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データセンター インフラストラクチャに関する専門知識を 
備えた IT プロフェッショナルへの需要 
Internet of Things（IoT）やビッグデータ、クラウドを含む新たなビジネス モデ
ルのサポートや、既存のビジネスクリティカルなアプリケーションの最新化の中
心となるのが、エンタープライズクラスのデータセンターです。ビジネス変革へ
の取り組みを加速するうえで、最新のデータセンター インフラストラクチャは欠
かせません。  
データセンターを担当する IT プロフェッショナルへの需要はかつてないほど増大
し、新たな役割も期待されています。シスコの認定およびトレーニング プログラ
ムによって、世界水準のデータセンターの運用、アプリケーションの迅速な導入、
優れたビジネス成果の実現に必要となる、主なスキルを習得できます。 
 
このプログラムには、次のものが含まれます。 
• スキルの構築：業界をリードする Cisco CCNA®、CCNP®、CCIE® Data 

Center プログラムでは、複雑な現代のデータセンター インフラストラクチ
ャの設計、実装、トラブルシューティングに必要な主要スキルとテクノロジ
ーのための、アソシエイトベルからエキスパートレベルまでのトレーニング
と認定を提供します 

• スキルの検証：シスコのデータセンター インフラストラクチャに焦点を置い
た知識、スキル、業界のベスト プラクティスの認定 

• スキルの強化：IT キャリア全体を通じてスキルを継続的に向上および拡大し
ます 

利点 
 

• エンタープライズ クラスのデータ
センター インフラストラクチャの
実現により、ビジネス成果やイノベ
ーションの促進に重要な役割を果た
す 

• あらゆるレベルにわたって、シスコ 
データセンターに関する知識と業界
のベスト プラクティスを習得およ
び検証することにより、専門知識を
拡大 

• スキル基盤を固めて拡大すること
で、幅広いデータセンター テクノ
ロジーをサポート 

• 自社の実績に対し、業界リーダーか
らグローバルな評価を獲得 
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仕事に役立つ実用的なスキルを獲得 
CCNA、CCNP、CCIE Data Center 認定は、優れたビジネス成果を挙げるとともに組織の IT インフラストラクチャに最適な
価値をもたらすための、エンタープライズクラスのデータセンターで必要とされる深く幅広いスキルを獲得できる、職務特化
型トレーニングおよび認定プログラムです。データセンター ネットワーク管理のほか、現代のデータセンター プロフェッショ
ナルの主要スキルとして挙げられるのは、自動化による運用の合理化、データセンターの物理リソース/仮想リソースにまたが
るポリシー主導インフラストラクチャの確立、ユニファイド コミュニケーションと高度な仮想化の実装、ビジネス変革イニシ
アチブを直接的に実現するクラウドおよびアプリケーション サービス チームとの緊密な連携、などです。シスコ技術者認定を
保有している IT 担当者は、データセンター インフラストラクチャとクラウドに関して、ポリシーやアプリケーション導入モデ
ルに関する一般的な標準アプローチを適用できるスキルを有しているものと認定されています。シスコのトレーニングを受け、
認定された IT 担当者は、幅広いデータセンター テクノロジー、スキル、業界のベスト プラクティスに関する専門知識ととも
に、エンタープライズ データセンター環境において重要な役割を果たすことができる資質を備えています。 

 
カリキュラムの概要 

DATA CENTER: CCNA CCNP CCIE 
 

Cisco Certified Network Associate Data Center (CCNA Data Center) 
CCNA Data Center 認定およびトレーニング プログラムは、データセンターの設置、設定、メンテナンスに関する、 
実務に即した基本レベルの認定とスキルを判定および提供します。 

認定条件 なし 

トピック · データセンター ネットワーキングの 
概念とテクノロジー 

· データセンター ストレージ ネットワーキング 

· データセンターの物理インフラストラクチャ 

· ユニファイド コンピューティング 

· データセンター ネットワークの仮想化 

· シスコ データセンター ネットワーク  
テクノロジー 

· シスコ アプリケーション セントリック  
インフラストラクチャ 

· データセンターの自動化と 
オーケストレーション 

職務 エントリレベルから上級レベルまで  

· ネットワーク管理者 

· ネットワーク エンジニア 

· システム管理者 

· システム エンジニア 

経験レベル（年） 1 ～ 3 年の IT 実務経験 

必須認定試験 200-150 DCICN 200-155 DCICT 

推奨トレーニング Introducing Cisco Data Center Networking Introducing Cisco Data Center 
Technologies (DCICN) v6.0 (DCICT) v6.0 

www.cisco.com/jp/go/ccnadc 

http://www.cisco.com/jp/go/ccnadc
http://www.cisco.com/jp/go/ccnadc
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DATA CENTER: CCNA CCNP CCIE 
 

Cisco Certified Network Professional Data Center (CCNP Data Center) 
CCNP Data Center プログラムは、現代の複雑なデータセンター インフラストラクチャの設計、実装、管理に必要な 
ソリューションとテクノロジーに重点を置いた、包括的なプロフェッショナル レベルのトレーニングおよび認定を 
提供します。 

認定条件 有効な CCNA Data Center 認定、またはいずれかの CCIE 認定 

トピック 実装： 

· ユニファイド 
コンピューティ
ングの実装、 
メンテナンス、 
運用 

· 自動化 

· ユニファイド 
コンピューティ
ングのセキュリ
ティ 

· ユニファイド 
コンピューティ
ングの 
ストレージ 

実装： 

· データセンター 
プロトコル 

· ルーティングお
よびスイッチン
グのプロトコル 

· インフラストラ
クチャのメンテ
ナンス、管理、
運用 

· インフラストラ
クチャのセキュ
リティ 

· インフラストラ
クチャのストレ
ージ 

実装： 

· インフラストラ
クチャの仮想化 

· インフラストラ
クチャの自動化 

· シスコ アプリ
ケーション セ
ントリック イ
ンフラストラク
チャ 

設計： 

· ネットワーク 
接続 

· インフラストラ
クチャ 

· ストレージ  
ネットワーク 

· コンピューティ
ング接続 

トラブルシュー
ティング 

· データセンタ
ー プロトコル 

· ネットワーク
の仮想化と自
動化 

· シスコ アプリ
ケーション セ
ントリック イ
ンフラストラ
クチャ 

· データセンター 
ストレージ 

· コンピューテ
ィング プラッ
トフォーム 

· 管理と運用 

職務 · プリセールス エンジニア 

· 設計エンジニア 

· データセンター エンジニア 

· サポート エンジニア 

· シニア ネットワーク エンジニア 

· データセンター管理者 

経験レベル（年） 5 ～ 8 年の IT 実務経験 

必須認定試験 300-175 DCUCI 300-165 DCII 300-170 DCVAI 300-160 DCID 300-180 DCIT 

推奨トレーニング Implementing 
Cisco Data 
Center 
Unified 
Computing 
(DCUCI) v6.0 

Implementing 
Cisco Data 
Center 
Infrastructure 
(DCII) v6.0 

Implementing 
Cisco Data 
Center 
Virtualization 
and 
Automation 
(DCVAI) v6.0 

Designing 
Cisco Data 
Center 
Infrastructure 
(DCID) v6.0 

Troubleshooting 
Cisco Data 
Center 
Infrastructure 
(DCIT) v6.0 

www.cisco.com/jp/go/ccnpdc 

http://www.cisco.com/jp/go/ccnpdc
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DATA CENTER: CCNA CCNP CCIE 
 

Cisco Certified Internetwork Expert Data Center (CCIE Data Center) 
CCIE Data Center プログラムは、現代の複雑なデータセンター インフラストラクチャの設計、実装、管理に必要なソリュ
ーションと新しいテクノロジーに深く焦点を当てて、エキスパートレベルのスキルを認定します。CCIE Data Center を保有
する技術者は、進化するテクノロジーと深い専門知識を活用してアジャイルな IT インフラストラクチャに依存するビジネス
要件を満たすうえで、主導的な役割を果たすことができる資質を備えています。CCIE Data Center 認定を受けた専門家は、
業界のベスト プラクティスを活用できる最高レベルの技術的スキルを有していることが証明されます。 

認定条件 平均的な受験者は、数年の実務経験があり、データセンターのトピックとテクノロジーに関する深いスキルと
知識を備えていますが、厳密な前提条件はありません。 

トピック データセンター インフラストラクチャの計画、実装、トラブルシューティングのさまざまな側面：  

· ポリシーベースおよび非ポリシーベースのファブリック インフラストラクチャ 

· 仮想化 

· データセンターの自動化とオーケストレーション 

· レイヤ 2 およびレイヤ 3 テクノロジー 

· 最新テクノロジー（CCIE Data Center 筆記試験） 

職務 · データセンター アーキテクト 

· ビジネス サービス アーキテクト 

· シニア IT コンサルタント 

· シニア ネットワーク エンジニア 

· シニア システム エンジニア 

· シニア設計エンジニア 

 シ  タセ タ  ジ  
経験レベル（年） 8 年以上の IT 実務経験を有するシニア レベルの一般技術者またはリーダー職 

必須認定試験 · 400-151 CCIE Data Center 筆記試験 

· CCIE Data Center ラボ試験 

推奨トレーニング · CCIE Data Center Study Material (学習情報) [英語] 

· CCIE 最新テクノロジーリソース [英語] 
 

www.cisco.com/jp/go/cciedc 

 
 

https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccie_data_center
https://learningnetwork.cisco.com/docs/DOC-29253
http://www.cisco.com/jp/go/cciedc
http://www.cisco.com/jp/go/cciedc
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