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VMware NSX： Install, Configure, Manage  
（VMware NSX： インストール、構成、管理） 
 
 

提供方法 
• 教室開催 
• オンサイト トレーニング 

所要時間 
• 5 日間 
• 講義 + 演習 

対象者 
システムまたはネットワークの上級 
管理者  

コースの対象者 
☒ 管理者 ☐ エキスパート 
☒ エンジニア ☐ アドバンスト 
☒ アーキテクト ☒ プロフェッショナル 
  ☐ ファンダメンタル 

前提条件 
• エンタープライズ環境におけるスイッチ 

およびルーティングについて理解して 
いること 

• TCP/IP サービスに関する知識 
• ファイアウォールおよびファイアウォール 

ルール セットに関する経験 
• vSphere ICM コースの内容を理解して 

いること 

認定資格 
VMware Certified Professional – 
Network Virtualization （VCP-NV） 

詳細については、VMware の認定資格の

ページを参照してください。 

料金 
料金については、VMware の教育部 
または VMware トレーニング パートナー

にお問い合わせください。 

その他の情報 
トレーニング コースは世界各地で開講 
されています。 

また、企業への VMware 認定インストラ

クターの派遣を希望するお客様は、オン

サイト トレーニングもご利用いただけま

す。教育コース、認定試験などに関する

不明点は、apjeducation@vmware.com
までお問い合わせください。

 

コースについて 
VMware NSX® のインストール、構成、および管理を中心とする包括的な内容について 

学習する速習コースです。このコースでは、Software-Defined Data Center を構成する 

VMware NSX について説明します。VMware NSX の論理スイッチを使用してスイッチ環境

を仮想化する方法を学習します。また、複数の仮想環境でダイナミック ルーティングを行う

ための論理ルーティングについても説明します。さらに、ゲートウェイ サービス、ファイア 

ウォール構成、およびセキュリティ サービスを利用して、VMware NSX 環境のセキュリティ

保護と最適化を行う方法についても学びます。  

実習では、Software-Defined Data Center 環境に実際にアクセスして、このコースで学ん

だスキルや概念を確認します。  

上級コースについては、http://info.vmware.com/content/apac_jp_co_education-certification 

をご確認ください。 

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。 

• Software-Defined Data Center の進化について理解する 

• 管理および制御するために VMware NSX コンポーネントを構成および導入する 

• VMware NSX のレイヤー 2 ネットワークの基本について理解する 

• 論理スイッチ ネットワークを構成、導入、および使用する 

• VMware NSX の分散ルータ アプライアンスを構成および導入し、East-West 接続を 

確立する 

• VMware NSX® Edge™ サービス ゲートウェイ アプライアンスを構成および導入し、

North-South 接続を確立する 

• VMware NSX の L2 ブリッジを構成する 

• NSX Edge サービス ゲートウェイの主な機能すべてを構成および使用する 

• NSX Edge ファイアウォール ルールを構成し、ネットワーク トラフィックを制限する 

• VMware NSX 分散ファイアウォール ルールを構成し、ネットワーク トラフィックを制限する 

• Service Composer のポリシーを構成する 

• ID 認証ファイアウォールを構成する 

• VMware NSX のデータ セキュリティについて理解する  

• Cross-vCenter VMware NSX 機能を使用する 

http://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=46280&ui=www_edu
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=51111&ui=www_cert
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=51111&ui=www_cert
http://info.vmware.com/content/apac_jp_co_education-certification
mailto:apjeducation@vmware.com
mailto:apjeducation@vmware.com
http://info.vmware.com/content/apac_jp_co_education-certification
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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 

 

6 NSX L2 ブリッジ 
• L2 ブリッジとユース ケース 
• L2 ソフトウェア ブリッジ 
• L2 ハードウェア ブリッジ 

2 Software-Defined Data Center 
• Software-Defined Data Center の進化 
• VMware vSphere® の概要 
• VMware NSX の概要 

7 NSX Edge ゲートウェイ サービス 
• ネットワーク アドレスの変換 
• ロード バランシング 
• 高可用性 
• 仮想プライベート ネットワーク 
• L2 VPN の構成 
• IPsec VPN の構成 
• SSL VPN-Plus の構成 

3 管理プレーンおよび制御プレーンのコンポーネント 
• 管理プレーン、制御プレーン、およびデータ プレーン 
• VMware NSX® Manager™ 
• VMware NSX® Controller™ クラスタ 

8 NSX のファイアウォールおよびセキュリティ サービス 
• NSX Edge ファイアウォール 
• VMware NSX 分散ファイアウォール 
• VMware NSX のデータ セキュリティ 
• Service Composer 
• ID 認証ファイアウォール 

4 
 
 

論理スイッチ ネットワーク 
• イーサネットの基礎知識 
• VMware vSphere® Distributed Switch™  
• スイッチ リンク アグリゲーション 
• VLAN の概要 
• VXLAN の論理スイッチ ネットワーク 
• VMware NSX Controller のレプリケーション 

9 Cross-vCenter VMware NSX 
• Cross-vCenter VMware NSX 機能の概要 
• Cross-vCenter VMware NSX 機能のメリット 
• Cross-vCenter VMware NSX 機能の構成 
• Cross-vCenter VMware NSX の展開モデル 

5 NSX 論理ルーティング 
• ルーティング プロトコル 
• VMware NSX 論理ルータ 
• NSX Edge サービス ゲートウェイ 
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