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Cisco Certified Technician 認定保持者は、シス

コのネットワーキングおよびシステム デバイスの

オンサイト サポートとメンテナンスを適切に実施

して、Cisco Technical Assistance Center と効

果的に連携できるスキルを備えていることが認め

られます。 

シスコ認定トレーニングを完了することが、認定

試験に合格するための最良の方法です。 

対象者 
この認定およびトレーニングの主な対象者は、重要なシスコのル

ーティングおよびスイッチング ネットワーク デバイスを診断、復元、

修理、交換するために製品固有の技術スキルを必要とする、オン

サイト サポート技術者です。CCT 認定は複数のテクノロジー分野

で取得できるため、サポート技術者は各自の専門分野の知識を広

げることができます。 

Cisco Certified Technician 認定保持者は、IT 業界のネットワー

キング プロフェッショナルから成る最大コミュニティのメンバーとな

り、シスコの他のトレーニングや認定プログラムを通じてサポート、

導入、設計のスキルを広げる機会が得られます。 

認定プロセス 
認定は、シスコの認定テスト センターで実施される試験に合格す

ると取得できます。認定試験では関連資料を参照することはでき

ません。試験内容は、Cisco Learning Network
（www.cisco.com/go/cct/）にオンラインで掲載されています。受

験者は、関連するシスコの推奨トレーニング「Supporting Cisco 
Routing & Switching Network Devices」を受講して、CCT 認定

試験に備えることができます。 

Cisco Learning Network では、認定試験の受験者はオンラインで

試験内容を確認できるだけでなく、シスコ認定技術者学習グルー

プのディスカッション フォーラムやドキュメント共有、その他のイン

タラクティブ機能も利用できます。 

Certified Technician プログラム 
Cisco Certified Technician 認定保持者は、重要なシスコのネット

ワーキングおよびシステム デバイスをお客様の現場で診断、復

元、修理、交換できるスキルを備えています。技術者は Cisco 
Technical Assistance Center と密接に連携し、サポートの問題

を迅速かつ効率的に解決します。シスコ認定トレーニングはオン

ラインで受講することができ、短時間のセッションをいくつか受け

るだけなので、技術者は現場での生産性を維持できます。 

主な特徴 主な利点 

シスコの製品別トレーニング ネットワークに関する電話サポー

トでの解決時間を短縮 

Cisco Technical Assistance 
Center のエンジニアによる設計 

一般的なサポート ケースを個別

に解決し、シスコのサポートと効率

よく連携 

オンライン モジュール形式 短時間のセッションでトレーニング

を完了できるため、現場を離れる

時間を最短化 

1 年間のサブスクリプション 最新の製品情報を利用可能 

試験監督が立ち会う評価試験に

基づいた認定 
オンサイト技術者に対するお客様

の信頼とロイヤリティが向上 

ルーティングとスイッチングの基礎 
現在、高価値サービスとソリューションの多くは、ルータとスイッチ

を経由して接続された IP ネットワークで提供されています。この

ため、TelePresence やデータセンター システムなどの高度なテ

クノロジー ソリューションをサポートするには、ルーティングおよび

スイッチング インフラストラクチャの基本を理解しておく必要があ

ります。オンサイト サポート技術者は、「Supporting Cisco 
Routing & Switching Network Devices 」トレーニングの内容に

精通しておくことをお勧めします。
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仕様 

認定カテゴリ： Cisco Certified Technician 

認定名： CCT Routing & Switching 

認定に必要な試験： 640-692 RSTECH 

90 分間の選択式試験（世界各地のピアソン 
VUE テスト センターで実施） 

推奨トレーニング： Supporting Cisco Routing & Switching 
Network Devices 

トレーニングの形式： • テキスト、オーディオ ナレーション、画像、 
ビデオを使用した E- ラーニング 

• 技術者向けの内容で 5 ～ 6 時間以内に完了

• モジュール形式で短時間のセッションを複数

用意 
• 24 時間オンラインで利用可能 
• 1 年間のサブスクリプションで販売  

システム要件： 一般的なインターネット ブラウザとオーディオ/ 
ビデオ プレーヤーで利用可能 

前提条件： なし 

申し込み： トレーニング：Cisco Learning Network ストア

（www.cisco.com/go/technician/） 

試験：  
ピアソン VUE（www.vue.com/cisco） 

再認定： CCT 認定の有効期間は 3 年間です。再認定を

受けるには、最新の CCT 試験（RSTECH、

DCTECH、または TPTECH）に合格するか、他

のシスコ技術者認定試験の 1 つに合格する必

要があります。 

シスコ認定トレーニング：Supporting Cisco 
Routing & Switching Network Devices 
シスコ認定トレーニングを利用することが、認定試験に合格するた

めの最良の方法です。オンライン コースでは、最も効率的かつ効

果的なメンテナンスおよびトラブルシューティング手順について学

習できます。これらの手順は、Cisco Technical Assistance Center 
で開発および使用されています。 

トレーニング 
モジュール 

内容 

モジュール 1 Open Systems Interconnection（OSI; 開放型システム

間相互接続）モデル、LAN および WAN トポロジ、サブ

ネット化、アドレッシング、接続の確立など、ルーティン

グとスイッチングの基礎について理解します。 

モジュール 2 シスコのルータおよびスイッチのモデル、アクセサリ、

ケーブル配線、インターフェイスについて理解し、その

操作方法を学びます。 

モジュール 3 Cisco IOS オペレーティング環境の情報や一般的なソ

フトウェアの情報を収集し、ネットワークの状況を評価お

よび診断します。 

モジュール 4 Cisco Technical Assistance Center のサポートを受

けて効果的なフィールド サービスや機器の交換（ホット 
スワップなど）を行う手順について理解し、それらを実

行します。 

トレーニングは、Cisco Learning Network ストア

（www.cisco.com/go/technician/）から直接購入できます。 

詳しくはこちら 
シスコ技術者認定とシスコのトレーニングの詳細については、

Cisco Learning Network（https://learningnetwork.cisco.com）

を参照してください。 

 


