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VMware vSphere： Install, Configure, Manage  
（VMware vSphere： 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 
• システム管理者 
• システム エンジニア 

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 
• Microsoft Windows または Linux オペ

レーティング システムのシステム管理 
経験 

• VCA-DCV 認定用の 「VMware Data 
Center Virtualization Fundamentals 
（VMware データセンター仮想化の基礎

知識）」 コース （無償 E ラーニング） の
内容を理解していること 

認定資格 
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 vSphere： Install, Configure, Manage （VMware vSphere： インストール、構成、 

管理）」 は、最も人気があるコースです。この実習トレーニング コースでは、VMware ESXi™ 6 

と VMware vCenter Server™ 6 で構成される vSphere® 6 のインストール、構成、および 

管理について学習します。このコースを受講すると、あらゆる規模の企業の vSphere インフラ

ストラクチャを管理できるようになり、Software-Defined Data Center で利用されている他の 

VMware テクノロジーの基礎を理解することができます。 

http://info.vmware.com/content/apac_jp_co_education-certification-t に記載されている 

vSphere の上級コースを受講するには、このコースを受講しておく必要があります。 

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。 

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

• ESXi ホストを導入し、仮想マシンを作成する 

• vCenter Server のアーキテクチャについて理解する 

• vCenter Server インスタンスまたは VMware vCenter Server™ Appliance™ を展開する  

• vCenter Server を使用して ESXi ホストを管理する  

• VMware vSphere® Client™ と VMware vSphere® Web Client を使用して、vSphere  

インフラストラクチャを設定および管理する 

• 標準スイッチを使用して、仮想ネットワークを設定する  

• vCenter Server を使用して、vSphere® VMFS、NFS、VMware Virtual SAN、VMware 

vSphere Virtual Volumes など、さまざまな種類のホスト ストレージを管理する   

• 仮想マシン、テンプレート、クローン、およびスナップショットを管理する 

• vApp を作成する 

• コンテンツ ライブラリを作成して使用する 

• VMware vSphere® vMotion® を使用して仮想マシンを移行する 

• VMware vSphere® Storage vMotion® を使用して、仮想マシンのストレージを移行する  

• リソースの使用状況を監視して、リソース プールを管理する 

• VMware vRealize™ Operations Manager™ を使用して、分析やアラートから問題を特定 

して解決する   

• VMware vSphere® High Availability と VMware vSphere® Fault Tolerance を管理する  

• VMware vSphere® Replication™ と VMware vSphere® Data Protection™ を使用して、

仮想マシンをレプリケーションし、データ リカバリを実行する 

• VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ クラスタを使用して、ホストの 

スケーラビリティを強化する 

• 分散スイッチを使用して、ネットワークのスケーラビリティを強化する 

• VMware vSphere® Update Manager™ を使用してパッチを適用し、ESXi ホスト、仮想マシン、

および vCenter Server の各運用について基本的なトラブルシューティングを実行する 

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=50484&ui=www_cert
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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 
• 参考資料 

7 仮想マシンの管理 
• テンプレートおよびクローン作成を使用した新規仮想マシンの展開 
• 仮想マシンの変更と管理 
• vSphere vMotion および vSphere Storage vMotion による移行 
• 仮想マシンのスナップショットの作成および管理 
• vApp の作成 
• コンテンツ ライブラリの種類とその展開および使用方法 

2 Software-Defined Data Center 
• Software-Defined Data Center のコンポーネントの概要 
• クラウド アーキテクチャでの vSphere の活用 
• vSphere Client のインストールおよび使用 
• ESXi の概要 

8 リソースの管理および監視 
• 仮想 CPU と仮想メモリの概念 
• リソース プールの設定および管理 
• CPU およびメモリの使用率を最適化する方法 
• さまざまなツールを使用したリソース使用率の監視 
• アラームの作成と、アラームを使用した特定の状況やイベントの

報告 
• 仮想マシンのリソースに関する問題の特定とトラブルシューティング 
• vRealize Operations Manager を使用したデータセンターの監視

と管理 

3 仮想マシンの作成 
• 仮想マシン、仮想マシン ハードウェア、および仮想マシンの構成

ファイルの概要 
• 仮想マシンとテンプレートの作成および操作 

9 vSphere HA および vSphere FT 
• vSphere HA アーキテクチャ 
• vSphere HA クラスタの設定と管理 
• vSphere HA の詳細パラメータの使用 
• vSphere FT の概要 
• 仮想マシンでの vSphere FT の有効化 
• vSphere Replication の概要 
• vSphere Data Protection を使用したデータのバックアップとリス

トア 

4 vCenter Server 
• vCenter Server アーキテクチャの概要  
• vCenter Server Appliance の展開と設定 
• vSphere Web Client の使用 
• vCenter Server のインベントリ オブジェクトおよびライセンスの 

管理 

10 ホストのスケーラビリティ 
• vSphere DRS クラスタの機能とメリット 
• vSphere DRS クラスタの設定と管理 
• アフィニティ ルールと非アフィニティ ルールの操作 
• vSphere HA と vSphere DRS の使用によるビジネス継続性の

実現 

5 仮想ネットワークの設定および管理 
• 標準スイッチの概要と、標準スイッチの作成および管理 
• 仮想スイッチのセキュリティとロード バランシング ポリシーの設定 
• 分散スイッチ、ネットワーク接続、ポート グループの作成、設定、

管理 

11 vSphere Update Manager およびホストのメンテナンス 
• vSphere Update Manager を使用した ESXi のパッチ管理 
• vSphere Update Manager および vSphere Update Manager 

プラグインのインストール 
• パッチ ベースラインの作成 
• ホスト プロファイルを使用したホスト構成のコンプライアンスの管理  
• ホストのスキャンおよび修正 

6 ストレージの設定および管理 
• ストレージ プロトコルの概要とストレージ デバイスの種類  
• iSCSI ストレージと NFS ストレージを使用した ESXi ホスト 
• VMFS データストアと NFS データストアの作成および管理  
• Virtual SAN™ の概要  
• Virtual Volumes の概要 

12 vSphere コンポーネントのインストール 
• ESXi のインストール  
• vCenter Server の導入オプションの概要 
• vCenter Server のハードウェア、ソフトウェア、およびデータベース

の要件 
• vCenter Server Appliance と vCenter Server インスタンスの 

インストール 
• vCenter Server のインストールのデモ 
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