（支払い）」をクリックする
と、決済処理がおこなわれます。 
 

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 
 

 

認定制度について詳しくは、Solution Partner Portal web サイトをご覧ください。ご不明な点などについては、認定
サポートに電子メールでお問い合わせください。 

 
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 
 
© 2019 Adobe. All rights reserved. Printed in Japan. 90000000 9/19 

 
 

 

http://solutionpartners.adobe.com/home/P101/faq/FAQ_Certs.html
mailto:certif@adobe.com
mailto:certif@adobe.com
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