コース データシート

VMware vSAN:
Troubleshooting
（VMware vSAN：
トラブルシューティング）
コースについて
この 2 ⽇間コースでは、VMware vSAN™ 7 の実装におけるトラブルシューティングに必要なツールとスキルにつ
いて学習します。インストラクターが指導するアクティビティとハンズオン ラボによる実習を通じて、vSAN の
トラブルシューティングの概念を体験できます。

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。
•
•
•
•
•

vSAN のアーキテクチャ コンポーネントとその役割を理解する
コンポーネントの相互の関係について理解する
オブジェクトとコンポーネントの状態の違いについて理解する
Skyline Health を使⽤した障害状況の調査と判別⽅法を理解する
コマンドライン ツールを使⽤した障害状況の判別⽅法を理解する

対象者
vSAN を使⽤した Software-Defined Storage の最初に⾏うトラブルシューティング⼿順を⾝に付けたいストレージ管理者と
仮想インフラストラクチャ管理者

前提条件
受講者は、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: Install, Configure, Manage（VMware vSphere：インストール、構成、管理）」コース
の内容を理解している
• 「VMware vSAN: Deploy and Manage（VMware vSAN：導⼊と管理）」コースを修了している、または vSAN
で同等の経験がある
• CLI を使⽤した実務経験がある
このコースの内容は、受講⽣が以下の作業を⽀援や指導なしで実⾏できることを前提としています。
• VMware vSphere® Client™ を⽇常的に運⽤する
• データセンター、クラスタ、ホスト、仮想マシンなどの VMware vCenter Server® オブジェクトを作成して管理
する
• 標準スイッチを作成および変更する
• 分散スイッチを変更する
• VMware vSphere® VMFS データストアを作成する
• ウィザードまたはテンプレートを使⽤して仮想マシンを作成する
• VMware vSphere® vMotion® および VMware vSphere® Storage vMotion® を使⽤して仮想マシンを移⾏する
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上記すべての作業を 1 ⼈で実⾏できない場合は、先に「VMware vSphere: Install, Configure, Manage（VMware
vSphere：インストール、構成、管理）」および「VMware vSAN: Deploy and Manage（VMware vSAN：導⼊
と管理）」コースを受講してから「VMware vSAN: Troubleshooting（VMware vSAN：トラブルシューティング）」
に登録されることをおすすめします。

受講⽅法

使⽤製品

• 教室開催
• ライブ オンライン
• オンサイト トレーニング

• VMware ESXi™ 7
• VMware vCenter Server 7
• VMware vSAN 7
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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

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。

vSAN のアーキテクチャ
• vSAN のアーキテクチャとコンポーネントについて理解
する
• ポリシーに基づいたオブジェクト ベースの vSAN スト
レージ環境について理解する
• CLOM、DOM、LSOM、CMMDS、RDT vSAN ソフト
ウェア コンポーネントについて理解する
• オブジェクトとコンポーネントの関係について理解する
• 特定のストレージ ポリシーがコンポーネントにどの
ように影響するかについて理解する
• コンポーネントの配置について理解する
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トラブルシューティングの⼿法
• 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、トラブルシューティングの効率性を
最適化する

4

トラブルシューティングのツール
• VMware Skyline Health と関連サービスについて理解
する
• VMware Skyline Health を使⽤した VMware vSAN
の問題の特定と修正⽅法を理解する
• vSAN Health のオンライン情報をもとに問題を解決
する
• vsantop を使⽤して vSAN パフォーマンス メトリック
を表⽰する
• vCenter Server と ESXi コマンドラインからのコマンド
実⾏の⽅法を理解する
• VMware ESXi Shell のアクセス⽅法を理解する
• コマンドを使⽤して、vSphere 環境を表⽰、構成、
および管理する
• esxcli vsan ネームスペース コマンドについて理解する
• Ruby vSphere Console（RVC）コマンドの使⽤タイ
ミングを理解する
• vSAN のトラブルシューティングに役⽴つログ ファイル
を確認する
• ログ ファイルを使⽤して vSAN のトラブルシュー
ティングを⾏う
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