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ストレージ コントローラ VM の管理
ストレージ コントローラ VM は、Cisco HX Distributed Data プラットフォームに重要な機能を提供
します。ストレージ コントローラ VM は、ストレージ クラスタ内のすべてのコンバージド ノー
ドにインストールされます。ストレージ コントローラ VM は、ストレージ クラスタ上で stcli コ
マンドを実行するためのコマンドライン インターフェイスを備えています。

ストレージ コントローラ VM へのログイン
HX Data Platform の stcli コマンドは、ストレージ コントローラ VM から実行されます。ストレー
ジ クラスタ内のすべてのコンバージド ノードにストレージ コントローラ VM があります。コン
トローラ VM へのログイン方法は数種類あります。
• HX Data Platform CLI Web インターフェイスを使用する。
• vCenter インターフェイスを使用する。
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• ssh コマンドを使用する。

ステップ 1

ストレージ コントローラ VM を特定します。
a) vSphere Web クライアントにログインし、HX Data Platform ストレージ クラスタ ホストのコントローラ
VM を検索します。
vSphere Web クライアント ナビゲータから、[VMs and Templates] > [vCenter server] > [datacenter] > [ESX
Agents] > [Virtual Machines] > [controller_vm] の順に選択します。
b) ストレージ コントローラ VM DNS 名を見つけます。
[VM] > [Summary] > [DNS Name] を選択します。
c) ノードのストレージ コントローラ VM の IP アドレスを検索します。
[controller_vm] > [Summary] > [IP Addresses] の順に選択します。
VM の IP アドレスが複数ある場合は、リストの最初の IP アドレスを使用します。

ステップ 2

HX Data Platform CLI Web インターフェイスを使用します。
a) ブラウザから DNS 名を入力し、パスに /cli を追加します。
次に例を示します。
cs002-hxctlvm.company.com/cli

b) ログイン クレデンシャルを入力します。
デフォルトのクレデンシャルは、ユーザ名が root、パスワードが Cisco123 です。
ステップ 3

vCenter インターフェイスを使用します。
a) vSphere Web クライアント ナビゲータから、[VMs and Templates] > [vCenter server] > [datacenter] > [ESX
Agents] > [Virtual Machines] > [controller_vm] の順に選択します。
b) コントローラ VM が選択されている状態で、[Summary] タブで [Launch Remote Console] をクリックし
ます。
vCenter にログインしているため、追加のログイン クレデンシャルは必要ありません。

ステップ 4

ssh

コマンドを使用します。

a) ストレージ コントローラ VM のコマンド シェルと SSH を開きます。
# ssh root@controller_vm_ip

b) プロンプトでパスワード（Cisco123）を入力します。または、コマンドにパスワードを含めます。
# ssh root:password@controller_vm_ip
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ストレージ コントローラ パスワードの変更
インストール後に HyperFlex ストレージ コントローラのパスワードをリセットするには、次の手
順を実行します。

ステップ 1

ストレージ コントローラ VM にログインします。

ステップ 2

HyperFlex ストレージ コントローラのパスワードを変更します。
# stcli security password set

このコマンドによって、変更がストレージ クラスタ内のすべてのコントローラ VM に適用されます。
ステップ 3

新しいパスワードを入力します。

ステップ 4

Enter を押します。

HX Data Platform ログイン クレデンシャルに関するガイド
ライン
stcli

コマンドは、ログイン クレデンシャルを要求します。

ストレージ コントローラ VM パスワードは、HX Data Platform のインストール中に指定されます。
インストール後は、stcli コマンド ラインを介してパスワードを変更できます。ストレージ コン
トローラ VM ユーザ名は設定できません。
コンポーネント

権限レベル ユーザ名

パスワード

HX Data Platform
OVA

root

root

Cisco123

HX Data Platform root
インストーラ VM

root

Cisco123

HX ストレージ コ root
ントローラ VM

root または admin

HX のインス
トール中に指
定されます。

注意

ストレージ クラ
スタ内のすべての
ノードで一致する
必要があります。
パスワードは、
stcli コマンド ラ
インを介して変更
できます。
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コンポーネント

権限レベル ユーザ名

vCenter

admin

パスワード

administrator@vsphere.local デ SSO 有効。
フォルト。
設定に依存し
SSO 有効。
ます。
設定に依存します。
MYDOMAIN\name または
name@mydomain.com。

ESX サーバ

root

SSO 有効。

SSO 有効。

設定に依存します。

設定に依存し
ます。

ハイパーバイザ

root

root

HX のインス
トール中に指
定されます。

UCS Manager

admin

設定に依存します。

設定に依存し
ます。

FI

admin

設定に依存します。

設定に依存し
ます。

注意
ESX サーバが
バージョン 5.5 の
場合は、vCenter
クレデンシャルが
vSphere 5.5 の要件
を満たしているこ
とを確認してくだ
さい。
ストレージ クラ
スタ内のすべての
ESX サーバで一
致する必要があり
ます。
パスワードは、
HX のインストー
ル後に、vCenter
または esxcli コ
マンド ラインを
介して変更できま
す。

HX Data Platform 特殊文字に関するガイドライン
印刷可能な ASCII 文字と拡張 ASCII 文字のほとんどを名前とパスワードに使用することができま
す。HX Data Platform のユーザ名、パスワード、仮想マシン名、ストレージ コントローラ VM 名、
およびデータストア名に使用できない文字があります。フォルダとリソース プールには文字の例
外はありません。
ただし、名前とパスワードを簡素化するために、特別な目的に使用されることの多い以下の特殊
文字の使用を避けるようにしてください。
アンパサンド（&）、アポストロフィ（'）、アスタリスク（*）、アット マーク（@）、バック
スラッシュ（\）、コロン（:）、カンマ（,）、ドル記号（$）、感嘆符（!）、スラッシュ（/）、
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小なり記号（<）、大なり記号（>）、パーセント（%）、パイプ（|）、シャープ（#）、疑問符
（?）、セミコロン（;）
vSphere 5.5 の例外
一部の文字は、vSphere 内の機能で処理されるときにエスケープされます。つまり、処理機能に
よって、特殊文字の前にエスケープ文字が付加されてから、指定された名前が処理されます。
許可される特殊文字は vSphere バージョン 5.5 または 6.0 以降に固有です。https://kb.vmware.com/
selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2060746 で、VMware KB
の記事『Installing vCenter Single Sign-On 5.5 fails if the password for administrator@vsphere.local contains
certain special character (2060746)』を参照してください。
除外される文字：vSphere 5.5 では次の文字を使用しないでください。
• 非 ASCII 文字。拡張 ASCII 文字。
• アクセント付きの文字。たとえば、アクセント、鋭アクセント、サーカムフレクス、ウムラ
ウト、ティルダ、およびセディーユ（é、à、â、å、ø、ü、ö、œ、ç、æ）があります。
• vSphere 5.5 と SSO：アンパサンド（&）、アポストロフィ（'）、バック スラッシュ（\）、
サーカムフレクス（^）、二重引用符（"）、感嘆符（!）、パーセント（%）、セミコロン
（;）、スペース（ ）
VMware には、vSphere SSO パスワード ポリシー設定オプションとユーザ名のアップグレー
ドに関する検討事項があります。VMware のマニュアルで、「How vCenter Single Sign-On
Affects Upgrades」と「Edit the vCenter Single Sign-On Password Policy」のトピックを参照して
ください。
• ロケーション ベースの例外：名前の先頭に、アットマーク（@）と丸カッコ（( )）を使用し
ないでください。
パスワードの形式と文字
HX コントローラ VM パスワードの許容形式は、UCS Manager パスワードと VMware ESX 用に定
義されたルールと制約事項に従います。
• 文字クラス：小文字、大文字、数字、特殊文字。
パスワードは大文字と小文字が区別されます。
• 文字の長さ：最小 6、最大 80
4 つすべての文字クラスの文字を含む場合は、6 文字以上が必要です。
3 つ以上の文字クラスの文字を含む場合は、7 文字以上が必要です。
1 つまたは 2 つの文字クラスの文字しか含まない場合は、8 文字以上が必要です。
• 開始文字と終了文字：パスワードの先頭の大文字またはパスワードの末尾の数字は文字数の
合計に含まれません。
要件を満たしている例：
h#56Nu（6 文字）。4 クラス。大文字で始まっていません。数字で終わっていません。
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h5xj7Nu（7 文字）。3 クラス。大文字で始まっていません。数字で終わっていません。
XhUwPcNu（8 文字）。2 クラス。大文字で始まっていません。数字で終わっていません。
Xh#5*Nu（6 文字としてカウント）。4 つの文字クラス。大文字で始まっています。数字で終
わっていません。
h#5*Nu9（6 文字としてカウント）。4 つの文字クラス。大文字で始まっていません。数字で
終わっています。
• 連続文字：最大 2。たとえば、hhh###555 は許容されません。
vSphere SSO ポリシーを介して、この値を設定できます。
• 除外される文字：
◦ ユーザ名やユーザ名を逆にしたものは使用できません。
◦ ディクショナリに存在する単語を含めることはできません。
◦ エスケープ文字（\）、ドル記号（$）、疑問符（?）、等号（=）を含めることはできま
せん。
ESX パスワードにこれらの文字を含めることはできません。

ユーザ名の文字
ユーザ名は、HX Data Platform コンポーネント固有にすることができます。
UCS Manager ユーザ名の要件。
• 文字数：6 ～ 32 文字
• Cisco UCS Manager 内で一意にする必要があります。
• 先頭を英字にする必要があります。
• 必須要素：英字（大文字または小文字）。
• 使用可能要素：数字。すべて数字にすることはできません。
• 許可される唯一の特殊文字：アンダースコア（_）、ダッシュ（-）、ドット（.）。
仮想マシン名とデータストア名の文字
仮想マシン名、コントローラ VM 名、またはデータストア名を構成する文字のほとんどが許容さ
れます。エスケープされた文字は、仮想マシン名、コントローラ VM 名、またはデータストア名
として許容されます。
除外される文字：スナップショットを有効にするユーザ仮想マシン名またはデータストア名に次
の文字を使用しないでください。
• アクセント（`）
ユーザ仮想マシン名またはデータストア名に使用可能な特殊文字は次のとおりです。
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• アンパサンド（&）、アポストロフィ（'）、アスタリスク（*）、アットマーク（@）、バッ
ク スラッシュ（\）、サーカムフレクス（^）、コロン（:）、カンマ（,）、ドル記号（$）、
ドット（.）、二重引用符（"）、等号（=）、感嘆符（!）、スラッシュ（/）、ハイフン（-）、
左波カッコ（{）、左丸カッコ（(）、左角カッコ（[）、小なり記号（<）、大なり記号（>）、
パーセント（%）、パイプ（|）、プラス記号（+）、シャープ（#）、疑問符（?）、右波カッ
コ（}）、右丸カッコ（)）、右角カッコ（]）、セミコロン（;）、ティルダ（~）、アンダー
スコア（_）

ストレージ コントローラ VM の電源のオン/オフ
vSphere Web クライアントまたは ESX コマンド ラインを介して VM の電源をオンまたはオフにす
ることができます。これは、多くの場合、ストレージ コントローラ VM の電源をオンまたはオフ
にするストレージ コントローラ操作を介して、ストレージ コントローラ VM にも適用されます。

ステップ 1

vSphere Web クライアントを使用した VM の電源のオンまたはオフ。
a) vSphere Web クライアントにログインします。
b) VM を探します。
ナビゲータから、[vCenter Inventory Lists] > [Virtual Machines] > [vm] を選択します。
ストレージ コントローラ VM の名前には、stCtlVM というプレフィックスが付きます。
c) 右クリック メニューまたは [Actions] メニューから、[Power] > [Power On] または [Power] > [Power Off]
を選択します。

ステップ 2

ESX コマンド ラインを使用した VM の電源のオンまたはオフ。
a) VM の ESX ホストのコマンド ラインにログインします。
b) VM vmid を探します。
これは、ESX ホストに固有です。コマンドを実行します。
# vim-cmd vmsvc/getallvms

サンプル応答
Vmid
Name
File
Guest OS
Version
Annotation
1
stCtlVM-<vm_number>
[SpringpathDS-<vm_number>] stCtlVM-<vm_number>/stCtlVM-<vm_number>.vmx
ubuntu64Guest
vmx-11
3
Cisco HyperFlex Installer [test] Cisco HyperFlex Installer/Cisco HyperFlex Installer.vmx
ubuntu64Guest
vmx-09
Retrieved runtime info
Powered off

ストレージ コントローラ VM の名前には、stCtlVM というプレフィックスが付きます。
c) VM の電源をオンにするには。VM の電源をオンにするように指定するコマンドを実行します。
# vim-cmd vmsvc/power.on 1

d) VM の電源をオフにするには。VM の電源をオフにするように指定するコマンドを実行します。
# vim-cmd vmsvc/power.off 1
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