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コース  データシート  

VMware NSX-T Data Center  
for Intrinsic Security 
（本質的なセキュリティのための 
VMware NSX-T Data Center）  

コースについて 
この 5 日間の実習トレーニング コースでは、本質的なセキュリティのための VMware NSX-TTM Data Center の構成、
運用、およびトラブルシューティングに必要な知識、スキル、ツールについて学習します。このコースでは、分散ファイア
ウォールとゲートウェイ ファイアウォール、侵入検知と侵入防止（IDS/IPS）、VMware NSX® Intelligence™、ネットワーク
検出と応答（NDR）など、NSX-T Data Center のすべてのセキュリティ機能について説明します。  

また、構成に関する一般的な問題とその解決方法についても説明します。  

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。 

• 情報セキュリティ関連の概念を把握する 
• 各種ファイアウォールとそのユースケースについて理解する 
• 侵入検知システムと侵入防止システムの操作について理解する 
• VMware が提供する本質的なセキュリティ ポートフォリオについて理解する 
• VMware NSX® セグメンテーションを使用してゼロトラスト セキュリティを実装する 
• ユーザーとロールの管理を構成する 
• 分散ファイアウォール、ID 認証ファイアウォール、および時間ベースのポリシーを構成およびトラブルシューティング
する 

• ゲートウェイ セキュリティを構成およびトラブルシューティングする 
• VMware vRealize® Log Insight™、VMware vRealize®  Network Insight™、および NSX Intelligence を使用して、

NSX ファイアウォールを運用し、セキュリティに関する推奨事項を実現する 
• グループ化、タグ付け、およびルール構成に関連するセキュリティのベスト プラクティスを理解する 
• North-South および East-West サービス インサーションについて理解する 
• エンドポイント保護について理解する 
• 分散 IDS/IPS を構成およびトラブルシューティングする 
• ネットワークの検出と応答の機能を理解する  

対象者 
• 上級セキュリティ管理者  
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VMware NSX-T Data Center for Intrinsic Security 
（本質的なセキュリティのための VMware NSX-T Data Center） 

 

前提条件 
以下について理解している、または以下の知識を有している必要があります。 

• TCP/IP サービスとプロトコルについて詳細に理解していること 
• 以下を含むネットワーク セキュリティの知識と実務経験：  

• L2-L7 ファイアウォール 
• 侵入検知システムおよび侵入防止システム 

• VMware vSphere® 環境と KVM ベースの環境の知識と実務経験 
 

「VMware Certified Technical Associate - Network Virtualization」認定資格を取得していることが推奨されます。  
 

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 

 
 

使用製品 
• VMware NSX-T Data Center 3.1 

 

 

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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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 セキュリティの基本 
• 情報セキュリティ関連の概念を把握する 

• 各種ファイアウォールとそのユースケースについて理解
する 

• 侵入検知システムと侵入防止システムの操作について
理解する 

3 VMware が提供する本質的なセキュリティ 
• VMware が提供する本質的なセキュリティ戦略を把握
する 

• VMware が提供する本質的なセキュリティ ポートフォリオ
について理解する 

• NSX-T Data Center が本質的なセキュリティ戦略に 
どのように対応しているかについて理解する 

4 ゼロトラスト セキュリティの実装 
• ゼロトラスト セキュリティを把握する 
• ゼロトラスト アーキテクチャの 5 つの柱を理解する 
• NSX セグメンテーションとそのユースケースを把握する 
• NSX セグメンテーションでゼロトラストを適用するの
に必要な手順を理解する 

5 ユーザーとロールの管理  
• NSX-T Data Center と VMware Identity Manager™ 
を統合する 

• NSX-T Data Center と LDAP を統合する 
• NSX-T Data Center のネイティブ ユーザーとロールに
ついて理解する 

• カスタム ユーザー ロールを作成して割り当てる 

6 分散ファイアウォール 
• 分散ファイアウォールのルールとポリシーを構成する 
• 分散ファイアウォールのアーキテクチャについて理解する 
• 分散ファイアウォールに関する一般的な問題をトラブル
シューティングする  

• 時間ベースのポリシーを構成する 
• ID 認証ファイアウォールのルールを構成する 

7 ゲートウェイ セキュリティ 
• ゲートウェイ ファイアウォールのルールとポリシーを構成
する 

• ゲートウェイ ファイアウォールのアーキテクチャについて
理解する 

• ゲートウェイ ファイアウォールの一般的な問題を特定し
てトラブルシューティングする 

• URL の分析を構成し、構成の一般的な問題を特定する 

8 内部ファイアウォールの運用  
• vRealize Log Insight、vRealize Network Insight、 
および NSX Intelligence を使用して NSX ファイア
ウォールを運用する  

• NSX Intelligence の可視化および推奨機能について 
理解する 

• グループ化、タグ付け、およびルール構成に関連する
セキュリティのベスト プラクティスを理解する 

9 ネットワーク内部監視  
• ネットワーク内部監視について理解する 
• North-South および East-West サービス インサー
ションのアーキテクチャとワークフローを理解する 

• North-South および East-West サービス インサー
ションをトラブルシューティングする 

10 エンドポイントの保護 
• エンドポイント保護について理解する 

• エンドポイント保護のアーキテクチャとワークフローを
理解する 

• エンドポイント保護をトラブルシューティングする 

11 脅威に対する高度な防御 
• MITRE ATT&CK フレームワークについて理解する 
• サイバー攻撃のさまざまなフェーズを理解する 
• NSX セキュリティ ソリューションを使用してサイバー攻撃
から保護する方法を理解する 

• 分散 IDS/IPS を構成およびトラブルシューティングする 
• ネットワークの検出と応答の機能を理解する  

 
 

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
mailto:japan-education@vmware.com
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