
CCIE Wireless 
筆記試験およびラボ試験の更新内容 

 

 
はじめに 
CCIE Wireless 試験の内容がバージョン 2.0 からバージョン 3.0 に更新されました。新しい試験カリキュラムは 8 つ
の領域から構成されています。これら 8 領域への新しい区分けは、項目全体の論理構造の向上およびシスコの

ワイヤレス ポートフォリオとの整合のために行われました。 
 

各領域には、最小限の条件を満たす受験者が実施することを想定した具体的なタスクが記載されています。 
この試験内容は試験に含まれる可能性が高いコンテンツの一般的なガイドラインとして提供されています。ただ

し、試験によってはその他の関連項目も出題される可能性があります。記載されている領域またはタスクの一部

は筆記試験とラボ試験の両方で出題されますが、それ以外の領域またはタスクは WLAN テクノロジーの計画お

よび設計のように筆記試験にのみ出題されます。 
 

CCIE Wireless v2.0 と CCIE Wireless v3.0 の領域の比較 
CCIE Wireless v2.0 と CCIE Wireless v3.0 の領域に基づいた領域レベルの比較を次に示します。 

 

 
 

1. WLAN テクノロジーの計画および設計 
2. WLAN をサポートする L2/L3 ネットワーク インフラストラクチャの設定およびトラブルシューティング 
3. インフラストラクチャ アプリケーション サービスの設定およびトラブルシューティング 
4. 自律型導入モデルの設定およびトラブルシューティング 
5. 統合型導入モデルの設定およびトラブルシューティング 
6. WCS の設定およびトラブルシューティング 
7. WLAN サービスの設定およびトラブルシューティング 

 

 
 

1. WLAN テクノロジーの計画および設計 
2. ネットワーク インフラストラクチャの設定およびトラブルシューティング 
3. 自律型導入モデルの設定およびトラブルシューティング 
4. 統合型導入モデル（中央集中型）の設定およびトラブルシューティング 
5. 統合型導入モデル（コンバージド）の設定およびトラブルシューティング 
6. セキュリティとアイデンティティ管理の設定およびトラブルシューティング 
7. Prime Infrastructure と MSE の設定およびトラブルシューティング 
8. WLAN メディアとアプリケーション サービスの設定およびトラブルシューティング 

 

v2.0 と比較して、v3.0 の CCIE カリキュラムから削除された領域はありません。新しい領域が追加されています。 
最新テクノロジーを取り入れるために多少の名称変更または組み換えが行われました。v3.0 では、最新のワイ

ヤレス製品のポートフォリオを反映して統合型導入モデルが統合型導入モデル（中央集中型）の設定およびトラ

ブルシューティングと統合型導入モデル（コンバージド）の設定およびトラブルシューティングに分割されました。 
 

ポリシー管理の重要性が増しているため、新しいモジュールであるセキュリティとアイデンティティ管理の設定お

よびトラブルシューティングが追加されました。WCS の設定およびトラブルシューティング モジュールは Prime 
Infrastructure と MSE の設定およびトラブルシューティングに置き換えられ、シスコの Prime Infrastructure  
ソリューションが追加されました。 

 

 

CCIE Wireless v3.0 

CCIE Wireless v2.0 
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CCIE Wireless v3.0 の変更点 
領域またはタスクの追加、移動、廃止の決定は、職種分析および職務分析の際にワイヤレス分野の専門家から

受け取ったフィードバックに基づいています。試験内容の変更は、進化するワイヤレス企業環境と進化する CCIE 
Wireless の職種の両方を反映しています。更新された CCIE Wireless の筆記試験およびラボ試験 v3.0 に含まれる

すべての項目については、実際の試験内容を参照してください。 
 

CCIE Wireless 試験 v3.0 に追加された項目 
 

• スタッキングの設定およびトラブルシューティング 
• 基本的な OSPFv3 の設定およびトラブルシューティング 
• 基本的な IPv6 EIGRP アドレス ファミリの設定およびトラブルシューティング 
• SXP/SGT の設定およびトラブルシューティング 
• PSPF の設定およびトラブルシューティング 
• FlexConnect の設定およびトラブルシューティング 
• 新しいモビリティの設定およびトラブルシューティング 
• 領域全体：統合型導入モデル（コンバージド）の設定およびトラブルシューティング 
• クライアントのプロファイリングとプロビジョニングの設定およびトラブルシューティング 
• CoA の設定およびトラブルシューティング 
• 基本的なスポンサー ポリシー（ゲスト）の設定およびトラブルシューティング 
• CMX の導入およびトラブルシューティング 
• ISE の統合 
• NetFlow の統合 
• BDRL の設定およびトラブルシューティング 
• mDNS の設定およびトラブルシューティング 
• AVC と NetFlow の設定およびトラブルシューティング 

 
CCIE Wireless ラボ試験 v2.0 から削除された項目 

 
• MFP の設定およびトラブルシューティング 
• ピアツーピア ブロッキングの設定およびトラブルシューティング 
• IGMP スヌーピングの設定およびトラブルシューティング 
• WDS（L2）の設定およびトラブルシューティング 
• 自律型から統合型へのアップグレード 
• H-REAP の設定およびトラブルシューティング 
• クライアントへのローカル DHCP サービスの導入 

 
試験内容が更新されただけではなく、v3.0 ではハードウェアとソフトウェアのリストも更新されました。タスク自体

は v2.0 と比べて同一であっても、一部のタスクでは必要とされる実装およびトラブルシューティングのスキルは大

幅に変更されています。ハードウェアとソフトウェアの観点から、変更内容の概要を次に示します。詳細について

は、「Lab Equipment and Software List（ラボ機器とソフトウェアの一覧）」を参照してください。 
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CCIE Wireless 試験 v3.0 の形式 
試験番号が 350-001 から 400-351 に変更されました。ただし、基本的には筆記試験の形式に変更はありません。

新しいラボ試験をサポートする Web ベースの実施インフラストラクチャは、v2.0 と非常によく似ています。ただし、

ラボ試験自体の形式は v2.0 に比べて大幅に変更されました。ラボ試験の形式は、他の CCIE トラックと同様に診断

モジュールを含むように更新されました。 
 

その結果、現在の CCIE Wireless ラボ v3.0 の形式は次のようになります。 
 

• パート 1：診断モジュール 
• パート 2：設定およびトラブルシューティング モジュール 

 

 
 

新しい診断モジュールは 60 分間で、デバイスにアクセスせずにネットワークの問題を適切に診断するために必要

とされるスキルに焦点を当てています。診断モジュールの主な目的は、ネットワークの問題の適切な診断に必要

なスキルを評価することです。スキルには、次のものがあります。 
 

• 分析 
• 相関 

− 複数のドキュメント ソースの見極め（たとえば、電子メールのスレッド、ネットワーク トポロジ

図、コンソール出力、ログ、さらにトラフィック キャプチャなど） 
 

こうした活動は当然、トラブルシューティング スキルの一部でもあります。これらは、アイテムの形式が大き

く異なるため、別のラボ モジュールとして設計されています。 

 

Cisco 5500 WLC、CUWN  

ソフトウェア 7.0 Cisco Aironet 1040/1260/3500  

シリーズ AP 
Cisco Catalyst 6500-E シリーズ スイッチ（Sup 8-E） 
Cisco Catalyst  
2960/3560 シリーズ スイッチ Cisco WCS 
Cisco ACS 
Cisco 3300 シリーズ MSE 

 
Cisco 5500 WLC、CUWN ソフトウェア 8.0 
Cisco 5700 WLC、IOS XE 3.6 
Cisco Aironet 1600/3700 シリーズ AP 
Cisco Catalyst 4500-E シリーズ スイッチ（Sup 8-E） 
Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ 
Cisco PI 2.2 
Cisco ISE 1.3 
Cisco 3300 シリーズ MSE 
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設定およびトラブルシューティングのトラブルシューティング コンポーネントでは、実際のデバイス上でネットワー

クの問題のトラブルシューティングを行い解決することが受験者に求められます。 
 
診断モジュールでは、受験者は事前設定された選択肢から選択し、次のいずれかを示す必要があります。 

 
• 問題の根本原因 
• 図における問題の場所 
• 根本原因の特定を可能にする重要な情報 
• 根本原因を特定するために欠けている情報 

 
設定およびトラブルシューティング モジュールは、CCIE Wireless v2.0 のものと類似した 1 つのトポロジで構成さ

れます。設定およびトラブルシューティング モジュールの時間は 7 時間です。このモジュールでは、ワイヤレス  
クライアント アクセスを含め、現実的なエンタープライズ ワイヤレス シナリオが提供されます。モジュールの開始

時に受験者はモジュール全体を見渡して、順番どおりに項目に取り組むかどうかを、取り組みやすさや、シナリ

オ全体と設問の相互依存性に基づいて決めることができます。 
 
ラボ試験の診断モジュールと設定およびトラブルシューティング モジュールは、決められた順番で提供されます。

1 時間の診断モジュールから始まり、7 時間の設定およびトラブルシューティング モジュールが続きます。ラボ試験

全体の所要時間は 8 時間です。モジュール間を行ったり来たりすることは認められませんので注意してください。 
 
診断モジュール 

 
診断モジュールでは、デバイスへのアクセスは提供されません。受験者にはさまざまな情報が提供されます 
（電子メール、show または debug の出力、ネットワーク図など）。ネットワークの問題の根本原因を見つけようとし

ている顧客を支援するワイヤレス サポート エンジニアに提供される情報の例を模したものや、ネットワークの問

題のトラブルシューティングに取り組んでいる同僚から提供された情報を模したものがあります。 
 
診断モジュールでは、筆記試験の項目に似た形式で項目が提供されます。モジュールには複数選択肢（単一

解答または複数解答）、ドラッグアンドドロップ スタイルの項目に加え、ポイントアンドクリック スタイルの項目が

含まれる場合があります。筆記試験と診断モジュールの主な違いは、診断モジュールの項目（トラブルシュー

ティング チケットと呼ばれます）には、提示された問題の根本原因を理解して特定するために受験者が参照す

る必要のある一連のドキュメントが含まれていることです。受験者は、提示される事前に決められた選択肢の中

から正しい選択をするために、（有益な情報と無価値の情報を見極めた後で）情報を分析して関連付ける必要

があります。 
 
トラブルシューティング チケットでは、受験者は解答するために入力する必要はありません。すべてのチケットは

選択解答形式（自由解答形式ではありません）であるため、採点は確定的で、かつ公平で一貫性のあるものであ

ることが保証されています。新しいモジュールは、ネットワークの問題の根本原因を正しく特定はできるが、特定

の制約の下での解決はできない受験者を認定するのに役立ちます（設定およびトラブルシューティング モジュー

ルの場合と同様）。 
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現実世界での経験こそがこのモジュールへの準備の最善策でしょう。経験が浅い受験者は、現実のどのような

ネットワーキング問題にも利用できる効率的かつ効果的なトラブルシューティング方法を見つけ、実践し、適用す

ることに注力するべきです。 
 
 

合格基準 
ラボ試験に合格するためには、受験者は次の両方の条件を満たす必要があります。 

• 各モジュールの下限点数に達していること。 
• 両方のモジュールを合わせた合計点が、合計の下限点数よりも高いこと。 

 
これらの条件が設けられている理由は、2 つのモジュールのうち 1 つが不合格であったり、さらには片方の試験

を受けていない受験者がラボ試験に合格することを防ぐためです。 
 
両方のモジュールの各項目の配点は受験者に伝えられます。点数は、すべての要求事項と、場合によっては項

目の制約事項が満たされている場合にのみ与えられます。いずれの項目でも部分点はありません。 
 
 

 
Cisco Learning Network は世界中のネットワーク プロフェッショナルを対象としたソーシャル ラーニング ネット
ワークです。試験内容を含むシスコ認定についてのすべての公式情報を提供しています。 

 
CCIE Wireless 認定プログラムに関する詳細については、cisco.com/go/learningnetwork/jp を参照してください。 
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