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インストール後のタスク
ステップ 1 Web ブラウザで、Http://<インストーラ VM IP アドレス>/mssh に移動し、ユーザ名 root とパスワー
ドを使用してログインし、~#post_install を実行します。
ステップ 2 Enter キーを押して、Web ベースの SSH ウィンドウでインストール後のタスクを開始します。
ステップ 3 画面に表示される指示に従って、インストールを完了します。
post_install スクリプトによって以下の操作が実行されます。
• vCenter ホストにライセンスを与えます。
• ベスト プラクティスごとのクラスタの HA/DRS の有効化。
• vCenter 内での SSH/Shell 警告を抑止します。
• ベスト プラクティスに沿って VMotion を構成します。
• 追加ゲストの VLAN/ポートグループの追加。
• テストの自動サポート（ASUP）電子メールの送信。
• HyperFlex Edge 構成チェックを実行します。
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VMotion の構成
vMotion の自動構成
Post_install

スクリプトにより、ネットワーク トポロジに基づいて自動的に VMotion が構成

されます。
シングル スイッチに関する考慮事項
• 自動構成では、トランク ポートのみがサポートされ、専用 VMotion VLAN を使用した構
成のみが可能です。
• アクセス ポートを使用する場合や、共有 VMotion VLAN を使用して構成する場合は、既
存の管理 VMkernel ポート（vmk0）上に VMotion を手動で構成する必要があります。
。
• VMotion は 1GbE 管理および VM ネットワーク アップリンクで共有されます。
• VMotion によってリンクが完全に飽和状態にならないよう、デフォルトの 500Mbps トラ
フィック シェーパーを使用して新しい VMKernel ポート（vmk2）が作成されます。この
デフォルト値を、post_install の実行後に変更することができます。手動によるトラフィッ
ク シェーピングの構成 （3 ページ）を参照してください。
デュアル スイッチに関する考慮事項
• VMotion は、専用 1 GbE アップリンク上に構成されます。
• 新しい VMKernel ポート（vmk2）が作成されます。フェールオーバーの順序は、通常の
ネットワーク条件下でストレージ データと VMotion が分離されるように自動構成されま
す。
• この構成では、トラフィック シェーパーは必要ありません。

手動による vMotion の構成
VMotion を環境のニーズに応じてさまざまな方法で構成できます。このタスクで説明するのは
構成の一例です。この手順を基に、必要に応じてバリエーションを適用できます。
この設定では、ポート 1 でトランキングされる固有の VLAN を VMotion に使用します。

ステップ 1 vSphere Web クライアント を起動して、管理者として vCenter Server にログインします。
ステップ 2 [vCenter Inventory リスト（vCenter Inventory Lists）] で HyperFlex ホストをクリックし、[管理（Manage）] >
[ネットワーキング（Networking）] > [仮想スイッチ（Virtual Switches）] の順に移動します。
ステップ 3 [ホスト ネットワークの追加（Add Host Networking）] をクリックします。
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ステップ 4 [ネットワークの追加ウィザード：接続タイプ（Add Network Wizard: Connection Type）] ページで、[VMkernel]
をクリックしてから、[次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 5 [vswitch-hx-inband-mgmt を使用（Use vswitch-hx-inband-mgmt）] をクリックしてから、[次へ（Next）] をク
リックします。
ステップ 6 [ネットワーク ラベル（Network Label）] に識別しやすいラベル（vMotion など）を入力し、[VLAN ID] に
正しい値を入力してから、[vMotion にこのポート グループを使用（Use this portgroup for vMotion）] をオン
にし、[次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 7 [次の IP 設定を使用（Use the following IP settings）] をクリックし、スタティック IPv4 アドレスと [サブネッ
ト マスク（Subnet Mask）] の値を入力してから、[次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 8 設定内容を確認し、[Finish（終了）] をクリックします。
ステップ 9 HyperFlex ストレージ クラスタに含まれるすべての HyperFlex ホストとコンピューティング専用ホストにつ
いて、上記の手順を繰り返します。

手動によるトラフィック シェーピングの構成
共有アップリンクでのネットワーク輻輳を防ぐためのベスト プラクティスは、VMotionイン
ターフェイスでトラフィック シェーピングを有効にすることです。トラフィック シェーパー
を構成しないと、VMotionトラフィックが管理ポートを枯渇させて、VM ゲスト トラフィック
が同じ物理 1 GbE ポートを共有する可能性があります。VMware vSphere 標準スイッチでは、
出力トラフィック シェーピングのみを構成できます。

ステップ 1 vSphere Web クライアント を起動して、管理者として vCenter Server にログインします。
ステップ 2 [vCenter Inventory リスト（vCenter Inventory Lists）] で HyperFlex ホストをクリックし、[管理（Manage）] >
[ネットワーキング（Networking）] > [仮想スイッチ（Virtual Switches）] の順に移動します。
ステップ 3 VMotion ポート グループが含まれている vSwitch を選択します。
ステップ 4 VMotion ポート グループ名をクリックし、[設定の編集（Edit Settings）]（鉛筆アイコン）をクリックしま
す。
ステップ 5 左側のメニューで、[トラフィック シェーピング（Traffic shaping）] を選択します。
ステップ 6 [オーバーライド（Override）] チェックボックスをオンにしてトラフィック シェーピングを有効にします。
ステップ 7 平均帯域幅とピーク帯域幅を、環境のニーズに適合する値に設定します。たとえば両方に 500,000 キロビッ
ト/秒を使用すると、1GbE アップリンクで使用可能な合計帯域幅の 50% を表すことになります。
ステップ 8 [OK] を選択して設定を保存します。
（注）

平均帯域幅を適切な値に設定するよう注意してください。ピーク帯域幅はトラフィックのバース
トにのみ適用され、VMotion動作では短時間で枯渇します。
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