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はじめに 

「AWS 認定 DevOps エンジニア - プロフェッショナル」試験は、DevOps エンジニアの役割を遂行している人を
対象としています。この試験で評価する能力は次のとおりです。 

• AWS 上で継続的デリバリーのシステムと手段を実現し、管理する 
• セキュリティ制御、ガバナンスプロセス、およびコンプライアンスの検証について理解し、 

導入および自動化を行う 
• AWS 上で監視機能、メトリクス、およびログ収集システムを定義および展開する 
• AWS プラットフォーム上に、可用性と拡張性に優れ、自動ヒーリング機能を備えたシステムを実現する 
• 運用プロセスを自動化するツールを設計、管理、および保守する 

 
プロフェッショナルレベルで求められる知識とスキルには、AWS および一般的な IT に関する知識分野のうち、
次のようなものが含まれます。 

AWS の知識 

• AWS サービス:コンピューティング、ネットワーク、ストレージ、CDN、データベース、分析、 
アプリケーションサービス、導入、管理 

• 本番環境の AWS システムに関する 2 年以上の実務経験 
• Auto Scaling の効果的な使用 
• 監視とログ収集 
• AWS のセキュリティ機能とベストプラクティス 
• 自動ヒーリングおよびフォールトトレランスを備えたサービスの設計 
• 高可用性を維持するための手法と戦略 

一般的な IT の知識 

• ネットワークの概念 
• 高度なシステム管理（Linux/Unix または Windows） 
• 高度なスクリプト作成のスキル 
• 多層アーキテクチャ: ロードバランサー、キャッシュ、Web サーバー、アプリケーションサーバー、デ

ータベース、ネットワーク 
• 自動化を実現するためのテンプレートおよびその他の構成項目 
• 分散環境における展開のツールと手法 
• 動的な環境における基本的な監視手法 

 

試験準備 

本試験の準備に役立つトレーニングコースと資料は次のとおりです。 

AWS トレーニング (aws.amazon.com/training) 

• AWS での高度な運用 
aws.amazon.com/training/course-descriptions/advanced-ops 

• AWS での高度なアーキテクチャ 
http://aws.amazon.com/training/course-descriptions/advanced-architecting/ 

AWS ホワイトペーパー (aws.amazon.com/whitepapers) 

• 大規模環境でのセキュリティ:AWS ガバナンス 
https://aws.amazon.com/whitepapers/security-at-scale-governance-in-aws/ 
 

• 大規模環境でのセキュリティ:AWS ログ記録 
https://aws.amazon.com/blogs/security/new-whitepaper-security-at-scale-logging-in-aws/ 

• 暗号化による保存時のデータのセキュリティ保護 
https://aws.amazon.com/whitepapers/encrypting-data-at-rest/ 

• アマゾン ウェブ サービスでの開発とテスト 
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Development_Test_Environments.pdf 

• AWS 運用チェックリスト 
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Operational_Checklists.pdf 

• クラウド向けのアーキテクチャ設計: ベスト プラクティス 
https://media.amazonwebservices.com/AWS_Cloud_Best_Practices.pdf 

• AWS でのフォルトトレラントなアプリケーションの構築 
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Building_Fault_Tolerant_Applications.pdf 

• AWS クラウドでのストレージのオプション 
https://aws.amazon.com/whitepapers/storage-options-aws-cloud/ 
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• AWS を使用したバックアップと復元の手法 
https://aws.amazon.com/whitepapers/backup-and-recovery-using-aws/ 

• AWS セキュリティのベストプラクティス 
https://aws.amazon.com/whitepapers/aws-security-best-practices/ 
 

試験内容 

回答の制限 
4 つ以上の選択肢の中から、文章に最もよく当てはまるもの、または質問の回答となるものを選択します。不正
解の選択肢は、知識やスキルが不十分な受験者が間違えやすいもので構成されていますが、通常は、試験の目的
に応じた出題分野に当てはまる、もっともらしい選択肢になっています。 
 
この試験での設問の形式は、次の通りです。 

• 択一選択問題: 質問の回答として最適なもの、または文章に最もよく当てはまるものを 1 つ選択します。
選択肢が画像の中にあり、選択肢をマウスでクリックして回答する形式のものもあります。 

• 複数選択問題: 質問の回答として最適なもの、または文章に最もよく当てはまるものを 2 つ以上 
選択します。 

• 指示問題: 文章や質問を読み、選択肢の中から、与えられた情報に対して最もよく当てはまるもの、 
またはその回答となるもののみを選択します。 

試験内容の制限 
この試験概要には、比重、試験の目的、内容のサンプルが記載されています。トピックやコンセプトの例は、 
試験の目的を明確にするためのものです。この試験の出題内容全体が記載されているわけではありません。 
 
次の表は、この試験で評価される分野と、それぞれの割合を記載したものです。 

 

分野 試験における比重 
分野 1: 継続的デリバリーとプロセスの自動化 55% 
分野 2: 監視、メトリクス、ログ収集 20% 
分野 3: セキュリティ、ガバナンス、検証 10% 
分野 4: 高可用性と伸縮性 15% 
合計 100% 

 
分野 1: 継続的デリバリーとプロセスの自動化 

1.1 アプリケーションライフサイクル管理に関する知識 
• ローリングデプロイや A/B テストなど、アプリケーションのデプロイメント管理戦略 
• バージョン管理、テスト、ビルドツールおよびブートストラップ 

1.2 インフラストラクチャの構成と自動化に関する知識 
1.3 AWS サービスを使用した継続的デリバリープロセスの導入と管理 
1.4 AWS SDK、CLI、API を使用して運用タスクを自動化するためのスクリプトやツールの開発と管理 

 
分野 2: 監視、メトリクス、ログ収集 

2.1 可用性とパフォーマンスの監視 
2.2 請求およびコストの最適化プロセスの監視と管理 
2.3 インフラストラクチャ、OS、アプリケーションのログファイルの集約と分析 
2.4 メトリクスを使用した、インフラストラクチャおよびアプリケーションの拡張性と健全性の確保 
2.5 監視システムから収集されたデータの分析による、使用状況のパターンの把握 
2.6 アプリケーションおよびインフラストラクチャのログのライフサイクル管理 
2.7 メトリクスおよびログ収集のための AWS SDK、CLI、および API の活用 

 
分野 3: セキュリティ、ガバナンス、検証 

3.1 ID およびアクセス管理とセキュリティ制御の導入と管理 
3.2 転送中および保存時のデータ保護の実現と管理 
3.3 AWS リソースのコスト管理の実現、自動化、および検証 
3.4 ネットワークセキュリティおよび監査の自動化の実現と管理 
3.5 ビジネス要件に応じた適切な AWS アカウントおよび請求のセットアップオプションの適用 
3.6 AWS リソースの監査および検証の実現と管理 
3.7 AWS サービスを使用した IT ガバナンスポリシーの実現 

 
分野 4: 高可用性と伸縮性 

4.1 マルチ AZ アーキテクチャとマルチリージョンアーキテクチャのどちらが適切かの判断 
4.2 自動ヒーリングを備えたアプリケーションアーキテクチャの実現 
4.3 フロントエンドのスケーリングに最適なアーキテクチャの実装 
4.4 ミドルティアのスケーリングに最適なアーキテクチャの実装 
4.5 データストレージのスケーリングに最適なアーキテクチャの実装 
4.6 垂直スケーリングと水平スケーリングの考え方はどのような場合に適用すべきかに関する理解 
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