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コース  データシート  

VMware vSphere: 
Troubleshooting
（VMware vSphere： 
トラブルシューティング） 

コースについて 
この 5 日間の実習コースでは、VMware vSphere® 7.x 環境のトラブルシューティングに必要とされる高度な知識、
スキル、能力を習得します。コマンドライン インターフェイス、VMware vSphere® Client™、ログ ファイル、 
およびそのほかのツールを使用した問題の分析と解決に必要なスキルと知識を習得できます。  

コースの目標 
このコースを修了すると、次のことができるようになります。 

• トラブルシューティングの原則と手順を理解する 
• コマンドライン インターフェイス、ログ ファイル、および vSphere Client を使用し、vSphere 環境の問題
を診断して解決する 

• VMware Skyline のメリットや機能を理解する。 
• 主な vSphere ログ ファイルの用途について理解する 
• レポートされた症状に基づきネットワークの問題を特定し、レポートされた問題を検証およびトラブルシュー
ティングして、根本原因の特定と適切な解決策の実施を行う 

• 論理的なトラブルシューティングの手法を使ってストレージ障害のシナリオを分析し、根本原因を特定して、
問題解決につながる適切な解決策を適用する 

• vSphere クラスタの障害に対処し、考えられる原因を分析する 
• VMware vSphere® High Availability に関する一般的な問題を診断し、解決する 
• VMware ESXi™ ホストと VMware vCenter Server® の問題を特定および検証し、障害のシナリオを分析して、
正しい解決策を選択する 

• 移行の問題、スナップショットの問題、接続の問題など、仮想マシンに関する問題のトラブルシューティング
を行う 

• vSphere コンポーネントのパフォーマンスの問題のトラブルシューティングを行う 

対象者 
• システム管理者 
• システム インテグレーター 

前提条件 
このコースを受講するには、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。 

• VMware vSphere: Fast Track [V6.x] or [V7]（VMware vSphere：短期集中コース [V6.x] または [V7]） 
• VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.x] or [V7]（VMware vSphere：インストール、構成、管理 

[V6.x] または [V7]） 
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• VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.x] or [V7]（VMware vSphere：リソース管理とパフォーマンス 
[V6.x] または [V7]） 

• ESXi および vCenter Server に関する同等の知識と管理経験があること 
 
コマンドライン インターフェイスを使用した実務経験があることが望ましい 

認定資格 
このコースに参加すると、次の認定資格を取得できるトレーニング要件を満たすことができます。 

• VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV) 

また、次の認定資格の取得を目指している場合にもこのコースの受講を推奨します。 

• VMware Certified Advanced Professional – Data Center Virtualization (VCAP-DCV) Deploy 
 

受講方法 
• 教室開催 
• ライブ オンライン 
• オンサイト トレーニング 

 
 

使用製品 
• VMware ESXi 7 
• VMware vCenter Server 7 
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VMware vSphere: Troubleshooting（VMware vSphere：トラブルシューティング） 

コースのモジュール 
1 コースについて 

• 概要およびコースの流れ 
• コースの目標 

2 トラブルシューティングの概要 
• トラブルシューティング範囲の明確化 
• 体系的なアプローチを使用して、構成と運用に関する
問題を解決する 

• トラブルシューティングの手法を適用して、障害を論理的
に診断し、効率的にトラブルシューティングする 

3 トラブルシューティングのツール 
• コマンドライン ツール（ESXCLI など）を使用した 

vSphere の問題の特定とトラブルシューティング 
• 重要な vSphere ログ ファイルの特定と、ログ ファイル
の内容の解釈 

• VMware Skyline のメリットや機能を理解する 
• VMware Skyline の仕組みを理解する 
• Skyline Advisor の使用方法を理解する 

4 ネットワーク 
• 標準スイッチと分散スイッチに関する問題の分析と解決 
• 仮想マシンの接続に関する問題の分析と修正 
• 管理ネットワークの接続に関する一般的な問題と設定
のリストア 

5 ストレージ 
• ストレージ（iSCSI、NFS、VMware vSphere® VMFS）
の接続と構成に関する問題のトラブルシューティング
と解決 

• 仮想マシンのスナップショットに関する一般的な問題
の分析と解決 

• 永続的なデバイスの損失（PDL）および全パス ダウン
（APD）のイベントの一般的な原因など、マルチパス
に関連する問題の特定と解決 

6 vSphere クラスタ 
• vSphere HA 関連の問題の特定とリカバリ 
• VMware vSphere® vMotion® 構成と運用上の問題の
分析と解決 

• 一般的な VMware vSphere® Distributed Resource 
Scheduler™ の問題の分析と解決 

7 仮想マシン 
• 仮想マシンのスナップショットの問題を特定、分析、
および解決する 

• 仮想マシンのパワーオンの問題のトラブルシュー
ティングを行う 

• 仮想マシンの接続状態の問題について、考えられる原因
を特定し、トラブルシューティングを行う 

• VMware Tools™ のインストールの失敗を診断して解決
する 

8 vCenter Server と ESXi 
• vCenter Server のサービスに関する問題の分析と修正  
• vCenter Server データベースの問題の診断およびトラ
ブルシューティング 

• ESXi ホストおよび vCenter Server の障害と問題の解決 

 

 

お問い合わせ 
このコースに関するご質問や登録方法については、
japan-education@vmware.com までお問い合わせ 
ください。 

https://www.vmware.com/jp.html
https://www.vmware.com/jp/download/patents.html
mailto:japan-education@vmware.com
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