
ELASTIC STACK COURSE OUTLINE

ELASTIC OBSERVABILITY ENGINEER COURSE INFORMATION

Observability is an attribute of a system you build, much like usability, high availability, and stability.
The goal of designing and building an observable system is to make sure that when it is running,
operators responsible for it can detect undesirable behaviors and have actionable information to pin
down the root cause in an effective manner. This instructor-led course provides a strong foundation
on using Elastic to implement unified observability with a single platform. You will learn how to collect
logs, metrics, uptime and APM data, and then ship them to a single datastore — Elasticsearch. You
will also learn how unified observability data can be made even more actionable through machine
learning and alerting, as well as easier to correlate data across different sources. Using Kibana, you
will also explore how to visualize your observability data through an intuitive user interface. After
completing this course, you will be well on your way to becoming an Elastic Certified Observability
Engineer.

Audience
Software Developers
Software Engineers
Data Architects
System Administrators
DevOps

Duration
24 Hours

LESSONS
All lessons include a hands-on lab.

Getting started
Learn why it is important to collect logs, metrics,
traces, and uptime data as well as how Elastic
Observability makes them actionable through
machine learning and alerting, making it easier to
find and fix issues before they impact your
customers. Also learn how you can use Discover
to start exploring your observability data.

Structuring and processing data
Learn how to structure and process your
unstructured data using Elasticsearch ingest
nodes. You will learn how to use the dissect
processor to structure your data before
indexing it into Elasticsearch. You will also learn
how to use ingest pipelines for converting,
enriching and processing your data in any way
you want.

Continued on next page

Language
English

Prerequisites
• No prior knowledge of the Elastic Stack

required
• Working knowledge of Linux terminal

commands and editors recommended

Requirements
• Stable internet connection
• Mac, Linux, or Windows
• Latest version of Chrome or Firefox

(other browsers not supported)
• Disable any ad blockers and restart

your browser before class

elastic.co | © 2022 Elasticsearch B.V. All rights reserved.

https://www.elastic.co/training/elastic-observability-engineer
https://www.elastic.co/training/certification
https://www.elastic.co/training/certification
https://www.elastic.co


ELASTIC STACK COURSE OUTLINE

ELASTIC OBSERVABILITY ENGINEER
LESSONS
All lessons include a hands-on lab.

Collecting logs and metrics
The Elastic Agent is a single, unified way to add monitoring of
logs, metrics, and other data. Learn how to use the Elastic
Agent along with Fleet and Integrations to collect logs and
metrics from popular services and platforms.

Collecting APM data
Learn how Elastic APM can help monitor your applications
and services in real time as well as which Elastic components
you need to collect traces, errors, performance metrics and
user experience data. Discover how Elastic APM supports
distributed tracing and how it enables you to analyze
performance throughout your microservice architecture all in
one view.

Working with Observability data
Learn how to use the Logs app to monitor all of the log
events flowing in from your servers and the Metrics app to
visualize infrastructure metrics that help diagnose issues in
your architecture. Also learn how to use the APM app to
monitor your software services and applications in real-time
as well as visualize detailed performance information on your
services, identify and analyze errors. And learn how you can
use the User Experience app to quantify and analyze the
perceived performance of your web applications.

Actionable observability data
Learn how extracting new insights from your observability
data is as simple as clicking a button, making machine
learning truly operational. Also learn how to use time series
modeling to detect anomalies in your current data and
forecast trends based on historical data as well as how to
configure alerts on top of machine learning to get notified
when anomalies are found in your observability data.

Visualizing observability data
Learn how to leverage Kibana as an observability
visualization platform. You will learn to visualize your data in
different ways through preconfigured and editable
dashboards. You will also learn how to create your own
dashboards and visualizations to combine different sources
of data that provide you a more unified view of your
observability data.

Managing observability data
Learn why and how data streams are well-suited for logs,
metrics, traces, and other data. Also learn how index
lifecycle management (ILM) is implemented through the
hot-warm-cold-frozen architecture to automate how your
data streams are managed over time.  Finally, learn how to
use snapshots to backup your data streams and how
searchable snapshots let you use snapshots to search
infrequently accessed and read-only data in a very
cost-effective fashion.
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ELASTICオブザーバビリティエンジニア このコースについて

オブザーバビリティとは、“ユーザービリティ”や“高可用性”、“安定性”などと同様、開発したシステムに与えられる
属性の1つです。オブザーバブルなシステムを設計、開発する目的は、本番環境の運用においてオペレーターが
責任をもって好ましくないビヘイビアを検知し、アクション可能な情報を入手して根本原因を効果的にピンポイント

で特定できるようにすることです。このインストラクター主導型コースは、Elasticが提供する単体のプラットフォー
ムで一元的なオブザーバビリティを実装するための確かな土台となります。受講者はログ、メトリック、アップタイ

ム、APMデータの収集方法に加え、収集したデータを単体のデータストア、Elasticsearchにシッピングする方法
を学びます。さらに、機械学習やアラートを活用して一元的なオブザーバビリティデータをアクションに結び付くよ

う変換する方法や、ソースが異なるデータを手軽に関連付ける方法を学習します。また、Kibanaの直感的なユー
ザーインターフェースを使ってオブザーバビリティデータを可視化する方法を習得します。Elastic認定オブザーバ
ビリティエンジニアを目指す方に最適なコースです。

コース対象者

ソフトウェア開発者

ソフトウェアエンジニア

データアーキテクト

システム管理者

DevOps

講座時間数

24時間

授業形式

すべての授業にハンズオンラボを含みます

はじめに

ログ、メトリック、トレース、アップタイムデータの収集が

重要である理由に加え、Elasticオブザーバビリティが
機械学習やアラートと連携してデータをアクションに結

び付ける仕組み、またそのアクションが顧客に影響が

出る前の問題解決に役立つ理由について説明しま

す。受講者はDiscoverを使用してオブザーバビリティ
データを確認する方法を学びます。

データを構造化して処理する

Elasticsearchインジェストノードを使用し、非構造化
データを構造化してから処理する方法を学習します。

また、ディセクトプロセッサー使用して、Elasticsearch
にインデックスする前にデータを構造化する方法を習

得します。さらにインジェストパイプラインを使用して

データを望ましい形に変換、エンリッチ、処理する方

法についても学びます。

次のページへ

言語

英語 、日本語

スキルと知識

Elastic Stackに関する知識は必要ありま
せん

Linuxターミナルコマンドおよびエディター
の操作知識があることが望ましい

環境要件

安定したインターネット接続

Mac / Linux / Windows PC
最新のバージョンのChromeまたは
Firefox（他のブラウザーはサポートされて
いません）

受講前に、ブラウザーのポップアップブ

ロック機能を無効化し、再起動してください
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ELASTICオブザーバビリティエンジニア
授業形式

すべての授業にハンズオンラボを含みます

ログとメトリックの収集

Elastic Agentはログ、メトリック、その他のデータの一元的な監視を
可能にする単体のエージェントです。Elastic AgentをFleetや統合機
能群と組み合わせて、人気のサービスやプラットフォームからログや

メトリックを収集する方法を説明します。

APMデータを収集する
Elastic APMがアプリとサービスのリアルタイム監視に役立つメカニ
ズムと、トレース、エラー、パフォーマンスのメトリック、およびユー

ザーエクスペリエンスデータの収集にそれぞれ使用するElasticコン
ポーネントを説明します。受講者はElastic APMが分散トレーシング
をサポートするメカニズムと、Elastic APMの導入で単一のビューで
マイクロサービスアーキテクチャ全体のパフォーマンス分析が可能

になる仕組みについて理解を深めることができます。

オブザーバビリティデータを扱う

Logsアプリを使ってサーバーから収集したすべてのログイベントを監
視する方法と、Metricsアプリを使ってインフラメトリックを可視化する
方法を学びます。これらの手法はアーキテクチャーの問題の診断に

役立ちます。続いて、APMアプリを使ってソフトウェアサービスとアプ
リをリアルタイムに監視する方法と、サービスの詳細なパフォーマン

ス情報を可視化してエラーを特定、分析する方法を学習します。ま

た、User Experienceアプリを活用してWebアプリケーションで観測
されたパフォーマンスを定量化し、分析する方法を習得します。

オブザーバビリティデータをアクションにつなげる

ボタンをクリックするだけのシンプルな操作でオブザーバビリティ

データから新しいインサイトを抽出し、機械学習の運用性を高める

手法を学習します。さらに、時系列モデリングを使用して、現在の

データや履歴データに基づく予測傾向から異常を検知する方法、

および、機械学習とアラートを組み合わせて設定し、オブザーバビ

リティデータで異常が検知された際に通知を受け取る方法を学び

ます。

オブザーバビリティデータを可視化する

オブザーバビリティデータの可視化プラットフォームとしてKibana
を活用する方法を学びます。事前構築済みの編集可能なダッシュ

ボードを使い、データをさまざまな形式に可視化する方法を習得し

ます。さらに、異なるデータソースを組み合わせたカスタマイズの

ダッシュボードや可視化を作成し、オブザーバビリティデータを一

元的に表示する方法を学習します。

オブザーバビリティデータを管理する

ログ、メトリック、トレース、その他のデータにデータストリームがど

れほど最適か、その理由と共に学習します。さらに、

Hot-Warm-Cold-Frozenアーキテクチャーを活用してインデック
スライフサイクル管理（ILM）を実装し、長期的なスパンでデータス
トリームの管理方法を自動化する方法を学習します。 最後に、ス
ナップショットを使用してデータストリームのバックアップを行う方

法や、検索可能スナップショットを導入してアクセス頻度の低い

データや読み取りのみのデータに安価にアクセスする方法につい

ても学びます。
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