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認定プログラムの概要 
この認定プログラムでは、従来型、仮想型、ソフトウェア デファインドのデータセンター環境内の各種

ストレージ インフラストラクチャ コンポーネントについての総合的な理解を確認します。受験者はソフ

トウェア デファインド インフラストラクチャ管理と第 3 のプラットフォーム テクノロジー（クラウド、ビッグデ

ータ、ソーシャル、モバイル テクノロジー）の採用によって急速に変化しながら、複雑性を増す IT 環

境におけるストレージ関連テクノロジーについて情報に基づいた知識も確認します。また、受講者は

ストレージ テクノロジーについて深く理解し、高度な概念、テクノロジー、プロセスについてを学習する

ために準備できます。 

 

認定プログラムの条件  
この認定には以下の条件を満たす必要があります。 

 

以下のアソシエート レベル試験に2019年4月26日以降に合格してください。 

• DEA-1TT4 アソシエート - 情報ストレージと管理 バージョン 4 試験 
 

注： これらの詳細は 2019 年 4 月 26 日時点での試験内容を反映しています。 

 

その他の認定に関する推奨事項 
 この認定プログラムは以下全ての Dell Technologies Proven Professional 認定プログラのスペシ

ャリストレベル認定が含まれます。 

• クラウドアーキテクト (DCS-CA) 

• システム管理者 (DCS-SA) 

• テクノロジー アーキテクト (DCS-TA) 

• インプリメンテーション エンジニア (DCS-CE) 

• プラットフォーム エンジニア (DCS-PE) 

• セキュリティ (DCS) 

 

 個別の認定の詳細については 認定フレームワーク  を参照してください。 
 

Proven Professional 認定プ r グラムでは技術者認定条件を定期的に更新しています。 

＊最新の情報、そしてアソシエイトレベルに条件を満たす他のオプションについては、Proven 

Professional CertTracker の Web サイトを定期的に確認してください。 
 

https://education.emc.com/guest/certification/default.aspx
https://education.emc.com/guest/certification/default.aspx
https://education.emc.com/guest/certification/default.aspx
https://education.emc.com/guest/certification/default.aspx
https://www.dell.com/community/Education-Services/bd-p/education-services
https://www.dell.com/community/Education-Services/bd-p/education-services
https://www.dell.com/community/Education-Services/bd-p/education-services
https://www.dell.com/community/Education-Services/bd-p/education-services
http://japan.emc.com/training/customer-training-offerings/index.htm
http://japan.emc.com/training/customer-training-offerings/index.htm
個別の認定の詳細については、
個別の認定の詳細については、
https://www.certmetrics.com/emc/login.aspx?ReturnUrl=%2femc%2f
https://www.certmetrics.com/emc/login.aspx?ReturnUrl=%2femc%2f
https://www.certmetrics.com/emc/login.aspx?ReturnUrl=%2femc%2f
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概要 
この試験は情報ストレージ アソシエート (EMCISA)トラック認定試験です。 

 

この試験はデータ センター内の情報ストレージと管理に焦点をあてています。これには第 3 のプラッ

トフォーム テクノロジー、インテリジェント ストレージ システム、ソフトウェア デファインド ストレージ、ス

トレージ ネットワーク テクノロジー、さまざまなビジネス継続性オプションのほか、ストレージ インフラス

トラクチャのセキュリティと管理も含まれます。テクノロジーに関する知識と概念を強化するためにトレ

ーニングで使用されている製品の例を参照する問題もあります。 

 

Dell EMC では、試験に備えて知識を評価するための模擬試験を無料で提供しています。模擬試

験により、実際の認定試験問題の内容や模擬試験の結果は認定試験のこれまでの準備の目安

の 1 つとなり、学習が必要な内容が明らかになります。模擬試験の結果は認定試験のこれまでの

準備の目安の 1 つとなり、学習が必要な内容が明らかになります。模擬試験での合格点は、 認

定試験の合格点を保障するものではありません。 

 
 

試験問題の内容 
この試験の出題範囲となる内容は次のとおりです。 

 

モダン データセンター インフラストラクチャ (15%) 

• データのクラス分け、データセンターの要素、データセンターの主な特性、デジタル変革を

推進する主要なテクノロジーについての説明 

• クラウドの特性、クラウドサービスモデル、クラウド導入モデルについての説明  

• ビッグデータの主な特性、ビッグデータ分析ソリューションのコンポーネント、IoT (モノのイン

ターネット)、機械学習、AI (人工知能) の説明  

• データセンターのビルディング ブロックについての説明  

• コンピューティングシステム、ストレージ、データセンターの接続性、アプリケーション、オプシ

ョンについて説明し、モダンデータセンターを構築 

 

ストレージ ネットワーク テクノロジー (20%) 

• FC SAN の SAN (ストレージエリアネットワーク)、FC アーキテクチャ、FC トポロジー、ゾー

ニング、仮想化について説明する 

• TCP/IP、IP SAN、iSCSI プロトコル、コンポーネント、接続性、アドレス指定、検出ドメ

イン、VLAN の説明  

• FCIP および FCoE のコンポーネントと接続性についての説明  

 

ストレージ システム (26%) 

• インテリジェントストレージシステム、RAID、消失訂正符号、データアクセス方法、スケー

ルアップ、スケールアウトアーキテクチャのコンポーネントについての説明 

• ブロックベースのストレージシステム、ストレージプロビジョニング、ストレージ階層化メカニズ

ムのコンポーネントについての説明 

• NAS のコンポーネントとアーキテクチャ、NAS ファイル共有の方法、ファイルレベルの仮想

化と階層化についての説明 

https://secure.testcraft.com/emc/assess.aspx?aid=MR-1DP-DEA1TT4-2019Q1-JP&apass=ASSCISMV4
https://secure.testcraft.com/emc/assess.aspx?aid=MR-1DP-DEA1TT4-2019Q1-JP&apass=ASSCISMV4
https://secure.testcraft.com/emc/assess.aspx?aid=MR-1DP-DEA1TT4-2019Q1&apass=ASSCISMV4
https://secure.testcraft.com/emc/assess.aspx?aid=MR-1DP-DEA1TT4-2019Q1&apass=ASSCISMV4
http://japan.emc.com/training/customer-training-offerings/index.htm
http://japan.emc.com/training/customer-training-offerings/index.htm


 
• オブジェクトベースのストレージデバイスのコンポーネント、機能、運用、ユニファイドストレ

ージアーキテクチャについての説明 

• ソフトウェアデファインドストレージの属性、アーキテクチャ、コントロールプレーンの機能、ソ

フトウェアデファインドの拡張性、ソフトウェアデファインドネットワーキング機能についての説

明 

 

バックアップ、 アーカイブ、 レプリケーション (24%) 

• 情報の可用性の測定と重要なフォールトトレランス技術についての説明  

• バックアップの細分性、アーキテクチャ、バックアップターゲット、運用、バックアップ方法につ

いての説明  

• データ重複排除とデータアーカイブソリューションのアーキテクチャの説明  

• レプリケーションの使用方法とレプリケーションと移行の手法についての説明 

 

セキュリティと管理 (16%) 

• 情報セキュリティ目標、用語、さまざまなセキュリティドメイン、ストレージインフラストラクチ

ャに対する脅威についての説明  

• ストレージ インフラストラクチャ保護のための主なセキュリティ管理についての説明 

• ストレージ インフラストラクチャ管理およびその機能についての説明 

 

各トピックの後に記載されているパーセンテージは問題全体のおおよその分布を示しています。  

 
 

推奨トレーニング 
試験対策には、以下のカリキュラムを推奨しています。 

 

以下の内の 1 つのコースを完了してください。 

コース名  コース番号 モード ステータス 

ISM（Information Storage and 

Management）v4 

ES131STG00799 オン デマンド 3/26/19 

Information Storage Management 

V4-クラスルーム 

ES111STG00802 クラスルーム 2019 年 5

月 

 
 

注：これらの詳細は 2019 年 4 月 26 日時点での試験内容を反映しています。 

 

Proven Professional 資格認定試験では、技術的な傾向の主流と重要性が反映されるよう定期

的に試験を更新しています。最新の情報については Proven Professional の Web サイトを定期

的に確認してください。 
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