
 
 
 
 

CCIE Wireless 対策のヒント 
2009 年にリリースされた CCIE® Wireless 認定は、ワイヤレス エキスパートとして認知されている資

格です。CCIE Wireless の取得にいたる道のりは 険しいものになりますが、取得までの過程で多くの

ことを学ぶことができます。CCIE 認定を取得すると、さまざまな技術の知識や技術力を向上するだけ

でなく、ワイヤレス エキスパートとしての評価を高めることもできます。 

CCIE Wireless を取得するには、筆記試験とラボ試験の両方に合格する必要があります。ラボ試験

には、2015 年後期のバージョン 3 以降、1 時間の診断モジュールが含まれるようになりました。 

今日では、インターネットの利用や、共有コミュニティでの大量の情報共有が急増しているため、多く

の対策資料を入手できるようになりました。しかし、ワイヤレスは他の CCIE 試験より比較的新しいト

ラックであるため、他のトラックに比べて利用できる資料が少ないと感じるかもしれません。設定やト

ラブルシューティングのスキルを使用した、実践的なアプローチを提供している対策資料を、じっくり

選んでください。「実用的」な方法で取り組みましょう。 

強みと弱みの評価 
受験者それぞれに独自の強みと弱みがあるため、CCIE 合格のための普遍的な公式や攻略法は存

在しません。ただし、多くの受験者は、次のポイントを活用できるはずです。 

 ブループリントを使用して、概念的、論理的、実務的な経験について判断します。スキル表を

作成し、各トピックについて自身を評価し、知識レベルを 1 ～ 5 の範囲で判定します（1 が低

く、5 が高い）。 
 ラボ試験のブループリントに示されている各技術とトピックの分野について、自身の実践経

験を評価します。 
 得意な分野については、スピードと成熟度の向上を目指して演習を行います。 
 苦手な分野については、トレーニング、厳選した資料、オンライン リソース、そして多くのハン

ズオンラボを利用して知識レベルを上げましょう。 
 初めて CCIE を受ける場合は、『Your CCIE Lab Success Strategy – The Non-Technical 

Guide Book』が役立つかもしれません。 

上記で作成したスキル表を使用して、独自の学習計画を立て、自身の得意分野と苦手分野を反映さ

せてカスタマイズします。自身に合わせた、適切な学習計画が合格の鍵です。 

最新のブループリントを確認するには、Cisco Learning Network の Web サイトを参照してください。

必須情報については、下記をご確認ください。 

CCIE Wireless 筆記試験ブループリント： 
https://learningnetwork.cisco.com/docs/DOC-29413 

 

https://learningnetwork.cisco.com/docs/DOC-29413


 
 
 
 

CCIE Wireless ラボ試験ブループリント： 
https://learningnetwork.cisco.com/docs/DOC-26472 

 

CCIE Wireless ラボ機器およびソフトウェアのリスト：

https://learningnetwork.cisco.com/docs/DOC-26437 [英語] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

トレーニング 
重要な注意点として、トレーニングは CCIE 認定の取得条件でも、正式な要件でもありませんが、シ

スコはトレーニング コースの参加を推奨しています。まず、CCNP Wireless プログラムから始めるこ

とをお勧めします。 

https://learningnetwork.cisco.com/community/connections/jp/professional/wireless 

CCIE Wireless ラボ試験では大抵、ルーティング & スイッチングは事前に設定されていますが、根本

的な問題を理解し、トラブルシューティングや修正を行ったり、基本的なルーティングとスイッチングを

実装したりするうえで、ルーティング & スイッチングに関する知識が必要です（IPv6 の基本的な知識

を含みます）。必要に応じて、基本的なルーティング & スイッチングのトレーニングにもある程度の時

間を充てることを強くお勧めします。 

 
 
 
  

「私はラボ試験準備のアプローチとして、まず、ラボのブループリントを把握しやすい単位に分けて

いきます。ブループリントを扱いやすい単位に分けたら、特定の技術の概念を習得したと感じるま

で、各技術分野を 1 つずつ集中的に学びます。それが終わったら、技術的な範囲すべてをまとめ

たラボの実習を始めます」 
 
（Matt Swartz、ワイヤレス SME） 

「設備に関しては、ほとんどの企業のワイヤレス ネットワークで現在一般的に見られる設備を含め

るように努めてきました。現場から得られるベスト プラクティスに加えて、共通の設計原理を例証す

るラボ試験を作成することにかなりの重点を置きました。試験はワイヤレス テクノロジーの実装お

よびトラブルシューティングに焦点を当てていますが、CCNP レベルのルーティングとスイッチング

の概念が出題されると予想してください。設計チームでは、現場で発生する多くのワイヤレス問題

が基本的なルーティングやスイッチングの問題が原因であることをふまえ、これは不可欠であると

判断しました。受験者は、特定のプロトコルの複雑なニュアンスを知るよう期待されているわけでは

ありませんが、主要な IGP の中核的な概念を熟知している必要があります。」 
 
（Matt Swartz、ワイヤレス SME） 

https://learningnetwork.cisco.com/docs/DOC-26472
https://learningnetwork.cisco.com/community/connections/jp/professional/wireless


 
 
 
 

CCIE Wireless ブートキャンプ 
シスコは CCIE Wireless のカリキュラムを定めていませんが、多くのサードパーティ ベンダーが、

CCIE ブートキャンプや対策ワークショップを提供しています。試験対策として受験者の裁量で利用で

きます。 

ブートキャンプでは疑似シナリオが提供されることもあり、受験者が現在の実力を把握する助けとな

ります。また、試験に役立つヒントやテクニックを学びます。ブートキャンプから最大の効果を得るに

は、上記で説明したスキル表や自習用の書籍およびリソースを使用して、まず自習資料に集中し、ブ

ループリントのそれぞれの技術をマスターすることをお勧めします。できる限りのレベルに達したと感

じたなら、ブートキャンプへの参加は有益となるでしょう。 

参考書籍 
リソースによって優れている点は異なるものです。CCIE Wireless 認定の準備に、大抵は複数の本

を活用します。ブループリントのさまざまなトピックを習得するには、さまざまな書籍が必要です。1 冊
の書籍だけで、すべてのトピックの詳細をカバーすることはできません。Cisco Press やサードパー

ティの出版社から、複数の書籍が出版されています。こうした書籍は今後さらに増えると予想されま

す。CCIE Wireless 対策の推奨書籍および他の資料は、次のサイトで見つけることができます。 

https://learningnetwork.cisco.com/docs/DOC-26433 [英語] 

新刊書が随時出版されていますので、ご注意ください。特定のトピックに関心がある場合、そのトピッ

クに関する最新の資料を Cisco Press で確認することもできます。 

http://www.ciscopress.com [英語] 

Cisco Web サイト Cisco.com 
多くの受験者は、役立つ資料や技術情報の優れたリソースの 1 つであり、無料で利用できる、Cisco 
ｗeb サイトを見過ごしています。豊富な設定例および技術的なヒントが、各シスコ製品・技術のサ

ポート ページから利用できます。こうした記事やホワイトペーパーには、現在のトレンドや需要が反

映されており、図や構成例、役立つコマンド出力の表示やデバッグも掲載されています。また、ワイヤ

レス ベスト プラクティスと設計ガイドも学習してください。 

 

 

「CCIE Wireless 試験は、一般的に使用されるワイヤレス設計の原則や シスコのベスト プラクティ

スに焦点を当てています。そのため、CCIE Wireless 認定を取得したエンジニアは、現場で直面す

る実装やトラブルシューティングの課題に対応できるようになります」 
 
（Erik Vangrunderbeek） 



 
 
 
 

Cisco Learning Network（CLN） 
人気の高いソーシャル ラーニング ネットワーク ツールの 1 つであるシスコ ラーニング ネットワークを使

用して、知識を深めて向上させ、情報共有と学習の主要なリソースとして利用できます。多くの技術コン

テンツを参照し、コミュニティとつながり、洞察や意見、知識を共有しましょう。 

https://learningnetwork.cisco.com/community/connections/jp 

コミュニティ フォーラム 
技術フォーラムは受験対策に欠かせない役割を果たします。通常、CCIE 認定保有者やワイヤレス 
エンジニアに問い合わせて、質問の回答を得ることや、技術的な問題の解決を助けてもらうことがで

きます。グループ フォーラムは、迅速なテクニカル サポートを提供することで、技術的な問題の解決

を支援し、受験準備期間においてエスカレーションの役割を担います。 

 Cisco Networking Professional Connection（NetPro）– 受験者は、NetPro でテクニカ

ル  サポートの質問を投稿したり、提案を求めたり、経験を共有したりできます。 
http://www.cisco.com/go/netpro [英語] 

 シスコ技術者認定オンラインサポート - 試験情報、書籍、トレーニング、要件、リソース、

ツール、ユーティリティなど、認定に関連したトピックの Q&A： 
http://www.cisco.com/go/certsupport 

他にも多くのサードパーティ フォーラムやブログを活用できます。その大半は、CCIE Wireless 試験

の準備中に個人が書いたものです。そうした意味では、他の受験者の経験や試験へのアプローチを

参考にできるため、建設的で励みとなるかもしれません。自身でも書いてみると役立つ場合もありま

す。以下のリストは、順不同であり、すべてを網羅しているわけではありません。 

 http://mrncciew.com [英語] 
 http://wirelessccie.blogspot.com [英語] 
 https://rscciew.wordpress.com [英語] 
 http://www.my80211.com/ccie-wireless-syllabus-v3/ [英語] 
 http://cciew.blogspot.com [英語] 

シスコ技術マニュアル（ライフライン） 
CCIE ラボ試験中に行き詰まり、助けが必要な場合に、唯一利用可能な参照リソースがあります。そ

れは、シスコ技術マニュアルです。シスコ マニュアルの web サイトを、スムーズに自信を持って活用

できる必要があります。これは試験中に使用が許可されている唯一のリソースで、調べたい内容をす

ぐに検索できるようにしておくことが必要です。受験者は、習慣的な演習の一部として必ずこれを行っ

てください。慣れておくことで、試験中に時間を節約できます。 

http://www.cisco.com/web/psa/products/index.html [英語] 

https://learningnetwork.cisco.com/community/connections/jp
http://www.cisco.com/go/netpro


 
 
 
 

学習用設備（ホーム ラボとレンタル ラックの比較） 
CCIE 受験者にとって最も重要な事は、学習用設備を用意することです。個人用のホーム ラボを用

意するのが理想的ですが、CCIE Wireless ラックを構築するためのすべての機器を集めると費用が

かさむ場合があります。そのような場合、少数のデバイス、つまり少数のコントローラ、アクセス ポイ

ント、スイッチ、さらに、できれば仮想マシンを実行する何らかのサーバや PC から揃えることができ

ます。目標とすべきなのは、技術やアーキテクチャを十分に理解して、それぞれがどのように統合す

るかを知ることです。高価で入手が難しいハードウェア デバイスについては、デバイスに関する知識

を深めるためオンラインでレンタル機器を探しましょう。 

独自の VM マシンを構築することを計画しているなら、少なくとも開始点として、以下のリンクが役立

つかもしれません。当然ながら、同様の結果を達成する他の方法は多くあります。 

http://www.ryanbirk.com/the-perfect-vmware-vsphere-5-homelab/ [英語] 

実習ラボ 
学習中は、個々の技術から始めて、ブループリントの各トピックを個別に習得することをお勧めしま

す。個々の技術を学習すると、スタンドアロン テクノロジーとして利用するだけなら簡単に熟達できる

と感じるかもしれません。しかし、複数の技術を統合して利用することは、初めはやっかいで難しく感

じることでしょう。目指すのは、統合した技術について不安がなくなるまで、各トピックを詳細に習得す

ることです。 

各トピックに自信がついた後、ブループリントのすべてのトピックを含む多層的、多面的な統合技術

の実習ラボや複雑なシナリオに集中します。複数の技術を統合することが求められる複雑なシナリ

オの実習ラボを探してください。より複雑なラボ実習で練習することで、試験への戦略を改善し、さら

に学習が必要な分野を特定できます。これにより、集中する分野を再考して学習計画を見直し、適宜

調整できます。 

受験者は、技術スキルに加えて、時間管理と受験中の戦略にも注意する必要があります。これは成

功に欠かせない役割を果たします。実習ラボは、技術スキルを分析できるだけでなく、時間管理およ

び受験中のアプローチのスキルを向上させるのにも役立ちます。 

トラブルシューティング 
多くの方がお気づきかもしれませんが、CCIE ラボ試験ではトラブルシューティングのスキルも評価さ

れます。Wireless ラボ試験では、2 種類のトラブルシューティングに関する設問があります。 

1. 明確に記された専門的なトラブルシューティングの問題：これらは明確に表示され、受験者

にトラブルシューティングのシナリオであることが知らされます。このシナリオでは、正しくない

構成があらかじめ設定されています。受験者は、意図的に挿入された障害を特定し、その項

目が正常に機能するようにします。 

2. 統合され、組み込まれたトラブルシューティングの問題：これらはトラブルシューティングとは

記されておらず、トポロジに統合されています。トラブルシューティングはシナリオの一部に

組み込まれているため、受験者はタスクを達成して機能が確立されるよう、さまざまな可能

性を含めてよく考える必要があります。 



 
 
 
 

私は大抵、学習時にデバッグの読み方を習得するよう受験者にお勧めしています。タスクを設定し、

デバッグをオンにします。正常なデバッグを取得し、メモ帳にコピーします。次に、何らかの誤った設

定を加えてタスクにエラーが生じるようにさせ、障害のあるデバッグを再度取得し、正常なデバッグと

比較します。これは、プロトコルを詳しく学習し、その仕組みを理解する最良の方法の 1 つです。 

Show および Debug コマンドの出力を使用して、広範囲にトラブルシューティングを実行する方法を

学びましょう。項目の設定時に、タイプ ミスがないことを確認します。これは、非常によく見られる間違

いです。配点を考慮に入れてください。2 ～ 3 点の問題にあまり多くの時間をかけないようにします。

次に移る前に、各問題の機能を確認します。機能しないなら、得点はゼロだということを忘れないでく

ださい。 

ラボ試験のヒントとテクニック 
最後に、「ラボ試験のヒントとテクニック」をリストにまとめます。これは、試験官としての日々の経験

や、一部の受験者が上手に行っていることを観察してきたことにより蓄積できた内容です。一部の項

目は、ささいな点ですが、受験者が忘れがちなものです。 

 まず、試験全体を読みます。 
 トポロジを描き直します（提供された図すべての情報を統合します）。 
 分割攻略方式で、試験の計画を立てます。 
 セクションや質問の総数によって時間を管理します。 
 推測はしないでください。 
 試験官に説明を求めます。 
 10 分間ルール：10 分間トラブルシューティングを行っても、技術的な問題やハードウェア機

器の問題が解決しない場合は報告します（ただし、自分の設定が確実に正しいことを確信で

きる場合に限ります）。 
 試験終了前に再アクセス、再検討、再確認の必要な項目すべてのリストを作っておきます。 
 1 つの単位として設問に取り組みます。 
 個別の設問も、相互に依存した設問もあります。注意深く読みます。 
 作業内容をテストしてください。正常に機能することが重要です。設定のみに頼らないでくだ

さい。 
 頻繁に設定を保存します。 
 終了間際での変更を最小限にします。 
 作業すべてを最初から再確認するため、試験終了前に少なくとも 45 ～ 60 分を残すように

します。 
 ストレスを減らします。試験会場へ早めに到着しましょう。 
 時間に余裕を残します。試験は時間が足りなくなるものです。 

診断モジュール 
新しい「診断」モジュールは 60 分間で、いずれのデバイスにも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。これらのスキルには、電子メール 
スレッド、ネットワーク トポロジ図、コンソール出力、ログ、さらにはトラフィック キャプチャなどの、複数

のデータ源を分析し、関連付け、識別することが含まれます。 



 
 
 
 

最後に 
ここで取り上げたヒントや情報が、CCIE Wireless 認定を取得するうえで役立つことを願います。

CCIE 試験に合格すると、かなりの達成感が得られ、自身のキャリアを次のレベルに押し上げること

ができます。CCIE 成功の秘訣は、大抵の挑戦について言えることですが、意欲を持ち、専念し、一

貫して取り組むことです。最初のラボ受験で失敗したとしても、珍しいことではありません。そうした結

果になった場合に備えて心の準備をすることが重要です。数か月さらには何年もの準備を無駄にし

ないために、勢いを持続させることが不可欠です。長期的に見れば、ワイヤレス ネットワーキング分

野のエキスパートであることは、単なるゴールでなく、継続的な過程です。高みを目指す皆さんの成

功を祈ります。 

CCIE Wireless プログラムの詳細については、CCIE Wireless web サイトを参照してください。 
http://www.cisco.com/web/JP/learning/certifications/expert/ccie_wireless.html 

 

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