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はじめに 
 

CCIE Data Center 試験の内容がバージョン 1.0 からバージョン 2.0 に改訂され、エキスパート レベルのデータセン

ター プロフェッショナルに必要な最新のスキルとテクノロジーに基づき、受験者の知識と能力が認定されるように

なりました。CCIE Data Center v2.0 試験のカリキュラムは、6 つのドメインで構成されています。 
 
各ドメインには、具体的なタスクが記載されています。それらのタスクは、データセンターにおいてエキスパート レ
ベルのスキルが必要な職務を遂行するのに必要な、最低限の資格条件です。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。したがって、ここに示されていない

関連項目も試験に出題される場合があります。記載されているドメインやタスクはすべて、筆記試験とラボ試験

の両方に出題されます。そのため、このガイドラインは両方の試験に共通の内容となっています。 
 

CCIE Data Center v1.0 と CCIE Data Center v2.0 のドメインの比較 
 

CCIE Data Center v1.0 と CCIE Data Center v2.0 のドメイン レベルでの比較を次に示します。 
 

 
 

 CCIEData Center v1.0 CCIEData Center v2.0 

1. シスコ データセンター アーキテクチャ シスコ データセンターの L2/L3 テクノロジー 
2. シスコ データセンター インフラストラクチャ - Cisco NX-OS シスコ データセンター ネットワーク サービス 
3. シスコ ストレージ ネットワーキング データセンター ストレージ ネットワーキングおよびコンピューティング 
4. シスコ データセンター仮想化 データセンターの自動化およびオーケストレーション 
5. Cisco Unified Computing System データセンター ファブリック インフラストラクチャ 
6. シスコ アプリケーション ネットワーキング サービス 最新テクノロジー 

 

試験内容の変更は、最新のデータセンター環境と、最新の CCIE データセンターにおける職務の両方を反映して

います。CCIE Data Center v1.0 と比べると、CCIE Data Center v2.0 のドメインでは、ハードウェアよりもスキルとテク

ノロジーに焦点があてられています。v2.0 ドメインのすべてに含まれるスキルでは、設計、導入、トラブルシュー

ティングに重点が置かれています。ACE や WAAS といった製品に特化したアプリケーション ネットワーキング 
サービスなどのドメインは除外されました。一方、クラウドや ACI のような、最新テクノロジーが追加されました。

v2.0 では、ストレージとコンピューティングの内容を一新し、「データセンター ストレージ ネットワーキングおよびコ

ンピューティング」として 1 つのドメインに統合されています。 
 

CCIE Data Center v2.0 での変更内容 
 
詳細については、試験内容 を参照してください。 

 

CCIE Data Center v2.0 試験に追加された内容： 
 

• データセンターの自動化の導入およびトラブルシューティング 
• データセンター オーケストレーション ツールの導入およびトラブルシューティング 
• 既存のデータセンター インフラストラクチャへの、シスコ クラウド サービスの統合 
• ポリシー主導および非ポリシー主導の内部ファブリック接続の設計、導入、トラブルシューティング 

 

CCIE Data Center v1.0 と v2.0 のドメイン比較 

https://learningnetwork.cisco.com/docs/DOC-29393
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• インフラストラクチャ ポリシーおよび要素の設計、導入、トラブルシューティング 
• 外部ファブリック接続の設計、導入、トラブルシューティング 
• 進化するテクノロジー 

 
CCIE Data Center v2.0 から除外された内容 

 
• データセンター アプリケーションの高可用性とロード バランシングの導入 
• FCIP 機能の導入 

 
バージョン 2.0 では、ハードウェアとソフトウェアのリストが更新され、必要とされる導入およびトラブルシューティ

ングのスキルが複数のタスクにわたって大幅に変更されています。次の図には、ハードウェアとソフトウェアの

変更に関する概要を示します。詳細については、ラボの機器とソフトウェアのリスト [英語] を参照してください。 
 

 
 

統一構想 
CCIE DC v2.0 では、筆記試験の内容とラボ試験のドメインを統合しており、どのドメインがどちらの試験に関連し

ているか、および各ドメインにどれだけの比重があるかを明確に示しています。 
 

CCIE Data Center v2.0 試験の形式 
筆記試験 v2.0（400-151）には、新しい教育的アプローチが組み込まれ、エキスパート レベルの受験者が、ネット

ワーク プログラマビリティ、クラウド、Internet of Things（IoT）などの「最新テクノロジー」に関する知識やスキルを実

証できるようになっています。 
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https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccie_data_center
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この変更の背景には、すでにグローバルのビジネスに多大な影響を与えている最新の技術分野に関して、ビジ

ネス リーダーと有意義なディスカッションができるよう認定エキスパートを育成する狙いがあります。 
 
新しいラボ試験をサポートする Web ベース インフラストラクチャは、バージョン 1.0 と非常によく似ています。た

だし、ラボ試験自体の形式はバージョン 1.0 から大幅に変更されています。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、CCIE Data Center v2.0 のラボ試験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：「コンフィグレーションと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

必要なスキルに焦点をあてています。「診断」モジュールの主な目的は、ネットワークの問題に対する適切な診断

に必要なスキルを評価することです。スキルには、次のものが含まれます。 
 

• 分析 
• 関連付け 

-     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） 

 
「診断」モジュールでは、次の分野に関して、事前に設定された選択肢から選択する必要があります。 

 
• 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 

 
「コンフィグレーションとトラブルシューティング」モジュールは、CCIE Data Center v1.0 と同様に 1 つのトポロジで

構成されています。「コンフィグレーションとトラブルシューティング」モジュールの所用時間は 7 時間です。モ

ジュールの開始時に、受験者はモジュールの全容を知ることができます。その時点で、取り組みやすさやシナリ

オ全体の流れ、そして各設問の関係性に基づいて、各項目に取り組む順序を決めることができます。 
 
ラボ試験の「診断」モジュールと「コンフィグレーションとトラブルシューティング」モジュールは、決められた順序で

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「コンフィグレーションとトラブルシューティング」

モジュールが続きます。 
 

 



CCIE Data Center 
筆記試験およびラボ試験の変更について 

Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Cisco © and/or its affiliates. All rights reserved. 4 

 

 

 

ラボ試験全体の所要時間は 8 時間です。モジュール間を行き来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（電子メールの例、

デバッグ出力、（問題の根本原因を特定しようとしている顧客の支援に当たる）データセンターのサポート エンジニ

アに提供されるネットワーク図の情報例、（問題のトラブルシューティングに取り組む）同僚から提供された情報の

例、など）が提供されます。 
 
「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の項目

や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 スタイルの項目なども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

ばれる）には、提示された問題の根本原因を理解し、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、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

式であるため、採点は確実かつ公平に行われると共に、一貫性も確保されています。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、特定の制約の下では解決できない受験者をふるい分けるのに

役立ちます。これは、「コンフィグレーションとトラブルシューティング」モジュールの場合も同様です。 
 
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。 

 
• 各モジュールの最低点数を満たしていること。 
• 両方のモジュールを合わせた合計点が、合計最低点数を上回っていること。 

 
各モジュールの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。 
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プログラムの詳細については、CCIE Data Center 認定 を参照してください。 

 
 

 

http://www.cisco.com/web/JP/learning/certifications/expert/ccie_dc.html
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