
 

 

 

 

Cisco CCIE Data Center：
IT プロフェッショナルに 
多大な価値を提供 

 

達成への欲求 
Axcess 社において Mark Holm は、高い能力を持つエンジニアとして知られてい
ます。ネットワーク システム エンジニアである Mark がシスコ技術者認定への取
り組みを始めたのは 2003 年です。この年、Mark が取得したのは Cisco Certified 
Network Associate（CCNA）認定でした。Mark は続いて、2006 年に Cisco 
Certified Network Professional（CCNP）認定を取得しました。その後も認定の取
得を続け、Cisco Certified Interwork Expert（CCIE）  Routing and Switching、
Service Provider、Data Center トラックの認定を取得していきました。 
これだけの認定を取得しているにもかかわらず、Mark はさらに 4 つの Cisco 
Design Specialist の認定も受けており、Cisco Certified Design Professional
（CCDP）の認定も保有しています。プロフェッショナルとして成長するために 
Mark が努力していることは明らかですが、その一方で、仕事と私生活のバランス
も取っており、写真撮影やサイクリング、ランニングに取り組んでいます。 

Mark は 1998 年、デンマークのインターネット サービス プロバイダー（ISP）で、
テクニカル サポート担当者として IT のキャリアを開始しました。当時、まだ 17 歳
の高校生でした。Mark は当時を思い起こして次のように語っています。「私は IT を
本格的な仕事にするつもりはありませんでした。私にとって IT は、勉強の合間のア
ルバイトのようなものでしたが、フルタイムの雇用を打診されたとき、『やってみ
てもいいのではないか』と思ったのです」。Mark は最初の会社で 11 年間勤務し、 
その後 Axcess 社に転職しました。自分のように 1 つの会社に比較的長く勤務するの
はこの業界ではめずらしいことだと思いながらも、Mark は次のように述べていま
す。「私は何かをやり続けることや、仕事で成長することを大事にしています。 
自分のキャリア目標をじっくり追求していきたいと思っています」。 

Mark の現在の主な職務は、データセンターの設計、導入、トラブルシューティン
グです。「データセンターは進化を続けています。これは、常に新しいテクノロ
ジーが登場してくるためです」と Mark は言います。「専門知識の幅を広げ、 
知識の垣根を取り払うことが重要です。さまざまな領域をカバーするコンピテン
シーを身に付ける必要もあります」。 

ビジネスの課題やニーズへの対応 

2012 年後半、Mark と彼が勤務する会社は、データセンター ビジネスを開拓する
多くのビジネス チャンスがあることに気づきました。分散化のトレンドは停滞し
ており、企業は一元化がもたらす効率性に興味を示すようになっていました。 
また、運用をクラウドへ移行する可能性についての関心も高まりつつありました。 

Mark によれば、当時のお客様の少なくとも 85 % が 導入から 5 ～ 10 年経過してい
るインフラストラクチャの入れ替えを必要とし、すべてのお客様が 将来も使える技
術を基盤としたプラットフォームの構築を希望していました。 

認定のメリット 

やがて、絶好の機会が訪れました。シスコがちょうど CCIE Data Center 認定を発表
し、Mark はどうしてもこの新しい技術に「取り組みたい」と考えました。当時
のことを次のように語っています。「この新しい認定に刺激を受け、 
ぜひ最初の認定取得者になりたいと思いました。CCIE Data Center は、自分のスキル
の欠けている部分を補い、重要な分野を強化するためのまたとない機会だと直感し
たのです。私の上司はすぐに受験を認めてくれました」。 
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ケース スタディ 

シスコ技術者認定 

ケース スタディの対象 
Mark Holm：CCIE Data Center、CCIE 
Routing and Switching、CCIE Service 
Provider 

Network Systems Engineer、Axcess A/S
（デンマーク） 

業界 
情報技術のコンサルティングおよび 
サポート 

課題 
知識の垣根を取り払い、お客様に対し
てより優れたサービスを提供すると同
時に、キャリアの成長をサポートする 

ソリューション 
Cisco Certified Internetwork Expert 
Data Center 認定 (CCIE Data Center) 

プロフェッショナルとしての利点 
プロフェッショナルとしての進化す
る役割をサポートする技術の習得 

同僚、管理職、およびお客様からの
評価や敬意 

スキルの継続的な発展 



 

 

 

認定受験者へのアドバイス 

CCIE Data Center 認定を取得するには入念な準備が必要です。Mark は 4 ヵ月間で 
700 ～ 800 時間を学習に費やしました。彼は受験者に対して、必要に応じて変更
可能な無理のない計画を立てるようアドバイスしています。シスコ ラーニング ネッ
トワークを利用することや、自分の強みと弱みについて同僚に率直な意見を求める
ことも勧めています。家族やごく親しい人のサポートも必要不可欠です。なぜな
ら、「その人たちはしばらくあなたとあまり会えなくなるかもしれないからで
す」と Mark は言います。最終的に CCIE Data Center 認定を取得すれば、こうし
た時間や取り組みに見合うものが得られる、というのが Mark の意見です。 

Data Center 認定の更新に貢献 

Mark は最近、認定チームの一員として CCIE Data Center 認定の更新にアドバイ
スを提供する活動に取り組んでいます。新たなポリシー駆動型インフラストラク
チャやデータセンターとクラウドの統合といったテクノロジーが進化する中で、
IT プロフェッショナルが進化に対応できるよう、シスコの認定も変化していかな
ければならないのです。Mark はまた、シスコ ラーニング ネットワーク コミュニ
ティへの還元もしています。このコミュニティで Mark は、他の受験者がプロ
フェッショナルとしての目標を達成できるよう支援しています。 

認定チームとの経験は、多岐に渡るやりがいのあるものだったと Mark は語ってい
ます。「認定がスキルベースであることは現在も変わりません。ただし、認定の
コンセプトと技能を身に付けることで、データセンターのエキスパートが、ソフ
トウェア定義型ネットワーキングの導入や、インターネット接続デバイスで発生
する大量のデータの管理において、リーダーシップを発揮することができるよう
になるでしょう」。 

Mark にとって、データセンターの自動化とオーケストレーションの統合を実現
し、俊敏性を向上させるテクノロジーを理解して導入することは重要なことで
す。「これらのスキルにより、多くの日常業務を自動化し、効率的に時間を利用
できるようになります。その結果、新しいコンセプトを開発したり、新たな方法で
ビジネス ニーズに対応したりする時間を持てるようになり、自分もプロフェッ
ショナルとして成長できるのです」。 

長年にわたって競合他社の認定プログラムも見てきた Mark ですが、IT 業界に
入った当初から、シスコはいつでもテクノロジーの教育について「頼れる」企業
でした。「CCIE Data Center の最新バージョンには、IT プロフェッショナルが
知っておくべきテクノロジー トラックが組み込まれています。これは、シスコが
現在の市場に対応するために尽力していることの表れです。この 2 年間、私は 3 つ
の CCIE 認定を取得するために必死に頑張ってきましたが、それには理由があり
ます。これらの認定が、お客様の真のニーズに対応したデータセンターの設計と
導入に役立ち、私自身のスキルを最新に保つことにもつながるからです」。 

関連情報 
Cisco CCIE Data Center 認定の詳細は、次のURLを参照してください。 

https://learningnetwork.cisco.com/community/connections/jp/expert/ccie_da
ta_center 
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ケース スタディ 

「この新しい認定に刺激を
受け、ぜひ最初の取得者に
なりたいと思いました。
CCIE Data Center は 、 
自分のスキルの欠けている
点を補い、重要な分野を強
化するための またとない
機会だと直感したのです」 

- Mark Holm 

https://learningnetwork.cisco.com/community/connections/jp/expert/ccie_data_center
https://learningnetwork.cisco.com/community/connections/jp/expert/ccie_data_center
http://www.cisco.com/web/JP/trademark_statement.html
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