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コース  データシート  

VMware Workspace ONE:   
UEM Troubleshooting
（VMware Workspace ONE：
UEM のトラブルシューティング） 
 

コースについて 
この 2 日間のコースでは、VMware Workspace ONE® UEM のさまざまなコンポーネントで発生する問題を調査、分析
して特定する方法を学びます。管理者は、製品の問題の効果的なトラブルシューティング方法を理解することで、製品
サービスにおいてどのようなコミュニケーションが行われ、どのようにしてサービスが機能するかを知ることができ、こ
れによってサービスとソフトウェアの健全性管理を最適化することができます。トラブルシューティングは、サービスの
メンテナンスと管理の基盤です。 

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。 
• 基本的なトラブルシューティングの手法を理解する 
• Workspace ONE UEM Console での一般的なトラブルシューティングの手法の概要を理解する 
• エンタープライズ ソリューションを Workspace ONE UEM Console に統合する際の一般的なトラブルシュー
ティングの手法の概要を理解する 

• Workspace ONE UEM で管理されたデバイスの一般的なトラブルシューティングの方法を理解する 
• Workspace ONE UEM Console でのアプリケーション管理の一般的なトラブルシューティングの手法の概要を
理解する 

• Workspace ONE UEM Console での E メール管理の一般的なトラブルシューティングの手法を理解する 
• Workspace ONE UAG プラットフォームおよび個別のエッジ サービスの一般的なトラブルシューティングのアプ
ローチを説明する 

• セルフサービス ポータルや VMware Workspace ONE® Assist™ などの便利なトラブルシューティングのツール
の概要を理解する 

対象者 
Workspace ONE 管理者、アカウント マネージャ、ソリューション アーキテクト、ソリューション エンジニア、セールス エン
ジニア、テクニカル サポート エンジニア、コンサルタント   

前提条件 
このコースを受講するには、次のいずれかのコースを修了している必要があります。 
• VMware Workspace ONE: Skills for UEM [V21.x]（VMware Workspace ONE：UEM で必要なスキル [V21.x]） 

または 

• VMware Workspace ONE: UEM Bootcamp [V21.x]（VMware Workspace ONE：UEM ブートキャンプ [V21.x]） 

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=95707
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=95707
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=95707
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=95719
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=95719
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=95719
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VMware Workspace ONE: UEM Troubleshooting 
（VMware Workspace ONE：UEM のトラブルシューティング） 

 

受講方法 
• 教室開催 
• ライブ オンライン 
• 一社様向けオンサイト トレーニング 
• オンデマンド 

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=38045&ui=www_edu
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=39210&ui=www_edu
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VMware Workspace ONE: UEM Troubleshooting 
（VMware Workspace ONE：UEM の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 UEM のトラブルシューティングの基礎  
• ソフトウェアのトラブルシューティングのロジックと 
サポート方法の概要を説明する 

• 主要コンポーネントのプロセス フローを知ることがどの
ように製品の問題のトラブルシューティングに役立つ
かを説明する 

• 統合コンポーネントのプロセス フローを知ることがどの
ように製品の問題のトラブルシューティングに役立つ
かを説明する 

• Workspace ONE UEM のさまざまなログ ファイルに
ついて理解する 

3 UEM Console のトラブルシューティング 
• UEM Console の問題のトラブルシューティングのベスト 
プラクティスの概要を理解する  

• グループ管理と割り当てに関する一般的な問題を特定
する  

• UEM Console のシステム設定とロールの一般的な問題
の概要を理解する 

• 分析イベントを使用してプラットフォームのエラーを特定
する方法を理解する  

• Workspace ONE UEM Console のログの収集および
分析の手順について説明する  

4 統合のトラブルシューティング 
• Workspace ONE UEM での一般的なエンタープライズ 
システムとの連携の概要を理解する 

• VMware AirWatch® Cloud Connector™ の一般的な
トラブルシューティングの手法の概要を理解する 

• ディレクトリ サービスの統合に関連する問題のトラブル
シューティング  

• ディレクトリ ユーザーおよびグループの同期の問題に
ついて理解する  

• 証明書認証局の統合に関連する問題のトラブルシュー
ティング  

• VMware Workspace ONE® Access™ の統合と 
VMware Workspace ONE® Intelligent Hub のトラ
ブルシューティングの手法を説明する 

5 エンドポイントのトラブルシューティング 
• Workspace ONE UEM のエンドポイント接続のトポロ
ジーを比較する 

• エンドポイントのトラブルシューティングに便利なツール
とリソースの概要を理解する 

• デバイスの加入のトラブルシューティングのベスト プラ
クティスについて理解する 

• デバイスの接続性のトラブルシューティング手法を理解
する 

• プロファイル関連の問題を特定および解決する方法に
ついて理解する 

• 順守ポリシーの一般的な問題と、考えられる根本原因
を特定する 

6 アプリケーションのトラブルシューティング 
• アプリケーションのさまざまなタイプとトラブルシュー
ティングの範囲設定の質問について理解する 

• アプリケーション管理の設定を確認する 
• アプリケーションのトラブルシューティングのための 
一般的なツールとリソースについて説明する 

• パブリック アプリケーションのトラブルシューティング
の一般的なロジックについて説明する 

• 内部アプリケーションの問題と考えられる原因について
理解する  

• 購入したアプリケーションのトラブルシューティングの
手法を説明する 

7 E メールのトラブルシューティング 
• E メールのさまざまなアーキテクチャとワークフローを
確認する 

• E メールのプロファイルに関連する一般的なエラーに
ついて理解する  

• E メールのトラブルシューティングのためのツールと 
リソースについて理解する 

• UAG の VMware AirWatch® Secure Email Gateway™ 
のトラブルシューティングの手法を理解する 

• PowerShell 統合の問題とその解決方法の概要を理解
する  

8 UAG およびエッジ  サービスのトラブルシュー
ティング 
• UAG のアーキテクチャおよびエッジ サービスのワーク
フローを確認する 

• UAG の一般的な設定について理解する  
• UAG 関連のトラブルシューティング ツールおよび 
リソースの活用方法を理解する 

• UAG の Content Gateway の一般的な問題を特定 
および解決する  

• UAG の VMware Tunnel™ のトラブルシューティング
の手法を説明する 

9 その他のトラブルシューティング ツール 
• セルフサービス ポータルが管理者にとってどのように
役立つか、およびエンドユーザーの問題の解決をどの
ように支援するかを理解する 

• Workspace ONE Assist がエンドポイントのトラブル
シューティングにどのように役立つかを理解する 
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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。 

http://www.vmware.com/jp
http://www.vmware.com/download/patents.html
https://www.vmware.com/education-services/training/contact-us.html

	コースについて
	コースの目標
	対象者
	前提条件
	受講方法
	コースのモジュール
	1 コースについて
	2 UEM のトラブルシューティングの基礎
	3 UEM Console のトラブルシューティング
	4 統合のトラブルシューティング
	5 エンドポイントのトラブルシューティング
	6 アプリケーションのトラブルシューティング
	7 E メールのトラブルシューティング
	8 UAG およびエッジ サービスのトラブルシューティング
	8 UAG およびエッジ サービスのトラブルシューティング
	9 その他のトラブルシューティング ツール

	お問い合わせ

