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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

とを実証する資格です。 

 

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 Business Practitioner 試験の概要 
 

 

• 問題数：54 

• 試験時間：85 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 Business Practitioner 

• 試験番号：AD0-E300 

• 受験料：22,325 円 

 

 

 

 

 

https://www.adobe.com/training/course-faq.html#cert-general
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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。

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。画面はEnglishで操作してください。 

 

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。 

 

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. 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。このページには、受験可

能な試験が表示されています。 

 

5. 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。 

 

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（ウェブ

配信/ライブ監視）」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。 

 

https://training.adobe.com/certify
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Adobe Campaign Business Practitioner 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。 

• キャンペーン管理 

• ワークフロー管理 

• データ管理 

• 配信管理 

• レポート作成 

• 管理 

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

• キャンペーン管理 

キャンペーンの作成、キャンペーンの設定、適切なキャンペーンテンプレートの決定ができること。 

• ワークフロー管理 

キャンペーン要件の解釈と承認の設定ができること。ワークフローエラーを解決して、マーケティン

グワークフローの適切な設計を決定できること。テクニカルワークフローを構築して、ワークフロー

を実行できること。 

• データ管理 

データのインポート、データのエクスポート、データの調査ができること。リストの構築と定義済み

フィルターの設定ができること。 

• 配信管理 

配信の作成と設定ができること。承認用の配達確認の訂正、配信監査の解釈、配信のデプロイができる

こと。 

• レポート作成 
配信レポートの生成に必要な手順の特定、生成する適切なレポートの決定、キャンペーンレポートの

解釈ができること。 

• 管理 

ユーザーとフォルダー構造を管理できること。 
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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 
キャンペーン管理 17% 
ワークフロー管理 33% 
データ管理 15% 
配信管理 23% 
レポート作成 10% 
管理 2% 

 

 

Adobe Campaign Business Practitioner の職務 
 

 

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

ています。 

 

最低限の資格基準該当者（MQC） 

この試験に合格するには、下記に示すとおり、Adobe Campaign Business Practitioner 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 Business Practitioner は単独で以下のタスクを実行

できること： 
• キャンペーン要件を実行可能なワークフローに変換する 

• 配信、キャンペーン、管理グループ、シードテンプレートを作成する 

• エンリッチメントを設定する 

• 読み取りリストを作成する 

• ユーザーアクセスを管理する 

• キャンペーンで使用できるようにデータを操作する（外部または内部のデータ） 

• ツールからデータを抽出する 
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• 集合論について説明する 

• out-of-the-box レポートを解釈する 

• 記述的分析ツールやクエリ分析ツールを使用する 

• データが環境にどのように移されるかを説明する 

• パーソナライゼーションブロックが何に使用されるのかを説明する 

• 監査ログを解釈する 

• ターゲティング、配信、Adobe Campaign ワークフロー内のフロー管理アクティビティを設定する 

• フィルターを事前定義する 

• ターゲティングディメンションとフィルタリングディメンションの違い、それらの使用方法について説明

する 

• マルチタッチリターゲティングキャンペーンを設定する 

• 自動化キャンペーンをトリガーする 

• 配信を分析して配達確認を送信する 

• 配信を監視して、配信可能性の問題を判断する 

• 承認を設定する 

• タイポロジを管理する 

• 頻度について説明する 

• デスクトップに設定をインストールしてセットアップする 

• プランとプログラムのフォルダー構造をメンテナンスする 

• ワークフロー内のキャンペーン戦術を実装する（応答者の識別や購入者の識別など） 

• リストの読み込みと書き出しを実行する 

Microsoft Excel、テキスト編集ソフトウェア、WinZip などの圧縮ソフトウェア、FTP/SFTP サーバーへの接続

に慣れていることも前提となります。 
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この試験の合格者に求められる最低限の職務経験 
 

 

この試験に合格するには、一般に、Adobe Campaign Business Practitioner として以下の職務経験が必要とな

ります。 

• 2 年以上のマーケティングキャンペーン自動化ツール経験と、1 年以上の Adobe Campaign 経験 

• 1 年以上のリレーショナルデータベーススキル 

 
MQC はチャネル配信環境（電子メール、ダイレクトメール、モバイル、ソーシャル）で作業した経験があるものと

します。マルチタッチ、ライフサイクル、再アクティベーションなどのマーケティングキャンペーン戦術に精通し

ていることが前提です。また、ROI、クリックスルーレート、コンバージョンなどのマーケティングメトリクスを理

解しているものとし、マーケティングに関する倫理的法的ガイドライン（CAN-SPAM など）を認識して準拠できる

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、オンデマンドトレーニング、インストラ

クターによるト レーニング、オンサイトトレーニング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。 

 

https://solutionpartners.adobe.com/
https://solutionpartners.adobe.com/home/enablement/training.html
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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。 

 

 

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

能性が高くなります。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、到達度の確認にご利用ください。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か、実務経験が必要か、両方必要かを判断します。 

 

 
項目 はい いいえ 
キャンペーン管理 
キャンペーンを作成できる   
キャンペーンを設定できる   
使用する適切なキャンペーンテンプレートを決定できる   
項目 はい いいえ 
ワークフロー管理 
キャンペーン要件を解釈できる   
承認を設定できる   
ワークフローエラーを解決できる   
マーケティングワークフローの適切な設計を決定できる   
テクニカルワークフローを構築できる   
ワークフローを実行できる   
項目 はい いいえ 
データ管理 
データをインポートできる   

https://solutionpartners.adobe.com/home/enablement/certification.html
https://spark.adobe.com/page/aWnH2tKfy1fZy/
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データをエクスポートできる   
データを調査できる   
リストを構築できる   
定義済みフィルターを設定できる   
項目 はい いいえ 
配信管理 
配信を作成できる   
配信を設定する方法を決定できる   
承認用の適切な配達確認を特定できる   
配信監査を分析して解釈できる   
配信をデプロイできる   
項目 はい いいえ 
レポート作成   
配信レポートの生成に必要な手順を特定できる   
シナリオに沿って、生成する適切なレポートを決定できる   
配信をデプロイできる   
項目 はい いいえ 
管理 
ユーザーを管理できる   
フォルダー構造を管理できる   
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模擬試験問題 
 

 

試験にどのような問題が出題されるかを感覚的に理解するために、以下の模擬設問を解いてみてください。ここで

の結果は、実際の試験での結果を示すものではありません。試験準備を十分におこなうために、この試験ガイド

で、出題範囲のトピックおよび目的をしっかり確認してください。正解は、この試験ガイドの最後に記載されてい

ます。 

 

1. 新しいユーザーが電子メールキャンペーン用のパーソナライゼーションブロックを作成、編集、テストす

る必要があります。この新しいユーザーをどのオペレーターグループに割り当てる必要がありますか。 

A. コンテンツコントリビューターオペレーターグループ 

B. キャンペーン管理オペレーターグループ 

C. ワークフローオペレーターグループ 

D. 配信オペレーターグループ 

 

2. 複数のワークフローと複数の配信がある定期キャンペーンをどのような方法でスケジュールする必要が

ありますか。 

A. ワークフローのスケジューラーアクティビティを使用する 

B. キャンペーンの実行スケジュールを使用する 

C. ワークフローの待機アクティビティを使用する 

D. 配信のスケジュールプロパティを使用する 

 

3. 過去 30 日以内のアカウント登録に送信することのみをリクエストしている場合、標準クエリとワー

クフローのスケジューラーではなく増分クエリを使う理由として最適なものはどれですか。 

A. 所定の期間に受信者に 1 回のみ連絡するため 

B. クエリと受信者への送信を 2 つのアクティビティではなく 1 つのアクティビティでおこなうため 

C. 標準クエリでは利用できない受信者を含むスキーマにクエリを実行するため 

D. 毎日受信者にクエリを実行する必要があり、スケジューラーアクティビティでは利用できないオプ

ションであるため 

 



11 

AD0-E300 Adobe Campaign Business Practitioner 試験ガイド  

 

4. キャンペーンリクエストの一部で、キャンペーンの各顧客ターゲットグループの数を提供することが求め

られています。このリクエストに対応するワークフローを構築するための最適なアプローチは次のどれで

すか。 

A. リクエストとは関係なく通常どおりワークフローを作成し、コードを組み合わせる 

B. ワークフロー内の個別のプロセスを使用し、各セグメントをカウントしてレコードのトリクルダウン

を表示する 

C. ターゲットグループごとに個別のワークフローを構築する 

D. この情報をキャンペーンツールの外部から取得するように推奨する 

 

5. ユーザーがデータ読み込みアクティビティでキャンペーンサーバーに重複するローカルファイルを

アップロードしようとしています。どのような結果になりますか。 

A. サーバー上の既存のファイルが上書きされる 

B. ファイルアップロードのステップで、既にファイルが存在し更新されなかったことが表示される 

C. 名前に数字を追加してファイルが作成され、新しいファイルとして扱われる 

D. ファイルアップロードアクティビティが失敗する 

 

6. アップロードプロセスが重複 ID エラーで失敗しました。根本原因を特定するためにおこなうべき最

初の手順は次のどれですか。 
 

A. 不適切なデータがインポートされていることに関連する可能性が高いため、管理者に連絡して支援を求

める 

B. ロジックの問題である可能性が高いため、ワークフローの各プロセスボックスのロジックを分析し、使

用されているコードを検証する 

C. 右クリックして母集団のターゲットを表示し、ID を分析するための列を追加して、考えられる原因を評

価するための列を追加する 

D. 今後の問題を調査する必要がなくなるように、ワークフローに重複排除プロセスを追加して再実行する 

 

7. 電子メール配信のコンテンツに必ず含める必要がある要素は次のどれですか。 

A. ミラーページリンクと配信停止リンク 

B. パーソナライズされた本文コンテンツ 

C. バニティー URL 

D. 本文用の HTML スクリプト 
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8. 電子メールのステータスに関係なく、ワークフローで特定されたすべての受信者に電子メールが配信され

るように配信を設定する必要があります。この要件を満たすために何をする必要がありますか。 

A. ターゲット受信者全体をシードリストとして作成し、このシードリストを配信のターゲット母集団の一

部として含めるように配信を設定する 

B. ブラックリストに登録されている受信者を配達確認対象として含め、配信に追加する 

C. 電子メール配信の電子メールパラメーターを設定し、ブラックリストに登録された受信者をターゲット

母集団に入れるように除外設定を編集する 

D. ブラックリストに登録された受信者のリストを作成し、このリストを配信のターゲット母集団の一部と

して含める 

 

9. 開封内訳レポートに表示される結果は次のどれですか。2 つ選択してください。 

A. 電子メールドメイン別の開封の内訳 

B. 日別の開封の内訳 

C. ブラウザー別の開封の内訳 

D. デバイス別の開封の内訳 

 

10. エンドユーザーが使用する Adobe Campaign において、同僚と同じフォルダーが表示されないのはどの

ような状況のときですか。2 つ選択してください。 

A. ユーザーのアクセス権と同僚のアクセス権が異なっている 

B. ユーザーが同僚よりも古いバージョンのクライアントを使用している 

C. ユーザーが同僚とは異なるインスタンスにログインしている 

D. ユーザーが同僚とは異なる接続ゾーンである可能性がある 
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解答 
 

 

試験にどのような問題が出題されるかを感覚的に理解するために、以下の模擬設問を解いてみてください。こ

こでの結果は、実際の試験での結果を示すものではありません。試験準備を十分におこなうために、この試

験準備ガイドで、出題範囲のトピックおよび目的をしっかり確認してください。正解は、この試験ガイドの最

後に記載されています。 

 

1. この新しいユーザーをどのオペレーターグループに割り当てる必要がありますか。 

正解：D - 配信オペレーターグループ 

 

2. 複数のワークフローと複数の配信がある定期キャンペーンをどのような方法でスケジュールする必要

がありますか。 

正解：A - ワークフローのスケジューラーアクティビティを使用する 

 

3. 標準クエリとワークフローのスケジューラーではなく増分クエリを使う理由として最適なものはど

れですか。 

正解：A - 所定の期間に受信者に 1 回のみ連絡するため 

 

4. このリクエストに対応するワークフローを構築するための最適なアプローチは次のどれですか。 

正解：B - ワークフロー内の個別のプロセスを使用し、各セグメントをカウントしてレコードのトリクルダウ

ンを表示する 

 

5. ユーザーがデータ読み込みアクティビティでキャンペーンサーバーに重複するローカルファイルを

アップロードしようとしています。どのような結果になりますか。 

正解：B - ファイルアップロードのステップで、既にファイルが存在し更新されなかったことが表示される 

 

6. 根本原因を特定するためにおこなうべき最初の手順は次のどれですか。 

正解：C - 右クリックして母集団のターゲットを表示し、ID を分析するための列を追加して、考えられる原

因を評価するための列を追加する 

 

7. 電子メール配信のコンテンツに必ず含める必要がある要素は次のどれですか。 

正解：A - ミラーページリンクと配信停止リンク 
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8. この要件を満たすために何をする必要がありますか。 

正解：C - 電子メール配信の電子メールパラメーターを設定し、ブラックリストに登録された受信者をター

ゲット母集団に入れるように除外設定を編集する 

 

9. 開封内訳レポートに表示される結果は次のどれですか。2 つ選択してください。 

正解：C - ブラウザー別の開封の内訳 

            D - デバイス別の開封の内訳 

 

10. エンドユーザーが使用する Adobe Campaign において、同僚と同じフォルダーが表示されないのは

どのような状況のときですか。2 つ選択してください。 
 

正解：A - ユーザーのアクセス権と同僚のアクセス権が異なっている 

C - ユーザーが同僚とは異なるインスタンスにログインしている 
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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。 
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