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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の使命は、専門知識を駆使し、アドビのソリューションを利用する
クライアントの価値実現を支援することです。 
 
アドビの認定試験は、業界で認められた手順により有効性と信頼性を確保しています。試験
は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共に、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 Architect 試験の概要 
 

 
• 問題数：50 

• 試験時間：65 分 
• 合格点：アドビ認定試験はすべて 300 ～ 700 点の間で採点されます。各試験の合格点は 

550 点です。採点スケールの詳細については、FAQ 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ピアソン PSI が配信します。 

• 試験名：Adobe Campaign Architect アドビ認定エキスパート試験 

• 試験番号：9A0-393 

• 受験料：22,325 円(税抜き) 
 
PSI テストセンターでの試験申し込み方法： 

1. アドビの認定試験管理システムにアクセスします。 
2. 以前にログインしたことがある場合、電子メールアドレスまたはログイン ID とパスワー

ドを使用してシステムにアクセスし、ステップ 6 に進みます。 
3. CertMetrics に初めてログインする場合、「Never logged in before（初めてログインする）

」をクリックしてアカウントを作成してからステップ 4 または 5 に進みます。 
4. 以前にアドビ認定試験を受けたことがある場合、「Click here if you have already taken an 

Adobe exam（アドビ認定試験を受けたことがある場合はここをクリックしてください）

」をクリックします。前回の試験登録に使用した電子メールを入力するよう求められま

す。使用した電子メールアドレスを覚えていない場合は試験のスコアレポートにある情

https://www.adobe.com/training/course-faq.html#cert-general
https://www.certmetrics.com/adobe/
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報を入力して身元情報を確認できます。ログイン ID とパスワードをリセットするリン

クが含まれた電子メールが送信されます。   
5. アドビ認定試験を受けたことが一度もない場合、必要な情報を入力してアカウントを設

定します。フォームを送信すると、ログイン ID とパスワードの設定を求める電子メー

ルが送信されます。 
6. CertMetrics にログインしたら、「Schedule your exam at PSI（PSI で試験を予約する）」を

クリックします。 
7. CertMetrics の新しいページが表示されたら、「Click here to log in to PSI（ここをクリック

して PSI にログイン）」をクリックします。 
8. 試験の一覧をスクロールして受験する試験の「Schedule Exam（試験を予約する）」ボタ

ンをクリックします。 
9. 試験の言語と場所を選択し、お住まいの地域で利用できるテストセンターのオプション

を表示します。 
10. 登録が可能な日付と開始時間を選択します。 
11. スケジュールの詳細を確認すると予約の確認が表示されます。 
12. 支払いページに進みます。 
13. 支払い処理の後、登録の詳細と領収書を含む確認の電子メールが送信されます。 
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Adobe Campaign Architect 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。 

• クラッシュ計画の確認および変更推奨 

• クライアントのインストールの検証 

• 実装の範囲の定義 

• ソリューションの設計 

• 実装のサポート 

• 実装のパフォーマンスのテスト 

上記の各分野に、Adobe Campaign Architect として求められる以下のタスクがあります。 
• 既存の環境とビジネスプロセスの特定 

クライアントの既存のビジネスプロセスと既存の環境に関する情報を評価し、設計に
影響する可能性がある技術上の課題を特定できること。 

• クライアントのインストールの検証 
Campaign Architect としてアーキテクチャ文書を作成し、Adobe Campaign をイン
ストールできること。 

• 実装の範囲の定義 
ソリューションに必要なカスタマイズを識別し、実装のロードマップを定義できるこ
と。 

• 実装のロードマップの定義 
実装のロードマップを定義するために、設計文書を作成できること。また、カスタマ
イズを完了するのに必要な労力を見積もることができ、クライアントのフィードバッ
クに基づいてソリューションの設計を容易に修正できること。 
 

• 実装のサポート 
実装に関する問題を解決でき、複雑な機能のコードを開発できること。 

• 実装のパフォーマンスのテスト 
複雑な機能のコードを開発でき、パフォーマンスに関する問題を解決するためのソ
リューションを推奨できること。また、クラッシュ計画の確認および変更推奨を容易
に行えること。 

 

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）。 
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分野 
 

試験内容の割合 
既存の環境とビジネスプロセスの特定 18% 
クライアントのインストールの検証 30% 
ソリューションの設計 4% 
実装のサポート 22% 
実装のパフォーマンスのテスト 20% 
全般的なセキュリティ 6% 

 

Adobe Campaign Architect の職務 
 

 

この試験は、現在または過去に Adobe Campaign Architect 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 Architect 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 Architect は単独で以下のタスク
を実行できること： 

• Campaign ソリューションを設計する 

• 設計ドキュメントを作成する 

• 障害回復プランを操作／使用する 

• Adobe Campaign のインストールを実行する 

• ハードウェアのサイズを決定する 

• 外部システムに統合できるソリューションを設計する 

• ネットワークの問題を理解し、診断する 

• サードパーティのパッケージコンポーネント（Apache、IIS など）をセットアップお
よびインストールする 

• クライアントのデータベース設定のベストプラクティスを推奨する 

• セキュリティ推奨案を作成する 
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Microsoft Windows および Linux 環境での作業に慣れていることも必要です。 

 
Adobe Campaign Architect は以下のツールの操作
に慣れていること： 

• パッケージインストーラーツール（RPM、DPKG など） 

• SQL クライアントツール（sqlplus、psql など） 

• Unix コマンドラインツール 

• ファイル転送ツール 

• SOAP 呼び出しのテストツール 

 
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 Architect として以下の職務経験が必要
となります。 

• Adobe Campaign Architect の前にシニアレベルの職務（多くの場合、Campaign 
Technical Developer の職務）の経験がある 

• IT 経験が豊富で、DNS、ファイアウォール、ロードバランシング、データベース
サーバーなどのコンポーネントを含めたネットワークアーキテクチャを理解してい
る 

• クラウドのソリューションとアーキテクチャ、およびその仕組みについて理解している 

• 電子メールサービスプラットフォームと、電子メールキャンペーンに関する制
約に精通している（プラットフォーム：SMS、ソーシャルメディアなど） 

• JavaScript、XML、SQL、HTML を使用してコードを記述できる 

• 2 年以上の Adobe Campaign の使用経験がある 

• 3 件以上の Adobe Campaign プロジェクトの設計経験がある 
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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 
必須ではありませんが、受験前にトレーニングすることにより、Adobe Campaign に必要な
知識と技術を大幅に向上できる可能性があります。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の皆様には各種のトレーニングとリソースをご利用いただけま

す。リソースにアクセスするには、アドビ ID で Solution Partner Portal にログインしてトレーニン

グのランディングページに進みます。このページで興味のあるソリューションを選択して、オン

デマンドや講師によるコース、またはオンサイトなどのトレーニングオプションにアクセスでき

ます。 

• オンデマンドによるトレーニング：パートナーの皆様すべてに営業、技術、配布などの

役割に応じたオンデマンドのトレーニングリソースを提供しています。これには自己学

習モジュール、e セミナービデオ、小テスト、試験、そして理解度を把握できる練習テ

ストなどがあり、このすべてに無料でアクセスできます。  

• 仮想インストラクターによるトレーニング：ビジネスレベルまたはそれ以上のレベルの

パートナーの皆様は、学習管理システムを介して仮想インストラクターによるトレーニ

ングを受講することができます。このトレーニングは 100% カバーされます。 

• 講師によるトレーニング：パートナーの皆様には Adobe Digital Learning（ADLS）から配

信されるトレーニングにもご参加いただけます。Adobe Digital Learning Services ではすべ

ての役職をカバーする総合的かつ実践的なコースを用意しています。仮想クラスルーム

または世界中のアドビトレーニングセンターで実際にアドビエキスパートが行うコース

を受講できます。コースは有料ですが、パートナーソリューションプログラムのパート

ナーレベルに応じた割引（15 ～ 30%）をご利用いただけます。 

• オンサイトのトレーニング：オンサイトトレーニングは弊社のスタッフが貴社にお伺い

するか、貴社チームを弊社のトレーニングセンターに招いて行うもので、必要な知識が

すばやく身に付きます。Adobe Digital Learning Services では、貴社チームのために柔軟で

便利な仮想形式または対面形式を用いた講師によるトレーニングをご用意しています。

コースの内容は貴社に固有の学習要件に合わせてカスタマイズすることが可能です。 

 

上記に加えてパートナーの皆様は Certification Learner Journeys、Certification Paths、および無償の認

定準備コースもご利用いただけます。数々の役立つリソースにアクセスする方法については、

Solution Partner Portal Certification ページをご覧ください。 

 

https://solutionpartners.adobe.com/
https://solutionpartners.adobe.com/home/enablement/training.html
https://solutionpartners.adobe.com/home/enablement/training.html
https://solutionpartners.adobe.com/home/enablement/certification.html
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Solution Partner Portal への登録がまだの場合はこちらの手順に従い登録を済ませてくだ
さい。 
 
公開トレーニングコース 
Adobe Campaign Architect 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。 

• Adobe Campaign: Marketing Users 

• Adobe Campaign: Data Management / Workflows 
 

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、実践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。 

 

実践経験 
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 
既存の環境とビジネスプロセスの特定 
既存のビジネスプロセスと既存の環境に関する情
報を評価できる 

  

設計に影響する可能性がある技術上の課題を特定できる   
項目 はい いいえ 
クライアントのインストールの検証 
アーキテクチャ文書を作成できる   

https://spark.adobe.com/page/dUunu/
https://helpx.adobe.com/jp/learning.html
https://training.adobe.com/training/courses/adobe-campaign-marketing-users.html
http://training.adobe.com/training/courses/adobe-campaign-data-management.html


Adobe Campaign Architect 試験ガイド  

9  

Adobe Campaign をインストールできる   
 
 
項目 はい いいえ 
実装の範囲の定義 
ソリューションに必要なカスタマイズを識別できる   
実装のロードマップを定義できる   
項目 はい いいえ 
ソリューションの設計 
設計文書を作成できる   
カスタマイズを完了するのに必要な労力を見積もることがで
きる   

クライアントのフィードバックに基づいてソリューションの
設計を修正できる   

項目 はい いいえ 
配信の設定   
キャンペーンに配信を追加できる   
WYSIWYG エディターを使用して電子メールのコンテンツを
作成できる   

電子メールのコンテンツをパーソナライズできる   
デジタルコンテンツエディターを使用して電子メールのコン
テンツを作成できる   

校正を送信できる   
抽出ファイルの形式を設定できる   
項目 はい いいえ 
キャンペーンの実行と監視 
キャンペーンの各ステップを承認できる   
キャンペーンワークフローで配信を実行できる   
配信ログを監視できる   
項目 はい いいえ 
実装のパフォーマンスのテスト 
実装のパフォーマンスのテストに使用する事例を定義できる   
パフォーマンスに関する問題を解決するためのソ
リューションを推奨できる   

クラッシュ計画の確認および変更推奨を行うことができる   
キャンペーン戦略を調整できる   
アドホックレポートを作成できる   

 

模擬試験問題 
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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
を十分に行うために、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. Adobe Campaign にオファー管理を実装するためにインストールする必要があるパッ
ケージは次のどれですか。 

A. Marketing campaigns (Campaign)（マーケティングキャンペーン（キャン
ペーン）） 

B. Offer engine (Interaction)（オファーエンジン（インタラクション）） 
C. Lead management (Leads)（リード管理（リード）） 
D. Marketing resources (MRM)（マーケティングリソース（MRM）） 

2. IIS Web サーバーの設定時にアップロードできるファイルのデフォルトのサイズ制限
は次のどれですか。 

A. 約 28 MB 
B. 制限はない 
C. 約 58 MB 
D. 約 68 MB 

3. インストール後に、Adobe Campaign サーバーで定義されたすべてのインスタンスに
対するすべての権限を持つテクニカルなログイン名は次のどれですか。 

A. User 
B. Internal 
C. Main 
D. Admin 

4. Adobe Campaign からデータをエクスポートするためのデフォルトフォルダーを定
義するパラメーターは次のどれですか。 

A. uploadDirectory="$(XTK_INSTALL_DIR)/var/$(INSTANCE_NAME)/upload/
" 

B. exportDirectory="$(XTK_INSTALL_DIR)/var/export/" 
C. exportDirectory="$(XTK_INSTALL_DIR)/var/$(INSTANCE_NAME)/export/" 
D. workingDirectory="$(XTK_INSTALL_DIR)/var/$(INSTANCE_NAME)/workspac

e/" 

5. デフォルトでは、トラッキングのステータスはどのような頻度で更新されますか。 

A. 毎時 
B. 毎日 
C. 毎週 
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D. 2 時間ごと 

6. 設計環境からオンラインのオファーを削除すると、オファーはどのようになります
か。 

A. オファーはリンクされたオンライン環境内で自動的に非アクティブ化される 
B. オファーはリンクされたオンライン環境内でアクティブ化されたままになる 
C. オファーはリンクされたオンライン環境内でアクティブ化されているが、機能

しなくなる 
D. オファーはリンクされたオンライン環境内で手動で非アクティブ化される必要

がある 

7. Architect は、Adobe Campaign を使用して既存のデータベースを変更できますか。 

A. できる。すべてのデータベースの移行が可能である 
B. できる。ただし、PostgreSQL から Oracle エンジンへの変更の場合のみ 
C. できない。データベースは変更できない 
D. できる。ただし、任意のエンジンから PostgreSQL への変更の場合のみ 

8. Architect がクライアントから、ワークフローによって生成された SQL クエリをト
レースするように求められました。このトレースを実行するには、どのように操作し
ますか。 

A. 「Workflow Properties（ワークフロープロパティ）」で「Execution（実行）」
タブを選択し、「Log queries in the journal（クエリをジャーナルにログ記録
する）」チェックボックスをオンにする 

B. 「Workflow Properties（ワークフロープロパティ）」で「Execution（実行）」
タブを選択し、「Check queries in the journal（ジャーナル内のクエリをチェッ
クする）」チェックボックスをオンにする 

C. 「Workflow Properties（ワークフロープロパティ）」で「Execution（実
行）」タブを選択し、「Log SQL queries in the journal（SQL クエリをジャー
ナルにログ記録する）」チェックボックスをオンにする 

D. 「Workflow Properties（ワークフロープロパティ）」で「Execution（実
行）」タブを選択し、「Log database queries in the journal（データベー
スクエリをジャーナルにログ記録する）」チェックボックスをオンにする 

9. 各インスタンスにリンクされたデータベースの設定が保存されている  Adobe 
Campaign インストールディレクトリ内の場所は次のどれですか。 

A. /conf/database-<instance>.xml 
B. /conf/Schema-<element>.xml 
C. /conf/config-<instance>.xml 
D. /conf/config-instance.xml 
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10. 複数のデータソースを持つクライアントが、データ量の正確な予測を提供できません
でした。このように予測できない情報がある場合、どのようにプロジェクト計画を実
装しますか。 

A. 現在の情報を使用して実装を開始する。後ですべての変更を行う 
B. データ量が現実的な範囲内で定義されていることを確認した後で、実装を開始

する 
C. データ量の正確な予測を入手するまでは実装を開始しない 
D. データ量に関して特に懸念はない 

11. クライアントのアーキテクチャの基盤となっている Adobe Campaign が、電子メー
ルを送信するために、クラウドでホストされている外部の SMTP リレー（特殊な 
SMTP ヘッダーが必要）に接続されています。配信実行を行った 1 時間後に、配信の
ステータスが「Finished（完了）」になっているのに、電子メールが受信されていま
せんでした。この原因として考えられるものは次のどれですか。 

 
A. 接続は機能しているが、コンテンツを作成したシステムと異なる IP からの電

子メールをサービスプロバイダーが許可しなかった 
B. Adobe Campaign と SMTP リレー間の接続が失敗した 
C. SMTP リレーが電子メールの転送に失敗し、それをバウンス電子メールに

よって Adobe Campaign に通知した 
D. クライアントの SMTP サーバーが情報を受信したが、ヘッダー情報

を使用できなかった 

12. プロジェクトチームが、クライアントの Web サイトから確認電子メールを送信する 
Adobe Message Center の実行インスタンスを設定しました。各 Web サイトは 1 日
に 50,000 通未満の電子メールの送信を依頼できます。パフォーマンステストの結果
はクライアントの SLA 要件を満たしていません。このプロジェクトステージでは次
のどれを推奨しますか。 

A. Web サイトごとに 1 つのインスタンスを設定し、すべてのインスタンス用の
「Power Booster（パワーブースター）」を追加する 

B. Web サイトごとに 1 つのインスタンスを設定し、すべてのインスタンス用の
「Power Cluster（パワークラスター）」を追加する 

C. 実行インスタンスはそのまま保持して「Power Booster（パワーブース
ター）」アーキテクチャを追加する 

 
D. 実行インスタンスはそのまま保持して「Power Cluster（パワークラス

ター）」アーキテクチャを追加する 

13. 顧客から、トラッキングされたリンクをクリックすると、エラーメッセージ
「requested URL cannot be found（要求された URL が見つかりません）」がとき
どき表示されるという指摘を受けました。この原因となる 2 つの理由は何ですか（2 
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つ選択してください）。 

A. ミッドソーシングインフラストラクチャに複数のトラッキングサーバーが
あるが、トラッキングサーバーがミッドソーシングサーバーをプロキシと
して使用していない 

B. 一部のトラッキングサーバーで、serverconf.xml ファイルの spareServer 要素
が正しく設定されていない 

C. 一 部 の ト ラ ッ キ ン グ サ ー バ ー で 、 リ レ ー 設 定 が 
targetUrl="http://localhost:80" に設定されている 

D. ロードバランサーの背後に複数のトラッキングサーバーがあり、その一部に
ファイルシステムに格納されたリダイレクションファイルがない 

14. 顧客から、プロセスが実行されていないのに「Monitoring（監視）」ページに不明と
して表示されないという指摘を受けました。この原因となる 2 つの理由は何ですか
（2 つ選択してください）。 

A. プロセスがシステム管理者によって故意に停止された 
B. プロセスが config-instance.xml ファイルで autoStart="true" に設定されてい

る 
C. プロセスが別の Adobe Campaign インスタンスに関連付けられている 
D. 設定エラーが原因で watchdog プロセスが開始されていない 

15. 使用するデータベース接続数の制限が原因で、データベースがそれ以上の処理能力を
持つにもかかわらずパフォーマンスの問題が発生しました。Adobe Campaign の制
限に達する前に可能な接続数はいくつですか。また、Adobe Campaign Architect は
どのようにその数を変更できますか。 

A. す べ て の プ ロ セ ス に 対 し て  50 個 の 接 続 が 可 能 。 こ れ は 、
conf/serverConf.xml ファイルの DataSource ノードにある maxCnx 設定値
を大きくすることで変更できる 

B. すべてのプロセスに対して 50 個の接続が可能。データベース接続数の制
限はハードコーディングされており、どのような方法でも変更できない 

C. 1 プロセスあたり 50 個の接続が可能。これは、conf/serverConf.xml ファイル
の DataSource ノードにある maxCnx 設定値を大きくすることで変更できる 

D. 1 プロセスあたり 50 個の接続が可能。データベース接続数の制限はハードコー
ディングされており、どのような方法でも変更できない 

16. 計算とデータ量において最もリソースを使用するトラッキングモードは次のどれです
か。 

A. Session Tracking（セッショントラッキング） 
B. Anonymous Tracking（匿名トラッキング） 
C. Permanent Tracking last delivery（永続的トラッキング（最終配信）） 
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D. Permanent Tracking forced delivery（永続的トラッキング（強制配
信）） 

17. レポートを設計する際、計算中に許容可能なパフォーマンスを確保するための 2 つの
ベストプラクティスは次のどれですか（2 つ選択してください）。 

A. 計算プロセスに含めるテーブル数を 5 個以内にする 
B. 少量のデータでは計算時間が 60 秒を超えないようにする 
C. 少量のデータでは計算時間が 5 分を超えないようにする 
D. JavaScript アクティビティの代わりに SQL クエリを使用する 

18. 電子メールの品質チェックのために Spam Assassin をインストールしていますが、
スコア結果の表示に時間がかかります。Architect がこのプロセスを最適化するには
どうすればよいですか。 

A. パフォーマンスに影響する可能性がある SpamAssassin のルールの更新頻度を
下げる 

B. コマンド「dns_available no」を設定ファイル 
（/etc/spamassassin/local.cf の下）に追加する 

C. spamAssassin スクリプトをコマンド「/usr/sbin/sa-update  
&&/etc/init.d/spamassassin update」を使用して追加する 

D. 電子メールトラッキングログの実行頻度を変更する 

19. クライアント Web サイトのトラフィック増加に伴い、Adobe inbound interaction 
V6.1 にパフォーマンス上の大きな問題が発生しました。次のどれを推奨しますか。 

 

A. Web トラフィックの増加による呼び出し数の増加に対応できるように 
Web サーバーを増強する 

B. interactiond データバッファーが有効になっていることを確認する 
C. ロードバランシングされた新しい実行インスタンスを追加する 
D. 各呼び出しに対して生成される Web ログストレージを小さくすることにより、

サーバーのパフォーマンスを最適化する 

20. 顧客がデータベース管理者から、ときどき NmsBroadLogRcp テーブルにロックがか
かっていると警告されました。その理由として正しい記述は次のどれですか。 

A. 一部のキャンペーンが、このテーブル内の選択したレコードに基づいて
クエリを実行している 

B. 多数の MTAchild プロセスが同時に実行されている 
C. 多数の配信実行と準備が同時に実行されている 
D. ユーザーが汎用クエリエディターを実行してこのテーブル内の一部のデータを
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取得している 

21. 大量のバウンス電子メールを処理するための 2 つのベストプラクティスは次のどれで
すか（2 つ選択してください）。 

A. SMTP リレーサーバー 
B. 会社の DNS の特定のサブドメイン 
C. バウンスメール用の専用サーバー 
D. POP3 が設定されたサーバー 

 
22. Adobe Campaign Architect が Adobe Campaign v6.1.1 への移行を実行する

前に最初に行う必要がある 2 つのタスクは次のどれですか（2 つ選択してくださ
い）。 

A. カスタム JavaScript 構文を確認する 
B. 実稼働データベースをバックアップする 
C. 実稼働データベースをフリーズする 
D. 新しい v61.1 インスタンスを作成する 

 
 
 

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
を十分に行うために、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. Adobe Campaign にオファー管理を実装するためにインストールする必要があるパッ

ケージは次のどれですか。 

正解：B - Offer engine (Interaction)（オファーエンジン（インタラクション）） 
 

2. IIS Web サーバーの設定時にアップロードできるファイルのデフォルトのサイズ制限
は次のどれですか。 

正解：A- 約 28 MB 
 

3. インストール後に、Adobe Campaign サーバーで定義されたすべてのインスタンスに
対するすべての権限を持つテクニカルなログイン名は次のどれですか。 

正解：B - Internal 
 

4. Adobe Campaign からデータをエクスポートするためのデフォルトフォルダーを定義
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するパラメーターは次のどれですか。 

正 解 ： C - 
exportDirectory="$(XTK_INSTALL_DIR)/var/$(INSTANCE_NAME)/export/" 

 
5. デフォルトでは、トラッキングのステータスはどのような頻度で更新されますか。 

正解：A - 毎時 
 

6. 設計環境からオンラインのオファーを削除すると、オファーはどのようになりますか。 

正解：A - オファーはリンクされたオンライン環境内で自動的に非アクティブ化される 
 

7. Architect は、Adobe Campaign を使用して既存のデータベースを変更できますか。 

正解：C - できない。データベースは変更できない 
8. Architect がクライアントから、ワークフローによって生成された SQL クエリをト

レースするように求められました。このトレースを実行するには、どのように操作し
ますか。 

正解：C - 「Workflow Properties（ワークフロープロパティ）」で「Execution（実
行）」タブを選択し、「Log SQL queries in the journal（SQL クエリをジャーナルに
ログ記録する）」チェックボックスをオンにする 

 
9. 各インスタンスにリンクされたデータベースの設定が保存されている  Adobe 

Campaign インストールディレクトリ内の場所は次のどれですか。 

正解：C - /conf/config-<instance>.xml 
 

10. 複数のデータソースを持つクライアントが、データ量の正確な予測を提供できませんで
した。このように予測できない情報がある場合、どのようにプロジェクト計画を実装し
ますか。 

正解：B - データ量が現実的な範囲内で定義されていることを確認した後で、実装を開
始する 

 
11. クライアントのアーキテクチャの基盤となっている Adobe Campaign が、電子メールを

送信するために、クラウドでホストされている外部の SMTP リレー（特殊な SMTP 
ヘッダーが必要）に接続されています。配信実行を行った 1 時間後に、配信のステータ
スが「Finished（完了）」になっているのに、電子メールが受信されていませんでし
た。この原因として考えられるものは次のどれですか。 

正解：D - クライアントの SMTP サーバーが情報を受信したが、ヘッダー情報を使用
できなかった 

 
12. プロジェクトチームが、クライアントの Web サイトから確認電子メールを送信する 
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Adobe Message Center の実行インスタンスを設定しました。各 Web サイトは 1 日に 
50,000 通未満の電子メールの送信を依頼できます。パフォーマンステストの結果はク
ライアントの SLA 要件を満たしていません。このプロジェクトステージでは次のどれ
を推奨しますか。 

正解：D - 実行インスタンスはそのまま保持して「Power Cluster（パワークラス
ター）」アーキテクチャを追加する 

 

13. 顧客から、トラッキングされたリンクをクリックすると、エラーメッセージ
「requested URL cannot be found（要求された URL が見つかりません）」がときど
き表示されるという指摘を受けました。この原因となる 2 つの理由は何ですか（2 つ
選択してください）。 

正解：B - 一部のトラッキングサーバーで、serverconf.xml ファイルの spareServer 要
素が正しく設定されていない、D - ロードバランサーの背後に複数のトラッキングサー
バーがあり、その一部にファイルシステムに格納されたリダイレクションファイルが
ない 

 
14. 顧客から、プロセスが実行されていないのに「Monitoring（監視）」ページに不明と

して表示されないという指摘を受けました。この原因となる 2 つの理由は何ですか
（2 つ選択してください）。 

正解：A - プロセスがシステム管理者によって故意に停止された、C - プロセスが別の 
Adobe Campaign インスタンスに関連付けられている 

 
15. 使用するデータベース接続数の制限が原因で、データベースがそれ以上の処理能力を

持つにもかかわらずパフォーマンスの問題が発生しました。Adobe Campaign の制限
に達する前に可能な接続数はいくつですか。また、Adobe Campaign Architect はどの
ようにその数を変更できますか。 

正解：C - 1 プロセスあたり 50 個の接続が可能。これは、conf/serverConf.xml ファイ
ルの DataSource ノードにある maxCnx 設定値を大きくすることで変更できる 

 
16. 計算とデータ量において最もリソースを使用するトラッキングモードは次のどれで

すか。 

正解：C - Permanent Tracking last delivery（永続的トラッキング（最終配信）） 
 

17. レポートを設計する際、計算中に許容可能なパフォーマンスを確保するための 2 つ
のベストプラクティスは次のどれですか（2 つ選択してください）。 

正解：B - 少量のデータでは計算時間が 60 秒を超えないようにする、D - JavaScript 
アクティビティの代わりに SQL クエリを使用する 
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18. 電子メールの品質チェックのために Spam Assassin をインストールしていますが、

スコア結果の表示に時間がかかります。Architect がこのプロセスを最適化するには
どうすればよいですか。 

正解：B - コマンド「dns_available no」を設定ファイル 
（/etc/spamassassin/local.cf の下）に追加する 

 
19. クライアント Web サイトのトラフィック増加に伴い、Adobe inbound interaction 

V6.1 にパフォーマンス上の大きな問題が発生しました。次のどれを推奨しますか。 

正解：B - interactiond データバッファーが有効になっていることを確認する 
 

20. 顧客がデータベース管理者から、ときどき NmsBroadLogRcp テーブルにロックがか
かっていると警告されました。その理由として正しい記述は次のどれですか。 

正解：C - 多数の配信実行と準備が同時に実行されている 
 

21. 大量のバウンス電子メールを処理するための 2 つのベストプラクティスは次のどれです
か（2 つ選択してください）。 

正解：B - 会社の DNS の特定のサブドメイン、C - バウンスメール用の専用サー
バー 

 
22. Adobe Campaign Architect が Adobe Campaign v6.1.1 への移行を実行する前に

最初に行う必要がある 2 つのタスクは次のどれですか（2 つ選択してくださ
い）。 

正解：B - 実稼働データベースをバックアップする、D - 新しい v61.1 インスタン
スを作成する 

 
23. 電子メールの品質チェックのために Spam Assassin をインストールしていますが、

スコア結果の表示に時間がかかります。Architect がこのプロセスを最適化するには
どうすればよいですか。 

正解：B - コマンド「dns_available no」を設定ファイル 
（/etc/spamassassin/local.cf の下）に追加する 
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24. クライアント Web サイトのトラフィック増加に伴い、Adobe inbound interaction 
V6.1 にパフォーマンス上の大きな問題が発生しました。次のどれを推奨しますか。 

正解：B - interactiond データバッファーが有効になっていることを確認する 
 

25. 顧客がデータベース管理者から、ときどき NmsBroadLogRcp テーブルにロックがか
かっていると警告されました。その理由として正しい記述は次のどれですか。 

正解：C - 多数の配信実行と準備が同時に実行されている 
 

26. 大量のバウンス電子メールを処理するための 2 つのベストプラクティスは次のどれで
すか（2 つ選択してください）。 

正解：B - 会社の DNS の特定のサブドメイン、C - バウンスメール用の専用サー
バー 

 
27. Adobe Campaign Architect が Adobe Campaign v6.1.1 への移行を実行する前

に最初に行う必要がある 2 つのタスクは次のどれですか（2 つ選択してくださ
い）。 

正解：B - 実稼働データベースをバックアップする、D - 新しい v61.1 インスタン
スを作成する 
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サポート 
 

 

認定については、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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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/ 
© 2018 Adobe. All rights reserved. Printed in Japan.90000000 10/15 

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

	アドビ認定エキスパート試験ガイド
	アドビ認定エキスパート試験について
	Campaign Architect 試験の概要
	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：

	Adobe Campaign Architect 試験の範囲
	 既存の環境とビジネスプロセスの特定
	 クライアントのインストールの検証
	 実装の範囲の定義
	 実装のロードマップの定義
	 実装のサポート
	 実装のパフォーマンスのテスト

	本試験の出題配分：
	Adobe Campaign Architect の職務
	最低限の合格基準

	Adobe Campaign Architect は以下のツールの操作に慣れていること：
	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
	アドビパートナー向けトレーニング
	公開トレーニングコース

	受験時期を判断するには
	実践経験
	自己査定準備シート

	模擬試験問題
	1. Adobe Campaign にオファー管理を実装するためにインストールする必要があるパッケージは次のどれですか。
	2. IIS Web サーバーの設定時にアップロードできるファイルのデフォルトのサイズ制限は次のどれですか。
	3. インストール後に、Adobe Campaign サーバーで定義されたすべてのインスタンスに対するすべての権限を持つテクニカルなログイン名は次のどれですか。
	4. Adobe Campaign からデータをエクスポートするためのデフォルトフォルダーを定義するパラメーターは次のどれですか。
	5. デフォルトでは、トラッキングのステータスはどのような頻度で更新されますか。
	6. 設計環境からオンラインのオファーを削除すると、オファーはどのようになりますか。
	7. Architect は、Adobe Campaign を使用して既存のデータベースを変更できますか。
	8. Architect がクライアントから、ワークフローによって生成された SQL クエリをトレースするように求められました。このトレースを実行するには、どのように操作しますか。
	9. 各インスタンスにリンクされたデータベースの設定が保存されている Adobe Campaign インストールディレクトリ内の場所は次のどれですか。
	10. 複数のデータソースを持つクライアントが、データ量の正確な予測を提供できませんでした。このように予測できない情報がある場合、どのようにプロジェクト計画を実装しますか。
	11. クライアントのアーキテクチャの基盤となっている Adobe Campaignが、電子メールを送信するために、クラウドでホストされている外部の SMTP リレー（特殊な SMTP ヘッダーが必要）に接続されています。配信実行を行った 1 時間後に、配信のステータスが「Finished（完了）」になっているのに、電子メールが受信されていませんでした。この原因として考えられるものは次のどれですか。
	12. プロジェクトチームが、クライアントの Web サイトから確認電子メールを送信する Adobe Message Center の実行インスタンスを設定しました。各 Web サイトは 1 日に 50,000 通未満の電子メールの送信を依頼できます。パフォーマンステストの結果はクライアントの SLA 要件を満たしていません。このプロジェクトステージでは次のどれを推奨しますか。
	13. 顧客から、トラッキングされたリンクをクリックすると、エラーメッセージ「requested URL cannot be found（要求された URL が見つかりません）」がときどき表示されるという指摘を受けました。この原因となる 2 つの理由は何ですか（2 つ選択してください）。
	14. 顧客から、プロセスが実行されていないのに「Monitoring（監視）」ページに不明として表示されないという指摘を受けました。この原因となる 2 つの理由は何ですか（2 つ選択してください）。
	15. 使用するデータベース接続数の制限が原因で、データベースがそれ以上の処理能力を持つにもかかわらずパフォーマンスの問題が発生しました。Adobe Campaign の制限に達する前に可能な接続数はいくつですか。また、Adobe Campaign Architect はどのようにその数を変更できますか。
	16. 計算とデータ量において最もリソースを使用するトラッキングモードは次のどれですか。
	17. レポートを設計する際、計算中に許容可能なパフォーマンスを確保するための 2 つのベストプラクティスは次のどれですか（2 つ選択してください）。
	18. 電子メールの品質チェックのために Spam Assassin をインストールしていますが、スコア結果の表示に時間がかかります。Architect がこのプロセスを最適化するにはどうすればよいですか。
	19. クライアント Web サイトのトラフィック増加に伴い、Adobe inbound interaction V6.1 にパフォーマンス上の大きな問題が発生しました。次のどれを推奨しますか。
	20. 顧客がデータベース管理者から、ときどき NmsBroadLogRcp テーブルにロックがかかっていると警告されました。その理由として正しい記述は次のどれですか。
	21. 大量のバウンス電子メールを処理するための 2 つのベストプラクティスは次のどれですか（2 つ選択してください）。
	22. Adobe Campaign Architect が Adobe Campaign v6.1.1 への移行を実行する前に最初に行う必要がある 2 つのタスクは次のどれですか（2 つ選択してください）。

	解答
	1. Adobe Campaign にオファー管理を実装するためにインストールする必要があるパッケージは次のどれですか。
	2. IIS Web サーバーの設定時にアップロードできるファイルのデフォルトのサイズ制限は次のどれですか。
	3. インストール後に、Adobe Campaign サーバーで定義されたすべてのインスタンスに対するすべての権限を持つテクニカルなログイン名は次のどれですか。
	4. Adobe Campaign からデータをエクスポートするためのデフォルトフォルダーを定義するパラメーターは次のどれですか。
	5. デフォルトでは、トラッキングのステータスはどのような頻度で更新されますか。
	6. 設計環境からオンラインのオファーを削除すると、オファーはどのようになりますか。
	7. Architect は、Adobe Campaign を使用して既存のデータベースを変更できますか。
	8. Architect がクライアントから、ワークフローによって生成された SQL クエリをトレースするように求められました。このトレースを実行するには、どのように操作しますか。
	9. 各インスタンスにリンクされたデータベースの設定が保存されている Adobe Campaign インストールディレクトリ内の場所は次のどれですか。
	10. 複数のデータソースを持つクライアントが、データ量の正確な予測を提供できませんでした。このように予測できない情報がある場合、どのようにプロジェクト計画を実装しますか。
	11. クライアントのアーキテクチャの基盤となっている Adobe Campaignが、電子メールを送信するために、クラウドでホストされている外部の SMTP リレー（特殊な SMTP ヘッダーが必要）に接続されています。配信実行を行った 1 時間後に、配信のステータスが「Finished（完了）」になっているのに、電子メールが受信されていませんでした。この原因として考えられるものは次のどれですか。
	12. プロジェクトチームが、クライアントの Web サイトから確認電子メールを送信する Adobe Message Center の実行インスタンスを設定しました。各 Web サイトは 1 日に 50,000 通未満の電子メールの送信を依頼できます。パフォーマンステストの結果はクライアントの SLA 要件を満たしていません。このプロジェクトステージでは次のどれを推奨しますか。
	13. 顧客から、トラッキングされたリンクをクリックすると、エラーメッセージ「requested URL cannot be found（要求された URL が見つかりません）」がときどき表示されるという指摘を受けました。この原因となる 2 つの理由は何ですか（2 つ選択してください）。
	14. 顧客から、プロセスが実行されていないのに「Monitoring（監視）」ページに不明として表示されないという指摘を受けました。この原因となる 2 つの理由は何ですか（2 つ選択してください）。
	15. 使用するデータベース接続数の制限が原因で、データベースがそれ以上の処理能力を持つにもかかわらずパフォーマンスの問題が発生しました。Adobe Campaign の制限に達する前に可能な接続数はいくつですか。また、Adobe Campaign Architect はどのようにその数を変更できますか。
	16. 計算とデータ量において最もリソースを使用するトラッキングモードは次のどれですか。
	17. レポートを設計する際、計算中に許容可能なパフォーマンスを確保するための 2 つのベストプラクティスは次のどれですか（2 つ選択してください）。
	18. 電子メールの品質チェックのために Spam Assassin をインストールしていますが、スコア結果の表示に時間がかかります。Architect がこのプロセスを最適化するにはどうすればよいですか。
	19. クライアント Web サイトのトラフィック増加に伴い、Adobe inbound interaction V6.1 にパフォーマンス上の大きな問題が発生しました。次のどれを推奨しますか。
	20. 顧客がデータベース管理者から、ときどき NmsBroadLogRcp テーブルにロックがかかっていると警告されました。その理由として正しい記述は次のどれですか。
	21. 大量のバウンス電子メールを処理するための 2 つのベストプラクティスは次のどれですか（2 つ選択してください）。
	22. Adobe Campaign Architect が Adobe Campaign v6.1.1 への移行を実行する前に最初に行う必要がある 2 つのタスクは次のどれですか（2 つ選択してください）。
	23. 電子メールの品質チェックのために Spam Assassin をインストールしていますが、スコア結果の表示に時間がかかります。Architect がこのプロセスを最適化するにはどうすればよいですか。
	24. クライアント Web サイトのトラフィック増加に伴い、Adobe inbound interaction V6.1 にパフォーマンス上の大きな問題が発生しました。次のどれを推奨しますか。
	25. 顧客がデータベース管理者から、ときどき NmsBroadLogRcp テーブルにロックがかかっていると警告されました。その理由として正しい記述は次のどれですか。
	26. 大量のバウンス電子メールを処理するための 2 つのベストプラクティスは次のどれですか（2 つ選択してください）。
	27. Adobe Campaign Architect が Adobe Campaign v6.1.1 への移行を実行する前に最初に行う必要がある 2 つのタスクは次のどれですか（2 つ選択してください）。

	サポート

