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You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: docker

It is an unofficial and free Docker ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official Docker.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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1: Dockerをいめる
Dockerは、 ソフトウェアコンテナでのアプリケーションのをするオープンソースのプロジェクト
です。これらのアプリケーションコンテナは、いにしてされるホストであるため、のマシンにて
います。

Dockerは、のLinuxカーネルにするがにすることをします。したがって、Mac OSXおよび
Windowsホストでは、Linuxをするマシンがドッカーがしくするためにです。、このマシンのイン
ストールとのなは、VirtualBoxをでしているDocker Toolboxですが、オペレーティングシステムの
ネイティブをして、このをドッカーにするがあります。 Linuxシステムでは、ドッカーはホスト
でネイティブにします。

バージョン

バージョン

17.05.0 2017-05-04

17.04.0 2017-04-05

17.03.0 2017-03-01

1.13.1 2016-02-08

1.12.0 2016-07-28

1.11.2 2016-04-13

1.10.3 2016-02-04

1.9.1 2015-11-03

1.8.3 2015-08-11

1.7.1 2015-06-16

1.6.2 2015-04-07

1.5.0 2015-02-10

Examples

Mac OS XにDockerをインストールする

DockerをするためになOS X 10.8 "Mountain Lion"
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ドッカーバイナリはMac OS Xでネイティブにできますが、コンテナをしてホストするには、ボッ
クスにLinuxマシンをするがあります。

1.12.0

バージョン1.12、DockerはOSXのネイティブHypervisor.frameworkをして、さなLinuxマシンをバ
ックエンドとしてさせるため、のVMをインストールするはありません。

ドッカーをインストールするには、のにいます。

Docker for Macにく1. 

インストーラをダウンロードしてします。2. 
デフォルトのオプションをしてインストーラをし、されたらアカウントをします。3. 

インストールのについては、 ここをクリックしてください。

1.11.2

バージョン1.11まで、このLinux VMをするのは、Docker、VirtualBox、およびLinuxゲストマシン
をインストールするDocker Toolboxをインストールすることです。

ドッカーツールボックスをインストールするには、のにいます。

Dockerツールボックスに1. 

Macのリンクをクリックし、インストーラをします。2. 

デフォルトのオプションをしてインストーラをし、されたらアカウントをします。3. 

これにより、Dockerバイナリが/usr/local/binインストールされ、のVirtual Boxインストールがさ
れます。インストールのについては、 ここをクリックしてください。

インストールをするには

1.12.0

アプリケーションフォルダからDocker.appをし、 Docker.appがであることをします。に、タ
ーミナルをきます。

1. 

1.11.2

Docker Quickstart Terminalをき、ターミナルをき、Dockerコマンドにします。1. 

いったんがいていれば

$ docker run hello-world

2. 

すべてであれば、インストールがしたことをするウェルカムメッセージがされます。3. 

WindowsにDockerをインストールする
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ハードウェアテクノロジをサポートしているコンピュータのWindows 7の64ビットバージョン。
これがになっています。

ドッカーバイナリはWindowsでネイティブにできますが、コンテナをしてホストするには、ボッ
クスにLinuxマシンをするがあります。

1.12.0

バージョン1.12、DockerはWindowsのネイティブなHyper-Vをして、さなLinuxマシンをバックエ
ンドとしてさせるため、のVMをインストールするはありません。

ドッカーをインストールするには、のにいます。

Docker for Windowsにく1. 

インストーラをダウンロードしてします。2. 
デフォルトのオプションをしてインストーラをし、されたらアカウントをします。3. 

インストールのについては、 ここをクリックしてください。

1.11.2

バージョン1.11まで、このLinux VMをするのは、Docker、VirtualBox、およびLinuxゲストマシン
をインストールするDocker Toolboxをインストールすることです。

ドッカーツールボックスをインストールするには、のにいます。

Dockerツールボックスに1. 

Windowsのリンクをクリックし、インストーラをします。2. 

デフォルトのオプションをしてインストーラをし、されたらアカウントをします。3. 

これにより、プログラムファイルにDockerバイナリがインストールされ、のVirtual Boxインスト
ールがされます。インストールのについては、 ここをクリックしてください。

インストールをするには

1.12.0

まだされていないは、[スタート]メニューから[ Dockerを]をDockerし、していることをします
。に、の cmdまたはPowerShellのいずれかをちげ、

1. 

1.11.2

デスクトップで、Docker Toolboxアイコンをします。アイコンをクリックすると、Docker 

Toolboxターミナルがします。
1. 

いったんがいていれば

docker run hello-world

2. 
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すべてであれば、インストールがしたことをするウェルカムメッセージがされます。3. 

Ubuntu Linuxにdockerをインストールする

Dockerは、の64ビットバージョンのUbuntu Linuxでサポートされています。

Ubuntu Xenial 16.04LTS•
Ubuntu Wily 15.10•
Ubuntu Trusty 14.04LTS•
Ubuntu Precise 12.04LTS•

カップルのメモ

のでは、 Dockerパッケージのみをしたインストールをいます。これにより、 Docker
ののリリースをにできます。 Ubuntu-managedパッケージのみをしてインストールするが
あるは、Ubuntuのドキュメントをしてください。

Ubuntu Utopic 14.10および15.04はDockerのAPTリポジトリにしますが、のセキュリ
ティののためにサポートされていません。

DockerはLinuxの64ビットインストールでのみします。•

Dockerには、Linuxカーネルバージョン3.10がですバージョン3.13がUbuntu Precise 12.04く
。 3.10よりいカーネルは、Dockerコンテナをするためになのがしており、のでデータのや
なパニックをきこすのバグをんでいます。 uname -rコマンドでのカーネルのバージョンをし
てください。 Ubuntu Precise (12.04 LTS)カーネルをさらにスクロールダウンしてするがある
は、このをチェックしてください。のUbuntuインストールのバージョンをするには、この
WikiHowのをしてください。

•

APTソースをする

これは、Dockerリポジトリからパッケージにアクセスするためにうがあります。

sudoまたはrootをつユーザーとしてマシンにログインします。1. 
ターミナルウィンドウをきます。2. 
パッケージをし、APTがhttpsでし、CAがインストールされていることをします。3. 

$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install \ 
    apt-transport-https \ 
    ca-certificates \ 
    curl \ 
    software-properties-common

ドッカーのGPGキーを

 $ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

キーのが9DC8 5822 9FC7 DD38 854A E2D8 8D81 803C 0EBF CD88であることをします。

4. 
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 $ sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88

        pub   4096R/0EBFCD88 2017-02-22 
              Key fingerprint = 9DC8 5822 9FC7 DD38 854A  E2D8 8D81 803C 0EBF CD88 
        uid                  Docker Release (CE deb) <docker@docker.com> 
        sub   4096R/F273FCD8 2017-02-22

あなたのUbuntuのバージョンにするののエントリをします。これにより、APTがDockerパ
ッケージをするがまります。であれば、UbuntuのサポートLTSをしてください。

5. 

Ubuntuバージョン リポジトリ

12.04LTS deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-precise main

トラスティ14.04LTS deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-trusty main

ワイリー15.10 deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-wily main

Xenial 16.04LTS deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial main

Dockerはすべてのアーキテクチャのパッケージをしていません。バイナリのアーティ
ファクトはにされ、 https://master.dockerproject.orgからダウンロードでき
https://master.dockerproject.org 。マルチアーキテクチャシステムにドッカーをイン
ストールするには、エントリに[arch=...]をします。については、 Debian Multiarch 

wikiをしてください。

オペレーティングシステムのエントリをプレースホルダ<REPO>にきえて、のコマンドをしま
す。

$ echo "" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list

6. 

sudo apt-get updateして、 APTパッケージのインデックスをsudo apt-get updateます。7. 

APTがなリポジトリからAPTいることをします。8. 

のコマンドをすると、インストールなDockerのバージョンごとにエントリがされます。エントリ
ーにはhttps://apt.dockerproject.org/repo/というURLがです。インストールされているバージョ
ンは***とマークされています。ののをごください。

$ apt-cache policy docker-engine 
 
  docker-engine: 
    Installed: 1.12.2-0~trusty 
    Candidate: 1.12.2-0~trusty 
    Version table: 
   *** 1.12.2-0~trusty 0 
          500 https://apt.dockerproject.org/repo/ ubuntu-trusty/main amd64 Packages 
          100 /var/lib/dpkg/status 
       1.12.1-0~trusty 0 
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          500 https://apt.dockerproject.org/repo/ ubuntu-trusty/main amd64 Packages 
       1.12.0-0~trusty 0 
          500 https://apt.dockerproject.org/repo/ ubuntu-trusty/main amd64 Packages

からapt-get upgradeをすると、 APTはしいリポジトリからapt-get upgradeます。

Ubuntuバージョンの

Ubuntu Trusty14.04、Wily15.10、Xenial16.04のは、 aufsストレージドライバをできるlinux-

image-extra-*カーネルパッケージをインストールしてlinux-image-extra-* 。

linux-image-extra-*パッケージをインストールするには

Ubuntuホストのをきます。1. 

パッケージマネージャーをsudo apt-get updateコマンドでしてください。2. 

パッケージをインストールします。

$ sudo apt-get install linux-image-extra-$(uname -r) linux-image-extra-virtual

3. 

ドッカーのインストールにむ4. 

Ubuntu Precise12.04 LTSの、Dockerには3.13カーネルバージョンがです。カーネルのバージョン
が3.13よりいは、それをアップグレードするがあります。ごのになパッケージをするには、のを
してください。

パッケージ

linux-image-
generic-lts-
trusty

Linuxカーネルイメージ。このカーネルにはAUFSみまれています。これは
Dockerをするためにです。

linux-headers-
generic-lts-
trusty

それらにするZFSやVirtualBox guest additionsなどのパッケージをします。
のカーネルにヘッダーをインストールしなかったは、これらのヘッダーをス
キップしてtrustyカーネルをすることができます。あなたがなは、のために
このパッケージをめるがあります。

xserver-xorg-
lts-trusty

Unity / Xorgをしないグラフィカルではオプションです。グラフィカルのマ
シンでDockerをするにです。

ligbl1-mesa-
glx-lts-trusty

これらのパッケージののについては、バックポートカーネル、にLTS 

Enablement Stackのインストールをんでください。バージョンの5をしてく
ださい。

カーネルをアップグレードしてパッケージをインストールするには、のようにします。

Ubuntuホストのをきます。1. 
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パッケージマネージャーをsudo apt-get updateコマンドでしてください。2. 

パッケージとオプションパッケージのをインストールします。

$ sudo apt-get install linux-image-generic-lts-trusty

3. 

インストールがなのパッケージについても、このをりします。4. 

sudo rebootコマンドをして、されたカーネルをするようにホストをします。5. 

、Dockerをインストールしてください。6. 

バージョンをインストールする

をたしていることをしてから、のにいます。

システムでは、ってDockerをしないように、のバージョンをインストールすることを
おめします。システムのアップグレードはくするがあります。

sudoをつユーザとしてあなたのUbuntuインストールにログインしてください。 おそらく
sudo -suしていsudo -su 。

1. 

sudo apt-get updateして、APTパッケージのインデックスをしてください。2. 

sudo apt-get install docker-ceコマンドでDocker Community Editionをインストールします
。

3. 

sudo service docker startコマンドでdockerデーモンをsudo service docker startます。4. 

hello-worldイメージをして、 dockerがしくインストールされていることをします。

 $ sudo docker run hello-world

5. 

このコマンドは、テストイメージをダウンロードし、コンテナでします。コンテナがされると、
メッセージがされ、します。

Dockerをrootユーザーとしてする

あなたがしないはsudoすると、ドッキングウィンドウのコマンドをすると、ばれるUNIXのグルー
プdockerし、それにユーザーをします。 dockerデーモンがすると、dockerグループによってUnix

ソケットのがみきになります。

dockerグループをしてユーザーをするには

sudoをつユーザとしてUbuntuにログインします。1. 

sudo groupadd dockerコマンドをしてdockerグループをします。2. 
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ユーザーをdockerグループにします。

 $ sudo usermod -aG docker $USER

3. 

ログアウトしてログインすると、グループメンバーシップのがわれます。4. 

sudoなしでコマンドをdockerできることをしてください。

 $ docker run hello-world

5. 

これがすると、エラーがされます

     Cannot connect to the Docker daemon. Is 'docker daemon' running on this host?

DOCKER_HOSTがシェルにされているかどうかをしてください。

    $ env | grep DOCKER_HOST

されている、のコマンドはをします。そのは、をします。

    $ unset DOCKER_HOST

~/.bashrcや~/.profileなどのファイルのをして、 DOCKER_HOSTがってされないようにするがあるか
もしれません。

UbuntuにDockerをインストールする

ドッカーは、バージョン3.10のカーネルをつのLinuxにインストールできます。 Dockerは、の64
ビットバージョンのUbuntu Linuxでサポートされています。

Ubuntu Xenial 16.04LTS•
Ubuntu Wily 15.10•
Ubuntu Trusty 14.04LTS•
Ubuntu Precise 12.04LTS•

インストール

デフォルトのUbuntuリポジトリからDockerをインストールすると、いバージョンのDockerがイ
ンストールされます。

DockerリポジトリをしてDockerのバージョンをインストールするには、 curlをしてDockerがする
インストールスクリプトをしてします。

$ curl -sSL https://get.docker.com/ | sh

あるいは、 wgetをしてDockerをインストールすることもできます。
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$ wget -qO- https://get.docker.com/ | sh

Dockerがインストールされます。

インストール

ただし、インストールスクリプトをすることができないは、のをしてリポジトリからDockerのバ
ージョンをでインストールすることができます。

$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates

GPGキーを

$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://p80.pool.sks-keyservers.net:80 \ 
  --recv-keys 58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D

に、おにりのエディタで/etc/apt/sources.list.d/docker.listファイルをきます。ファイルがしな
いはします。のエントリをします。に、バージョンにじて、のをします。

Ubuntu Precise 12.04LTS

deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-precise main

•

Ubuntu Trusty 14.04LTS

deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-trusty main

•

Ubuntu Wily 15.10

deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-wily main

•

Ubuntu Xenial 16.04LTS

deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial main

•

ファイルをしてし、パッケージインデックスをし、インストールされているバージョンのDocker

をアンインストールし、 aptがしいrepoからけていることをします。

$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get purge lxc-docker 
$ sudo apt-cache policy docker-engine

あなたのUbuntuのバージョンによっては、いくつかのがになるかもしれません

Ubuntu Xenial 16.04LTS、Ubuntu Wily 15.10、Ubuntu Trusty 14.04LTS

sudo apt-get update && sudo apt-get install linux-image-extra-$(uname -r)

•

Ubuntu Precise 12.04LTS•
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このバージョンのUbuntuにはカーネルバージョン3.13がです。にじて、のパッケージをイ
ンストールするがあります。

linux-image-generic-lts-trusty

Linuxカーネルイメージ。このカーネルにはAUFSがみまれています。これはDockerをする
ためにです。

linux-headers-generic-lts-trusty

それらにするZFSやVirtualBoxゲストのなどのパッケージをします。のカーネルにヘッダー
をインストールしなかったは、これらのヘッダーをスキップしてtrustyカーネルをすること
ができます。あなたがなは、のためにこのパッケージをめるがあります。

xserver-xorg-lts-trusty

libgl1-mesa-glx-lts-trusty

これらの2つのパッケージは、Unity / Xorgのないグラフィカルでないではオプションです。
グラフィカルのマシンでDockerをするにです。

これらのパッケージののについては、バックポートカーネル、にLTS Enablement Stackの
インストールをんでください - バージョンの5をしてください。

なパッケージをインストールし、ホストをします。

$ sudo apt-get install linux-image-generic-lts-trusty

$ sudo reboot

に、 aptパッケージのインデックスをし、Dockerをインストールします。

$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install docker-engine

デーモンをします。

$ sudo service docker start

テストイメージをして、ドッカーがにしていることをします。

$ sudo docker run hello-world

このコマンドは、インストールがしたことをするウェルカムメッセージをします。

Google Cloudにドッカーコンテナをする

ドッカーデーモンエンジンをせずに、クラウドプロバイダーをしてドッカーをすることができま
す。このでは、アカウントにされているgcloud Google Cloudユーティリティがです
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docker-machine create --driver google --google-project `your-project-name` google-machine-type 
f1-large fm02

このでは、Google Cloudコンソールにしいインスタンスがされます。f1-large

UbuntuにDockerをインストールする

Dockerは、の64ビットバージョンのUbuntu Linuxでサポートされています。

Ubuntu Xenial 16.04LTS•
Ubuntu Wily 15.10•
Ubuntu Trusty 14.04LTS•
Ubuntu Precise 12.04LTS•

カップルのメモ

のでは、 Dockerパッケージのみをしたインストールをいます。これにより、 Docker
ののリリースをにできます。 Ubuntu-managedパッケージのみをしてインストールするが
あるは、Ubuntuのドキュメントをしてください。

Ubuntu Utopic 14.10および15.04はDockerのAPTリポジトリにしますが、のセキュリ
ティののためにサポートされていません。

DockerはLinuxの64ビットインストールでのみします。•

Dockerには、Linuxカーネルバージョン3.10がですバージョン3.13がUbuntu Precise 12.04く
。 3.10よりいカーネルは、Dockerコンテナをするためになのがしており、のでデータのや
なパニックをきこすのバグをんでいます。 uname -rコマンドでのカーネルのバージョンをし
てください。 Ubuntu Precise (12.04 LTS)カーネルをさらにスクロールダウンしてするがある
は、このをチェックしてください。のUbuntuインストールのバージョンをするには、この
WikiHowのをしてください。

•

APTソースをする

これは、Dockerリポジトリからパッケージにアクセスするためにうがあります。

sudoまたはrootをつユーザーとしてマシンにログインします。1. 
ターミナルウィンドウをきます。2. 
パッケージをし、APTがhttpsでし、CAがインストールされていることをします。3. 

$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates

しいGPGキーをします。このコマンドは、 hkp://ha.pool.sks-keyservers.net:80からID 

58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609Dキーをダウンロードし、それをadv keychainします
。については、 man apt-keyをしてください。

4. 
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 $ sudo apt-key adv \ 
        --keyserver hkp://ha.pool.sks-keyservers.net:80 \ 
        --recv-keys 58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D

あなたのUbuntuのバージョンにするののエントリをします。これにより、APTがDockerパ
ッケージをするがまります。であれば、UbuntuのサポートLTSをしてください。

5. 

Ubuntuバージョン リポジトリ

12.04LTS deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-precise main

トラスティ14.04LTS deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-trusty main

ワイリー15.10 deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-wily main

Xenial 16.04LTS deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial main

Dockerはすべてのアーキテクチャのパッケージをしていません。バイナリのアーティ
ファクトはにされ、 https://master.dockerproject.orgからダウンロードでき
https://master.dockerproject.org 。マルチアーキテクチャシステムにドッカーをイン
ストールするには、エントリに[arch=...]をします。については、 Debian Multiarch 

wikiをしてください。

オペレーティングシステムのエントリをプレースホルダ<REPO>にきえて、のコマンドをしま
す。

$ echo "" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list

6. 

sudo apt-get updateして、 APTパッケージのインデックスをsudo apt-get updateます。7. 

APTがなリポジトリからAPTいることをします。8. 

のコマンドをすると、インストールなDockerのバージョンごとにエントリがされます。エントリ
ーにはhttps://apt.dockerproject.org/repo/というURLがです。インストールされているバージョ
ンは***とマークされています。ののをごください。

$ apt-cache policy docker-engine 
 
  docker-engine: 
    Installed: 1.12.2-0~trusty 
    Candidate: 1.12.2-0~trusty 
    Version table: 
   *** 1.12.2-0~trusty 0 
          500 https://apt.dockerproject.org/repo/ ubuntu-trusty/main amd64 Packages 
          100 /var/lib/dpkg/status 
       1.12.1-0~trusty 0 
          500 https://apt.dockerproject.org/repo/ ubuntu-trusty/main amd64 Packages 
       1.12.0-0~trusty 0 
          500 https://apt.dockerproject.org/repo/ ubuntu-trusty/main amd64 Packages
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からapt-get upgradeをすると、 APTはしいリポジトリからapt-get upgradeます。

Ubuntuバージョンの

Ubuntu Trusty14.04、Wily15.10、Xenial16.04のは、 aufsストレージドライバをできるlinux-

image-extra-*カーネルパッケージをインストールしてlinux-image-extra-* 。

linux-image-extra-*パッケージをインストールするには

Ubuntuホストのをきます。1. 

パッケージマネージャーをsudo apt-get updateコマンドでしてください。2. 

パッケージをインストールします。

$ sudo apt-get install linux-image-extra-$(uname -r) linux-image-extra-virtual

3. 

ドッカーのインストールにむ4. 

Ubuntu Precise12.04 LTSの、Dockerには3.13カーネルバージョンがです。カーネルのバージョン
が3.13よりいは、それをアップグレードするがあります。ごのになパッケージをするには、のを
してください。

パッケージ

linux-image-
generic-lts-
trusty

Linuxカーネルイメージ。このカーネルにはAUFSみまれています。これは
Dockerをするためにです。

linux-headers-
generic-lts-
trusty

それらにするZFSやVirtualBox guest additionsなどのパッケージをします。
のカーネルにヘッダーをインストールしなかったは、これらのヘッダーをス
キップしてtrustyカーネルをすることができます。あなたがなは、のために
このパッケージをめるがあります。

xserver-xorg-
lts-trusty

Unity / Xorgをしないグラフィカルではオプションです。グラフィカルのマ
シンでDockerをするにです。

ligbl1-mesa-
glx-lts-trusty

これらのパッケージののについては、バックポートカーネル、にLTS 

Enablement Stackのインストールをんでください。バージョンの5をしてく
ださい。

カーネルをアップグレードしてパッケージをインストールするには、のようにします。

Ubuntuホストのをきます。1. 

パッケージマネージャーをsudo apt-get updateコマンドでしてください。2. 

パッケージとオプションパッケージのをインストールします。3. 
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$ sudo apt-get install linux-image-generic-lts-trusty

インストールがなのパッケージについても、このをりします。4. 

sudo rebootコマンドをして、されたカーネルをするようにホストをします。5. 

、Dockerをインストールしてください。6. 

バージョンをインストールする

をたしていることをしてから、のにいます。

システムでは、ってDockerをしないように、のバージョンをインストールすることを
おめします。システムのアップグレードはくするがあります。

sudoをつユーザとしてあなたのUbuntuインストールにログインしてください。 おそらく
sudo -suしていsudo -su 。

1. 

sudo apt-get updateして、APTパッケージのインデックスをしてください。2. 

sudo apt-get install docker-engineコマンドでDockerをインストールします。3. 

sudo service docker startコマンドでdockerデーモンをsudo service docker startます。4. 

hello-worldイメージをして、 dockerがしくインストールされていることをします。

 $ sudo docker run hello-world

5. 

このコマンドは、テストイメージをダウンロードし、コンテナでします。コンテナがされると、
メッセージがされ、します。

Dockerをrootユーザーとしてする

あなたがしないはsudoすると、ドッキングウィンドウのコマンドをすると、ばれるUNIXのグルー
プdockerし、それにユーザーをします。 dockerデーモンがすると、dockerグループによってUnix

ソケットのがみきになります。

dockerグループをしてユーザーをするには

sudoをつユーザとしてUbuntuにログインします。1. 

sudo groupadd dockerコマンドをしてdockerグループをします。2. 

ユーザーをdockerグループにします。

 $ sudo usermod -aG docker $USER

3. 

ログアウトしてログインすると、グループメンバーシップのがわれます。4. 
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sudoなしでコマンドをdockerできることをしてください。

 $ docker run hello-world

5. 

これがすると、エラーがされます

     Cannot connect to the Docker daemon. Is 'docker daemon' running on this host?

DOCKER_HOSTがシェルにされているかどうかをしてください。

    $ env | grep DOCKER_HOST

されている、のコマンドはをします。そのは、をします。

    $ unset DOCKER_HOST

~/.bashrcや~/.profileなどのファイルのをして、 DOCKER_HOSTがってされないようにするがあるか
もしれません。

CentOSにDocker-ceまたはDocker-eeをインストールする

Dockerはのエディションをしました

Docker-ceCommunity EditionおよびDockerCommercial SupportとにDocker-eeEnterprise Edition

このドキュメントは、CentOSでのDocker-eeおよびDocker-ceのインストールをおいします

Docker-ceのインストール

は、docker-ceをインストールするです

yum-config-managerユーティリティをするyum-utilsをインストールします。

$ sudo yum install -y yum-utils

1. 

リポジトリをするには、のコマンドをします。

$ sudo yum-config-manager \ 
 --add-repo \ 
 https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

2. 

オプションエッジリポジトリをにします。このリポジトリはのdocker.repoファイルにまれ
ていますが、デフォルトではになっています。リポジトリとんでにすることができます。

 $ sudo yum-config-manager --enable docker-ce-edge 

3. 
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--disableフラグをしてyum-config-managerコマンドをすると、エッジリポジトリをにするこ
とができ--disable 。それをにするには、--enableフラグ。のコマンドは、エッジリポジトリ
をにします。

 $ sudo yum-config-manager --disable docker-ce-edge 

•

yumパッケージのインデックスをします。

 $ sudo yum makecache fast 

4. 

のコマンドをしてdocker-ceをインストールします。

 $ sudo yum install docker-ce-17.03.0.ce 

5. 

Docker-ceのをする

060A 61C5 1B55 8A7F 742B 77AA C52F EB6B 621E 9F35

docker-ceののバージョンをインストールしたいは、のコマンドをできます

$ sudo yum install docker-ce-VERSION

VERSIONをする

6. 

すべてがうまくいけば、docker-ceがあなたのシステムにインストールされました。のコマ
ンドをってしてください

 $ sudo systemctl start docker 

7. 

ドッカーのインストールをテストしてください

 $ sudo docker run hello-world 

のメッセージがされます。

 Hello from Docker! 
 This message shows that your installation appears to be working correctly. 

8. 

-Docker-eeEnterprise Editionのインストール

Enterprise EditionEEのは、<DOCKER-EE-URL>をするためにサインアップするがあります。

サインアップするにはhttps://cloud.docker.com/にアクセスしてください 。あなたのをし、
あなたのメールIDをしてください。、<DOCKER-EE-URL>がされます。これは、セットア
ップをクリックした、ダッシュボードにされます。

1. 
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のDockerリポジトリを/etc/yum.repos.d/からする2. 

Docker EEリポジトリのURLを/etc/yum/vars/ yumにします。のステップでメモしたURLに<
DOCKER-EE-URL>をきえます。

 $ sudo sh -c 'echo "<DOCKER-EE-URL>" > /etc/yum/vars/dockerurl' 

3. 

yum-config-managerユーティリティをするyum-utilsをインストールします。

 $ sudo yum install -y yum-utils

4. 

リポジトリをするには、のコマンドをします。

 $ sudo yum-config-manager \ 
 --add-repo \ 
 <DOCKER-EE-URL>/docker-ee.repo

5. 

yumパッケージのインデックスをします。

 $ sudo yum makecache fast 

6. 

docker-eeをインストールする

 sudo yum install docker-ee 

7. 

のコマンドをしてdocker-eeをできます。

$ sudo systemctl start docker 

8. 

オンラインでDockerをいめるをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/658/dockerをいめる
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2: 1つのコンテナインスタンスののプロセス
、コンテナは1つのプロセスをホストするがあります。 1つのコンテナえば、のコンテナインスタ
ンスにログインするためのSSHサーバにのプロセスがなは、それらのプロセスをするのシェルス
クリプトをすることができます。そのは、をするSIGNALをわなければなりませんえば、キャッチ
されたSIGINTをスクリプトのプロセスにリダイレクトするなど。それはにあなたがむものではあ
りません。シンプルなは、 SIGNALとそのプロセスのにをうコンテナのルートプロセスとして
supervisordをすることです。

しかし、これは "ドッカーの"ではないことをえておいてください。このをdockerのでするには、 
docker host コンテナがするマシンにログインし、 docker exec -it container_name /bin/bahsます。
このコマンドは、sshがうように、コンテナにシェルをきます。

Examples

Dockerfile + supervisord.conf

じコンテナにSSHデーモンとにApache Webサーバーなどののプロセスをするには、 supervisord
をできます。

supervisord.confファイルをのようにします。

[supervisord] 
nodaemon=true 
 
[program:sshd] 
command=/usr/sbin/sshd -D 
 
[program:apache2] 
command=/bin/bash -c "source /etc/apache2/envvars && exec /usr/sbin/apache2 -DFOREGROUND"

にDockerfileします

FROM ubuntu:16.04 
RUN apt-get install -y openssh-server apache2 supervisor 
RUN mkdir -p /var/lock/apache2 /var/run/apache2 /var/run/sshd /var/log/supervisor 
COPY supervisord.conf /etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf 
CMD ["/usr/bin/supervisord"]

に、あなたのイメージをすることができます

docker build -t supervisord-test .

その、あなたはそれをすることができます

$ docker run -p 22 -p 80 -t -i supervisord-test 
2016-07-26 13:15:21,101 CRIT Supervisor running as root (no user in config file) 
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2016-07-26 13:15:21,101 WARN Included extra file     "/etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf" 
during parsing 
2016-07-26 13:15:21,112 INFO supervisord started with pid 1 
2016-07-26 13:15:21,113 INFO spawned: 'sshd' with pid 6 
2016-07-26 13:15:21,115 INFO spawned: 'apache2' with pid 7 
...

オンラインで1つのコンテナインスタンスののプロセスをむ 

https://riptutorial.com/ja/docker/topic/4053/1つのコンテナインスタンスののプロセス
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3: Dockerfiles

き

Dockerfilesは、プログラムでDockerイメージをするためにされるファイルです。 Dockerイメージ
をかつよくできるため、にちます。 Dockerファイルには、Dockerイメージをするためのがまれ
ています。は1にされ、 <INSTRUCTION><argument(s)>のでえられます。 Docker docker buildコマン
ドをしてDockerイメージをするには、Dockerfilesをします。

Dockerfilesのはのとおりです。

# This is a comment 
INSTRUCTION arguments

コメントは#まります。•
はのみです•
イメージをするには、DockerfileののがFROMなければなりません•

Dockerファイルをするとき、DockerクライアントはDockerデーモンに「コンテキスト」をします
。ビルドコンテキストには、Dockerfileとじディレクトリにあるすべてのファイルとフォルダがま
れます。 COPYおよびADDでは、このコンテキストのファイルしかできません。

のDockerファイルは、のものでまることがあります。

# escape=`

これは、Dockerパーサに` \わりにエスケープとしてするようするためにされます。これはに
Windows Dockerファイルにです。

Examples

HelloWorldドッカーファイル

のDockerfileはのようになります。

FROM alpine 
CMD ["echo", "Hello StackOverflow!"]

これにより、Dockerはアルパイン  FROM にづくイメージをし、コンテナーののをい、イメージを
するときにのコマンド CMD をするようします。

ビルドしてする
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docker build -t hello . 
docker run --rm hello

これはされます

Hello StackOverflow!

ファイルのコピー

Dockerイメージのビルドコンテキストからファイルをコピーするには、 COPYをします。

COPY localfile.txt containerfile.txt

ファイルにスペースがまれているは、をします。

COPY ["local file", "container file"]

COPYコマンドはワイルドカードをサポートしています。たとえば、すべてのイメージをimages/デ
ィレクトリにコピーするためにできます。

COPY *.jpg images/

このでは、 images/がしないがあります。この、Dockerはにします。

ポートをする

Dockerfileからされたポートをするには、 EXPOSEをします。

EXPOSE 8080 8082

Exposed portsのはDockerコマンドラインからオーバーライドできますが、Dockerファイルにに
することをおめします。

Dockerfilesのベストプラクティス

グループのな

Dockerはをレイヤーのとしてします。レイヤーは、ファイルがされたことをこのデータがしてい
るでも、データをすることができます。すべてのがしいレイヤーをします。えば

RUN apt-get -qq update 
RUN apt-get -qq install some-package

がいくつかあります

2つのレイヤーがされ、よりきなイメージがされます。•
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RUNででapt-get updateをするとキャッシュのがし、 apt-get installがすることがあります。
あとでパッケージをしてapt-get installした、ドッカーがのとしたをじものとしてし、のの
キャッシュをするとします。その、 apt-get updateコマンドは、ビルドにそのキャッシュさ
れたバージョンがされるため、されません 。

•

わりに、をします。

RUN apt-get -qq update && \ 
    apt-get -qq install some-package

1つのレイヤーしかしないためです。

メンテナ

これはDockerfileの2です。がし、けることができるのかをえます。

LABEL maintainer John Doe <john.doe@example.com>

あなたがそれをスキップすると、あなたのイメージをすことはありません。しかし、それはあな
たのユーザーのどちらにもちません。

にする

Dockerファイルをくしてください。ながなは、のスクリプトをするか、ベースイメージをするこ
とをしてください。

ユーザー

USER daemon

USERは、イメージをし、いずれかのにするユーザーまたはUIDをRUN 、 CMDとENTRYPOINTで、それに
くDockerfile 。

ワークディレクション

WORKDIR /path/to/workdir

WORKDIRは、 WORKDIR RUN 、 CMD 、 ENTRYPOINT 、 COPY 、およびADDのディレクトリをします。 WORKDIR
がしないは、のDockerfileでされていなくてもされます。

1つのDockerfileでできます。パスがされているは、のWORKDIRのパスからのパスになります。えば

WORKDIR /a 
WORKDIR b 
WORKDIR c 
RUN pwd
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このDockerfileのpwdコマンドのは/a/b/cです。

WORKDIRは、 ENVをしてにしたをできます。 Dockerfileにされたのみをできます。えば

ENV DIRPATH /path 
WORKDIR $DIRPATH/$DIRNAME 
RUN pwd

このDockerfileのなpwdコマンドのは、 /path/$DIRNAME

VOLUME ["/data"]

VOLUMEは、されたのマウント・ポイントをし、ネイティブ・ホストまたはのコンテナーからマウント・
ボリュームをするものとしてマークします。は、JSON、 VOLUME ["/var/log/"] 、またはVOLUME 

/var/logやVOLUME /var/log /var/dbなどののをつプレーンなです。 Dockerクライアントをしたや、
マウントについては、ボリュームをしたディレクトリをしてください。

docker runコマンドは、しくされたボリュームを、ベースイメージのされたにするデータでします
。たとえば、のDockerfileスニペットをえてみましょう。

FROM ubuntu 
RUN mkdir /myvol 
RUN echo "hello world" > /myvol/greeting 
VOLUME /myvol

このDockerfileの、dockerがされ、/ myvolにしいマウントポイントがされ、しくされたボリュー
ムにグリーティングファイルがコピーされます。

にボリュームのデータをするビルドステップがあれば、そのはされます。

リストはJSONとしてされます。つまり、 'ではなく、 "をするがあります。

COPY

COPYは2つのがあります。

COPY <src>... <dest> 
COPY ["<src>",... "<dest>"] (this form is required for paths containing whitespace)

COPYは、 <src>からしいファイルまたはディレクトリをコピーし、パス<dest>コンテナのファイル
システムにします。

の<src>リソースをできますが、ビルドのソースディレクトリビルドのコンテキストにしてでなけ
ればなりません。

<src>はワイルドカードがまれ、はGoのfilepath.Matchをしてわれます。ルール。えば

COPY hom* /mydir/        # adds all files starting with "hom" 
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COPY hom?.txt /mydir/    # ? is replaced with any single character, e.g., "home.txt"

<dest>は、コンテナでソースがコピーされるパスまたはWORKDIRとするパスです。

COPY test relativeDir/   # adds "test" to `WORKDIR`/relativeDir/ 
COPY test /absoluteDir/  # adds "test" to /absoluteDir/

すべてのしいファイルとディレクトリは、UIDとGIDが0でされます。

stdin docker build - < somefile をしてビルドする、ビルドコンテキストはしないため、 COPYはで
きません。

COPYはのにいます

<src>パスはビルドのコンテキストになければなりません。ドッカービルドののステップは
、コンテキストディレクトリおよびサブディレクトリをドッカーデーモンにすることなので
、 COPY ../something/ somethingをCOPYできません。

•

<src>がディレクトリの、ファイルシステムのメタデータをめ、ディレクトリのがコピーさ
れます。ディレクトリはコピーされず、そのだけがコピーされます。

•

<src>がののファイルである、そのメタデータとににコピーされます。この、 <dest>がにス
ラッシュ/でわると、ディレクトリとみなされ、 <src>は<dest>/base(<src>)きまれます。

•

の<src>リソースがされている、またはワイルドカードののためにされている、 <dest>はデ
ィレクトリでなければならず、スラッシュ/わるがあります。

•

<dest>のにスラッシュがない、のファイルとみなされ、 <src>は<dest>きまれます。•

<dest>がしないは、そのパスにしないすべてのディレクトリとにされます。•

ENVおよびARG

ENV

ENV <key> <value> 
ENV <key>=<value> ...

ENVは、<key>をにします。このはすべての "" Dockerfileコマンドのにあり、くのでもインラインで
きえることができます。

ENVには2つのがあります。のENV <key> <value>は、のをにします。のスペースののは、スペースや
などのをむ<value>としてわれます。

2の、 ENV <key>=<value> ...は、にのをすることをにします。 2のフォームはで=をしていますが
、のフォームではそうではありません。コマンドラインとに、とバックスラッシュをしてにスペ
ースをめることができます。
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えば

ENV myName="John Doe" myDog=Rex\ The\ Dog \ 
    myCat=fluffy

そして

ENV myName John Doe 
ENV myDog Rex The Dog 
ENV myCat fluffy

コンテナでじネットがられますが、のキャッシュレイヤーをするため、のフォームがされます。

ENVをしてされたは、コンテナがのイメージからされたときにもされます。 docker run --env 
<key>=<value> inspectをしてをし、 docker run --env <key>=<value>をしてをできdocker run --env 

<key>=<value> 。

ARG

をしないは、わりにARGしてください。 ARGはにのみをします。たとえば、

ENV DEBIAN_FRONTEND noninteractive

apt-getユーザは、 docker exec -it the-container bashしてコンテキストでコンテナにったときに
、Debianベースのイメージをさせるがあります。

わりに、をします。

ARG DEBIAN_FRONTEND noninteractive

のコマンドをするだけで、1つのコマンドにをすることもできます。

RUN <key>=<value> <command>

EXPOSE <port> [<port>...]

EXPOSEは、コンテナがにされたネットワークポートをリッスンすることをDockerにします。 
EXPOSEは、コンテナのポートをホストからアクセスにしません。そのためには、ポートをするに
は-pフラグをするか、されているすべてのポートをするには-Pフラグをするがあります。これら
のフラグは、 docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND][ARG...]ポートをホストにするためにされます
。 1つのポートをし、のでにすることができます。

docker run -p 2500:80 <image name>

このコマンドは、<image>というのコンテナをし、コンテナのポート80をホストマシンのポート
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2500にバインドします。

ホスト・システムでポート・リダイレクションをセットアップするには、 -Pフラグのをしてくださ
い。 Dockerネットワークは、ネットワークのポートをせずにネットワークをすることをサポート
していますについては、こののをしてください。

LABEL

LABEL <key>=<value> <key>=<value> <key>=<value> ...

LABELは、にメタデータをします。 LABELはキーとのペアです。 LABELにスペースをめるには、コマ
ンドラインとにとバックスラッシュをします。いくつかの

LABEL "com.example.vendor"="ACME Incorporated" 
LABEL com.example.label-with-value="foo" 
LABEL version="1.0" 
LABEL description="This text illustrates \ 
that label-values can span multiple lines."

イメージにはのラベルをけることができます。のラベルをするには、であればラベルをのLABELに
することをおめします。LABELはしいレイヤーをし、くのラベルをするとなイメージになるがあり
ます。このでは、のイメージレイヤーがされます。

LABEL multi.label1="value1" multi.label2="value2" other="value3"

はのようにくこともできます

LABEL multi.label1="value1" \ 
      multi.label2="value2" \ 
      other="value3"

ラベルは、 FROMイメージのLABELをめてです。 Dockerがにするラベル/キーにした、しいはのキー
をつのラベルをきします。

イメージのラベルをするには、docker inspectコマンドをします。

"Labels": { 
    "com.example.vendor": "ACME Incorporated" 
    "com.example.label-with-value": "foo", 
    "version": "1.0", 
    "description": "This text illustrates that label-values can span multiple lines.", 
    "multi.label1": "value1", 
    "multi.label2": "value2", 
    "other": "value3" 
},

CMD

CMDには3つのがあります。
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CMD ["executable","param1","param2"] (exec form, this is the preferred form) 
CMD ["param1","param2"] (as default parameters to ENTRYPOINT) 
CMD command param1 param2 (shell form)

DockerfileにはCMDは1つしかできません。のCMDをリストすると、のCMDだけがになります。

CMDのなは、のコンテナのデフォルトをすることです。これらのデフォルトにはファイルをめるこ
とができますが、ファイルをすることもできます。この、 ENTRYPOINTもするがあります。

CMDをしてENTRYPOINTのデフォルトをするは、 CMDとENTRYPOINTのをJSONでするがあります。

execフォームはJSONとしてされます。つまり、 'のを "でむがあります。

シェルとはなり、execではコマンドシェルはびされません。つまり、のシェルはわれません。た
とえば、 CMD [ "echo", "$HOME" ]は$HOMEをいません。シェルをうは、シェルフォームをするか、
シェルをします CMD [ "sh", "-c", "echo $HOME" ] 。

CMDは、シェルまたはEXECですると、イメージのにされるコマンドをします。

CMDシェルをすると、コマンドは/bin/sh -c 

FROM ubuntu 
CMD echo "This is a test." | wc -

シェルなしでコマンドをするは、コマンドをJSONとしてし、ファイルのフルパスをするがあり
ます。このは、 CMDのましいです。のパラメータは、のとしてにするがあります。

FROM ubuntu 
CMD ["/usr/bin/wc","--help"]

コンテナにじファイルをさせるは、 CMDとみわせてENTRYPOINTをすることをするがあります。 
ENTRYPOINTしてください。

ユーザーがドッカーのにをすると、 CMDされたデフォルトをきします。

RUNとCMDしないでください。 RUNにはにコマンドをし、をコミットします。 CMDはビルドにはもし
ませんが、イメージにされたコマンドをします。

の

MAINTAINER <name>

MAINTAINERでは、されたのAuthorフィールドをできます。

MAINTAINER DIRECTIVEをしないでください

Official Docker Documentationによると、 MAINTAINERはされなくなりました。わりに、 LABELをし
て、されたイメージのをするがあります。 LABELはがあり、メタデータのをにし、 docker inspect
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コマンドでにできます。

LABEL maintainer="someone@something.com"

FROM

FROM <image>

または

FROM <image>:<tag>

または

FROM <image>@<digest>

FROMは、そのののためにベースイメージをします。そのため、なDockerファイルののはFROMなけ
ればなりません。イメージはのなイメージにすることができます。パブリック・リポジトリからイ
メージをりすことによってするのはにです。

FROMはDockerfileののコメントでなければなりません。

のをするために、のDockerファイルにFROMをすることができます。しいFROMコマンドのに、コミ
ットによってにされたイメージIDをきめるだけです。

タグまたはダイジェストはオプションです。どちらかをすると、ビルダーはデフォルトでのもの
とみなします。ビルダーは、タグとしないはエラーをします。

RUNは2つのがあります

RUN <command> (shell form, the command is run in a shell, which by default is /bin/sh -c on 
Linux or cmd /S /C on Windows) 
RUN ["executable", "param1", "param2"] (exec form)

RUNは、ののにしいレイヤーのコマンドをし、をコミットします。としてられたコミットされたイ
メージは、 Dockerfileのステップでされます。

レイヤーされたRUNとコミットは、Dockerのコアコンセプトにしています。ここでは、コミットは
く、ソースとにのののからコンテナをできます。

execをすると、シェルのをけることができ、されたシェルファイルをまないベースイメージをし
てRUNコマンドをすることができます。

シェルフォームのデフォルトのシェルは、 SHELLコマンドをしてできます。

シェルでは、 \ バックスラッシュをして、のに1つのRUNをけることができます。たとえば、の2つ
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のをえてみましょう。

RUN /bin/bash -c 'source $HOME/.bashrc ;\ 
echo $HOME'

これらはに1にします

RUN /bin/bash -c 'source $HOME/.bashrc ; echo $HOME'

'/ bin / sh'ののシェルをするには、のシェルをすexecフォームをします。たとえば、 RUN 
["/bin/bash", "-c", "echo hello"]

execフォームはJSONとしてされます。つまり、 ' のを “ でむがあります。

シェルとはなり、execではコマンドシェルはびされません。つまり、のシェルはわれません。た
とえば、 RUN [ "echo", "$HOME" ]は$HOMEをいません。シェルをうは、シェルフォームをするか、
シェルをします RUN [ "sh", "-c", "echo $HOME" ] 。

JSONでは、バックスラッシュをエスケープするがあります。これは、バックスラッシュがパス
りであるWindowsでにです。のは、なJSONではないためシェルフォームとしてわれ、しないで
します RUN ["c:\windows\system32\tasklist.exe"]

こののしいはのとおりですRUN ["c:\\windows\\system32\\tasklist.exe"]

RUNのキャッシュは、のビルドににされません。 RUN apt-get dist-upgrade -yようなのキャッシュ
は、のビルドにされます。 RUNのキャッシュは、--no-cacheフラグをしてにすることができます
docker build --no-cache。

については、Dockerfileベストプラクティスガイドをしてください。

RUNのキャッシュは、 ADDによってにすることができます。はをしてください。

ONBUILD

ONBUILD [INSTRUCTION]

ONBUILDは、イメージがのビルドのベースとしてされるときに、でされるトリガをイメージにする
。トリガは、のDockerfileのFROMのにされたかのように、のビルドのコンテキストでされます。

どのビルドもトリガとしてできます。

これは、アプリケーションやユーザーのでカスタマイズなデーモンなど、のイメージをするため
のベースとしてされるイメージをするにです。

たとえば、イメージがなPythonアプリケーションビルダーである、のディレクトリにアプリケー
ションソースコードをするがあります。そのあとでビルドスクリプトをびすがあります。アプリ
ケーションのソースコードにまだアクセスしていないため、 ADDとRUNびすことはできません。ア
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プリケーションのビルドごとになります。アプリケーションに、アプリケーションにコピー・ペー
ストするためのなDockerfileをするだけでもはありませんが、アプリケーションのコードとされる
ため、エラーがしやすく、がです。

は、 ONBUILDをして、のビルドで、でするようにをすることです。

それはどのようにするのです

ONBUILDをONBUILDすると、ビルダーはトリガーをビルドのイメージのメタデータにします。はのビ
ルドにしません。

ビルドのに、すべてのトリガーのリストが、マニフェストのキーOnBuildのにされます。らは、 
docker inspectコマンドですることができます。その、 FROMをして、イメージをしいビルドのベー
スとしてすることができます。 FROMののとして、ダウンストリーム・ビルダーはONBUILDトリガーを
し、されたのとじでします。いずれかのトリガがすると、 FROMがされ、ビルドがします。すべて
のトリガーがすると、 FROMはし、りビルドがされます。

トリガーは、にイメージからクリアされます。いえれば、それらは「グランド・チャイルド」ビル
ドによってされません。

たとえば、のようなものをすることができます。

[...] 
ONBUILD ADD . /app/src 
ONBUILD RUN /usr/local/bin/python-build --dir /app/src 
[...]

ONBUILD ONBUILDをしてONBUILDをさONBUILDことはできません。

ONBUILDは、 FROMまたはMAINTAINERをトリガしません。

STOPSIGNAL

STOPSIGNAL signal

STOPSIGNALは、コンテナにられてするシステムコールをします。このシグナルは、カーネルの
syscallテーブルのえば9にするななしの、またはSIGAMEのようなのシグナルえばSIGKILLです。

HEALTHCHECKには、の2つのがあります。

HEALTHCHECK [OPTIONS] CMD command (check container health by running a command inside the 
container) 
HEALTHCHECK NONE (disable any healthcheck inherited from the base image)

HEALTHCHECKは、Dockerに、コンテナがまだしていることをするためのテストをします。これによ
り、サーバプロセスがまだであっても、ループにり、しいをできないWebサーバなどのケースを
できます。
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コンテナにヘルスチェックがされている、コンテナにはのにえてステータスがあります。このス
テータスは、はされています。ヘルスチェックがするたびに、になりますのになく。ののしたの
、それはになります。

CMDにされるオプションはのとおりです。

--interval=DURATION (default: 30s) 
--timeout=DURATION (default: 30s) 
--retries=N (default: 3)

ヘルスチェックは、にコンテナがされてからにされ、のチェックがするたびににされます。

チェックの1のにタイムアウトをえると、チェックはしたとみなされます。

コンテナがでないとみなされるために、ヘルスチェックのしたがされます。

つだけできHEALTHCHECKのDockerfile 。 2つをリストすると、のHEALTHCHECKだけがHEALTHCHECKになり
ます。

CMDキーワードののコマンドは、シェルコマンド HEALTHCHECK CMD /bin/check-running またはexecア
レイのDockerfileコマンドとに、はENTRYPOINTをしてください。

コマンドのステータスは、コンテナのステータスをします。なはのとおりです。

0: success - コンテナはでです•

1: unhealthy - コンテナがしくしていない•

2: starting - コンテナはまだできるではなく、しくしています•

コンテナがすでに「」からしたときにプローブが2「」をした、わりに「」としてわれます。

たとえば、Webサーバーが3にサイトのメインページをできるように5ごとにチェックするには、
のようにします。

HEALTHCHECK --interval=5m --timeout=3s \ 
  CMD curl -f http://localhost/ || exit 1

したプローブをデバッグするのにつように、コマンドがstdoutまたはstderrにきむテキストUTF-8

エンコードは、にされ、 docker inspectでできます。そのようなはくたれるべきですの4096バイ
トだけがされています。

コンテナのがわると、しいでhealth_statusイベントがされます。

Docker 1.12にHEALTHCHECKがされました。

シェル

SHELL ["executable", "parameters"]
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SHELLでは、シェルのコマンドにされるデフォルトのシェルをオーバーライドすることができます
。 Linuxのデフォルトのシェルは["/bin/sh", "-c"] 、Windowsでは["cmd", "/S", "/C"]です。 
SHELLは、DockerfileのJSONでするがあります。

SHELLは、Windowsでにです。ここでは、にされ、くなる2つのネイティブシェルがありますcmd

とpowershell、shをむシェルがあります。

SHELLはれます。SHELLは、のすべてきされますSHELLをし、すべてののにをえます。えば

FROM windowsservercore 
 
# Executed as cmd /S /C echo default 
RUN echo default 
 
# Executed as cmd /S /C powershell -command Write-Host default 
RUN powershell -command Write-Host default 
 
# Executed as powershell -command Write-Host hello 
SHELL ["powershell", "-command"] 
RUN Write-Host hello 
 
# Executed as cmd /S /C echo hello 
SHELL ["cmd", "/S"", "/C"] 
RUN echo hello

SHELLのシェルがDockerfileでされている RUN 、 CMD 、 ENTRYPOINT 、のはSHELLのをけます。

のは、Windowsでつかったなパターンであり、 SHELLをしてすることができます。

... 
RUN powershell -command Execute-MyCmdlet -param1 "c:\foo.txt" 
...

ドッカーによってびされるコマンドはのようになります。

cmd /S /C powershell -command Execute-MyCmdlet -param1 "c:\foo.txt"

これは2つのでである。まず、なcmd.exeコマンドプロセッサシェルがびされます。2に、シェル
のRUNは、なpowershellコマンドをするコマンドをとします。

これをよりにするために、2つのメカニズムの1つをすることができます。 1つは、のようなRUNコ
マンドのJSONをすることです。

... 
RUN ["powershell", "-command", "Execute-MyCmdlet", "-param1 \"c:\\foo.txt\""] 
...

JSONフォームはであり、なcmd.exeをしませんが、とエスケープをすると、よりながになります
。のみは、 SHELLとシェルをすることです。に、エスケープ・パーサー・ディレクティブとみわせる
と、Windowsユーザーにとってよりなになります。
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# escape=` 
 
FROM windowsservercore 
SHELL ["powershell","-command"] 
RUN New-Item -ItemType Directory C:\Example 
ADD Execute-MyCmdlet.ps1 c:\example\ 
RUN c:\example\Execute-MyCmdlet -sample 'hello world'

その

PS E:\docker\build\shell> docker build -t shell . 
Sending build context to Docker daemon 3.584 kB 
Step 1 : FROM windowsservercore 
 ---> 5bc36a335344 
Step 2 : SHELL powershell -command 
 ---> Running in 87d7a64c9751 
 ---> 4327358436c1 
Removing intermediate container 87d7a64c9751 
Step 3 : RUN New-Item -ItemType Directory C:\Example 
 ---> Running in 3e6ba16b8df9 
 
 
Directory: C:\ 
 
 
Mode                LastWriteTime         Length Name 
----                -------------         ------ ---- 
d-----         6/2/2016   2:59 PM                Example 
 
 
 ---> 1f1dfdcec085 
Removing intermediate container 3e6ba16b8df9 
Step 4 : ADD Execute-MyCmdlet.ps1 c:\example\ 
 ---> 6770b4c17f29 
Removing intermediate container b139e34291dc 
Step 5 : RUN c:\example\Execute-MyCmdlet -sample 'hello world' 
 ---> Running in abdcf50dfd1f 
Hello from Execute-MyCmdlet.ps1 - passed hello world 
 ---> ba0e25255fda 
Removing intermediate container abdcf50dfd1f 
Successfully built ba0e25255fda 
PS E:\docker\build\shell>

SHELLは、シェルのをするためにもできます。たとえば、WindowsでSHELL cmd /S /C /V:ON|OFFをす
ると、セマンティクスをできます。

SHELLは、zsh、csh、tcshなどのシェルがなはLinuxでもできます。

SHELLがDocker 1.12にされました。

Debian / Ubuntuパッケージのインストール

1のコマンドでインストールをし、アップデートをマージしてインストールします。でさらにパッ
ケージをすると、アップデートがされ、なパッケージがすべてインストールされます。アップデ
ートをにすると、キャッシュがされ、パッケージのインストールがするがあります。スクリプト
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によるインストールでは、フロントエンドをにし、インストールするには-yをすがあります。イ
ンストールのにクリーニングとパージをうと、レイヤーのサイズがにえられます。

FROM debian 
 
RUN apt-get update \ 
 && DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y \ 
    git \ 
    openssh-client \ 
    sudo \ 
    vim \ 
    wget \ 
 && apt-get clean \ 
 && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

オンラインでDockerfilesをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/3161/dockerfiles
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4: Dockerfileコンテンツのけ
ベースイメージ FROM 1. 

メタデータ MAINTAINER 、 LABEL 2. 

システムのインストール apt-get install 、 apk add 3. 

アプリケーションファイルのコピー bower.json 、 package.json 、 build.gradle 、 
requirements.txt 

4. 

アプリケーションののインストール npm install 、 pip install 5. 

コードベースをコピーする6. 
デフォルトのをする CMD 、 ENTRYPOINT 、 ENV 、 EXPOSE 7. 

これらのは、Dockerにみまれたキャッシュメカニズムをしてをするためにわれます。

のルール

にするコードベースなどは、Dockerfileのにするがあります。ほとんどしないえば、は
、にくがあります。

Examples

シンプルドッカーファイル

# Base image 
FROM python:2.7-alpine 
 
# Metadata 
MAINTAINER John Doe <johndoe@example.com> 
 
# System-level dependencies 
RUN apk add --update \ 
    ca-certificates \ 
    && update-ca-certificates \ 
    && rm -rf /var/cache/apk/* 
 
# App dependencies 
COPY requirements.txt /requirements.txt 
RUN pip install -r /requirements.txt 
 
# App codebase 
WORKDIR /app 
COPY . ./ 
 
# Configs 
ENV DEBUG true 
EXPOSE 5000 
CMD ["python", "app.py"]

MAINTAINERはDocker 1.13でされなくなり、LABELをしてきえるがあります。  ソース 

LABEL Maintainer = "John Doe johndoe@example.com"
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オンラインでDockerfileコンテンツのけをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/6448/dockerfile

コンテンツのけ
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5: Dockerプライベート/セキュアレジストリAPI 
v2

き

Docker Hubではなくプライベートでなドッカーレジストリ。なドッカーのスキルがです。

パラメーター

コマンド

sudo docker run -p 50005000
ドッカーコンテナをし、ポート5000をコンテ
ナからマシンのポート5000にバインドします
。

--nameレジストリ コンテナ "docker ps"のをくするために。

-v 'pwd' / certs/ certs
コンテナのマシンon / certsのCURRENT_DIR / 

certsをバインドします「フォルダ」など。

-e REGISTRY_HTTP_TLS_CERTIFICATE 
= / certs / server.crt

レジストリは/certs/server.crtファイルをしてす
ることをします。 env

-e REGISTRY_HTTP_TLS_KEY = / certs / 
server.key

RSAキーserver.keyとじです。

-v / root / images/ var / lib / registry /

すべてのレジストリイメージをするは、マシ
ンでこれをうがあります。ここでは、すべて
のイメージをマシンの/ root / imagesにします
。これをうと、イメージをうことなくレジス
トリをしてできます。

レジストリ2

レジストリイメージをドッカーハブまたはロ
ーカルからすることをし、レジストリのバー
ジョン2をインストールするために«2»をしま
す。

ドッカーエンジンをインストールするこのチュートリアルではクライアントとばれます

SSLをする
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Examples

の

RSAをする openssl genrsa -des3 -out server.key 4096

Opensslはこのステップでパスフレーズをするがあります。パスフレーズなしで、とにだけをす
ることにしてください。たとえば、123456をしてください。

をする openssl req -new -key server.key -out server.csr

このは、にするいくつかのをめられるためです。もなは、プライベートドッカーレジストリとの
すべてのマシンとののにされるドメインである「コモンネーム」です。mydomain.com

RSAからパスフレーズをする cp server.key server.key.org && openssl rsa -in server.key.org -out 
server.key

がったように、パスフレーズのないにをてます。したがって、すべてののファイル.key、.csr、
.crtにし、それらをなにしてください。

をする openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt

これで、プライベートレジストリにな2つのなファイルserver.keyとserver.crtがされました。

でレジストリをする

プライベートレジストリをにするには、をするがあります。のをしてしてください。

のでは、 server.keyとserver.crtを/ root / certsにれます

dockerコマンドをするに、 certsフォルダをむディレクトリに cdしてするがあります。あなたが
いなくて、コマンドをしようとすると、のようなエラーがされます。

level = fatal msg = "いている/certs/server.crtそのようなファイルやディレクトリはあ
りません"

あなたがのではcd /root 、にはのsudo docker run -p 5000:5000 --restart=always --name registry -
v `pwd`/certs:/certs -e REGISTRY_HTTP_TLS_CERTIFICATE=/certs/server.crt -e 

REGISTRY_HTTP_TLS_KEY=/certs/server.key -v /root/Documents:/var/lib/registry/ registry:2をって
セキュア/プライベートレジストリをすることができます sudo docker run -p 5000:5000 --
restart=always --name registry -v `pwd`/certs:/certs -e 
REGISTRY_HTTP_TLS_CERTIFICATE=/certs/server.crt -e REGISTRY_HTTP_TLS_KEY=/certs/server.key -v 
/root/Documents:/var/lib/registry/ registry:2  
このコマンドについてのは、パラメーターのでできます。

ドッカークライアントからプルまたはプッシュ

いているレジストリをすると、そのレジストリにをプルまたはプッシュできます。そのためには
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、ドッカークライアントのなフォルダにserver.crtファイルがです。をすると、レジストリでし、
をできます。

レジストリ・マシンのserver.crtをクライアント・マシンの/etc/docker/certs.d/mydomain.com:5000/

にコピーします。に、 ca-certificates.crtにをします mv 
/etc/docker/certs.d/mydomain.com:5000/server.crt /etc/docker/certs.d/mydomain.com:5000/ca-
certificates.crt

こので、プライベートレジストリからイメージをプルまたはプッシュできます。  
docker pull mydomain.com:5000/nginx  docker pull mydomain.com:5000/nginxまたは 

す 

hub.docker.comからのをするdocker docker pull nginx1. 

レジストリにプッシュするにこのイメージにdocker tag IMAGE_ID mydomain.com:5000/nginx  

docker tag IMAGE_ID mydomain.com:5000/nginx  docker imagesをってIMAGE_IDをする
2. 

レジストリにをプッシュ docker push mydomain.com:5000/nginx3. 

オンラインでDockerプライベート/セキュアレジストリAPI v2をむ 

https://riptutorial.com/ja/docker/topic/8707/dockerプライベート-セキュアレジストリ-api-v2-

https://riptutorial.com/ja/home 40

https://riptutorial.com/ja/docker/topic/8707/docker%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA-api-v2-
https://riptutorial.com/ja/docker/topic/8707/docker%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA-api-v2-
https://riptutorial.com/ja/docker/topic/8707/docker%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA-api-v2-


6: Dockerはすべてののコンテナ

Examples

Dockerはすべてののコンテナ

sudo docker stats $(sudo docker inspect -f "{{ .Name }}" $(sudo docker ps -q))

のすべてのコンテナのライブCPUをします。

オンラインでDockerはすべてののコンテナをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/5863/docker

はすべてののコンテナ
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7: コンテナネットワークアクセスの
トラフィックをブロックするドッカーネットワークの- --netまたは--net docker network connectし
てコンテナをするときに、ネットワークとしてしdocker network connect 。

Examples

LANとへのアクセスをブロックする

docker network create -o "com.docker.network.bridge.enable_ip_masquerade"="false" lan-
restricted

ブロック
ローカルLAN○

インターネット○

•

ブロックしない
ドッカーデーモンをしているホスト 10.0.1.10:22へのアクセス○

•

のコンテナへのアクセスをブロックする

docker network create -o "com.docker.network.bridge.enable_icc"="false" icc-restricted

ブロック
じicc-restrictedネットワークののコンテナにアクセスするコンテナ。○

•

ブロックしない
ドッカーデーモンをしているホストへのアクセス○

ローカルLAN○

インターネット○

•

コンテナからドッカーデーモンをしているローカルホストへのアクセスをブロック
する

iptables -I INPUT -i docker0 -m addrtype --dst-type LOCAL -j DROP

ブロック
ドッカーデーモンをしているホストへのアクセス○

•

ブロックしない
コンテナからコンテナへのトラフィック○

ローカルLAN○

インターネット○

docker0しないカスタムドッカーネットワーク○

•
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dockerデーモンカスタムネットワークをしているローカルホストにコンテナから
のアクセスをブロックする

docker network create --subnet=192.168.0.0/24 --gateway=192.168.0.1 --ip-range=192.168.0.0/25 
local-host-restricted 
iptables -I INPUT -s 192.168.0.0/24 -m addrtype --dst-type LOCAL -j DROP

local-host-restrictedとばれるネットワークをします。

ブロック
ドッカーデーモンをしているホストへのアクセス○

•

ブロックしない
コンテナからコンテナへのトラフィック○

ローカルLAN○

インターネット○

のドッカーネットワークからのアクセス○

•

カスタムネットワークはbr-15bbe9bb5bf5ようなブリッジをっているので、わりにサブネットをい
ます。

オンラインでコンテナネットワークアクセスのをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/6331/コ
ンテナネットワークアクセスの
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8: コンテナのデバッグ
ドッカーの[オプション] [コンテナ...]•

ドッカーログ[オプション]コンテナ•
docker top [オプション]コンテナ[psオプション]•

Examples

のコンテナにる

コンテナでをするには、 docker execコマンドをします。コンテナですべてのコマンドがされるた
め、これは「コンテナにる」とばれることがあります。

docker exec -it container_id bash

または

docker exec -it container_id /bin/sh

そして、のコンテナにシェルがあります。たとえば、ディレクトリのファイルをしてから、コン
テナをします。

docker exec container_id ls -la

-u flagをすると、のユーザーたとえば、 uid=1013 、 gid=1023のコンテナをできます。

docker exec -it -u 1013:1023 container_id ls -la

uidとgidはコンテナにするはありませんが、コマンドでエラーがするがあります。コンテナをし
てすぐにかをチェックするためににるは、

docker run...; docker exec -it $(docker ps -lq) bash

コマンドdocker ps -lqは、に-lqれたコンテナl-in -lq のIDのみをします。 これは、あなたのコン
テナでインタープリタをできるようにbashをっているとします。shやzshなどがあります

リソースのをする

なアプリケーションをつけるには、システムリソースのをべるのがです。このは、コンテナのの
topコマンドとじです。

docker stats

のコンテナのにうには、コマンドラインでそれらのをします。
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docker stats 7786807d8084 7786807d8085

Dockerのには、のがされます。

CONTAINER     CPU %   MEM USAGE / LIMIT   MEM %    NET I/O               BLOCK I/O 
7786807d8084  0.65%   1.33 GB / 3.95 GB   33.67%   142.2 MB / 57.79 MB   46.32 MB / 0 B

デフォルトでは、 docker statsはコンテナのIDをしますが、これはあまりにちません。コンテナ
のをしたいは、

docker stats $(docker ps --format '{{.Names}}')

コンテナのプロセスの

システムリソースのをべることは、のアプリケーションでをりむためのなです。このは、コンテ
ナのなpsコマンドとです。

docker top 7786807d8084

のフォーマットをフィルタするには、コマンドラインでpsオプションをします。

docker top 7786807d8084 faux

または、になプラクティスであるルートとしてのプロセスのリストをするには、のようにします
。

docker top 7786807d8084 -u root

docker topコマンドは、シェルやpsコマンドをせずにのコンテナをトラブルシューティングするに
にちます。

のコンテナにアタッチする

「コンテナへの」は、コンテナおよびそのののプログラムがされているコンテキストでターミナ
ルセッションをするです。これはにデバッグでされますが、コンテナでされているプログラムに
のデータをすがあるにもになるがあります。

attachコマンドは、これをうためにされます。それはこのをっています

docker attach <container>

<container>はコンテナIDまたはコンテナのいずれかになります。えば

docker attach c8a9cf1a1fa8

または
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docker attach graceful_hopper

あなたのユーザとドッカーがどのようにされているかによって、のコマンドをsudoするがあるか
もしれません。

Attachでは、に1つのシェルセッションのみをコンテナにアタッチすることができます
。

すべてのキーボードはコンテナにされます。 Ctrl + cを すとあなたのコンテナがぬで
しょう 。

されたコンテナからりすには、 Ctrl-p 、 Ctrl-qを に します

のシェルセッションをコンテナにするには、 execをします。コンテナIDの

docker exec -i -t c8a9cf1a1fa8 /bin/bash

コンテナのをする

docker exec -i -t graceful_hopper /bin/bash

execはコンテナのプログラムをします。この、 /bin/bash おそらくコンテナがつシェルです。 -i
はセッションをし、 -tはTTYをりてます。

アタッチとはなり、 Ctrl + cを すとにされているだけexec 'dコマンドがします。

ログの

ログのには、ライブのアプリケーションをデバッグするために、あまりしないがあります。この
では、コンテナー7786807d8084ののtail -f some-application.logのをしてい7786807d8084 。

docker logs --follow --tail 10 7786807d8084

このコマンドは、にコンテナプロセスpid 1のプロセスのをします。

あなたのログがネイティブにタイムスタンプがまれていないは、することが--timestampsフラグを
。

したコンテナのログをることができます。

docker run ... ; docker logs $(docker ps -lq)してしたコンテナをしdocker run ... ; docker 
logs $(docker ps -lq)

•

コンテナのIDまたはをつける•

docker ps -a

その
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docker logs container-idまたは

docker logs containername

したコンテナのログをることができるため

Dockerコンテナプロセスのデバッグ

Dockerは、マシンではなく、プロセスをするためのらしいです。したがって、ホストのプロセス
ルートなどをするためのなをつユーザーとして、のコンテナプロセスをべるだけで、「コンテナ
の」プロセスをデバッグすることもです。えば、なpsをrootとしてすることで、ホストのすべて
の "コンテナプロセス"をリストすることができます

sudo ps aux

のDockerコンテナがすべてにされます。

これは、コンテナでのプロセスをデバッグするためのアプリケーションにちます。なをつユーザ
ーとして、strace、ltrace、gdbなどのコンテナプロセスでなデバッグユーティリティをできます
。

オンラインでコンテナのデバッグをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/1333/コンテナのデバ
ッグ
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9: コンテナの

パラメーター

パラメー
タ

tty:true
docker-compose.ymlでは、 tty: trueフラグはコンテナのshコマンドがちのをす
るようにします。

hostおよびbridgeネットワークドライバは、のドッカーホストのコンテナにできます。コンテナが
1のマシンをえてできるようにするには、オーバーレイネットワークをします。ネットワークをす
るは、ドッカーホストのによってなります。

スウォームモード docker network create --driver overlay•

docker / swarm  のKey-Valueストアが•

Examples

ドッカーネットワーク

じドッカーネットワークのコンテナはされたポートにアクセスできます。

docker network create sample 
docker run --net sample --name keys consul agent -server -client=0.0.0.0 -bootstrap

のDockerfileはさ8500 、 8600 、およびいくつかのよりくのポートを。デモをうには、じネットワ
ークののコンテナをします。

docker run --net sample -ti alpine sh 
/ # wget -qO- keys:8500/v1/catalog/nodes

ここで、コンテナは、のコマンドでえられたkeysからされkeys 。 Docker は 、-- --nameコンテナを
つけるために、このネットワークでDNSをします。

ドッカー

ネットワークは、ファイルv2でできます。デフォルトでは、すべてのコンテナはネットワークに
あります。

このファイルからめてください example/docker-compose.yml 

version: '2' 
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services: 
  keys: 
    image: consul 
    command: agent -server -client=0.0.0.0 -bootstrap 
  test: 
    image: alpine 
    tty: true 
    command: sh

docker-compose up -dこのスタックをすると、ディレクトリのろにがけられたネットワークがされ
example_default 。このではexample_defaultです。 docker network lsする

 > docker network ls 
NETWORK ID          NAME                    DRIVER              SCOPE 
719eafa8690b        example_default         bridge              local

アルパインコンテナにして、コンテナがしてできることをします。

 > docker exec -ti example_test_1 sh 
/ # nslookup keys 
... 
/ # wget -qO- keys:8500/v1/kv/?recurse 
...

ファイルには、 dockerネットワークコマンドからネットワーク、ドライバ、およびそののオプシ
ョンをするためのnetworks:レベルのセクションがあります。

コンテナのリンク

--link、およびlink: sections --link -composeはのコンテナにをします 。

docker network create sample 
docker run -d --net sample --name redis redis

リンクをすると、のまたはマッピングのいずれかでいがされます。

> docker run --net sample --link redis:cache -ti python:alpine sh -c "pip install redis && 
python" 
>>> import redis 
>>> r = redis.StrictRedis(host='cache') 
>>> r.set('key', 'value') 
True

ドッカーのに1.10.0コンテナもセットアップネットワーク - ドッカーネットワークによってされ
る。それのバージョンのリンクがのlegacyデフォルトのブリッジネットワークにを。

オンラインでコンテナのをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/6528/コンテナの
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10: コンテナの
docker rm [オプション]コンテナ[コンテナ...]•

ドッカー[オプション]コンテナ•

ドッカーexec [オプション]コンテナコマンド[ARG ...]•

ドッカーps [オプション]•

ドッカーログ[オプション]コンテナ•
docker inspect [オプション] CONTAINER | IMAGE [CONTAINER | IMAGE ...]•

のでは、containerがdockerコマンドのパラメータである、 <container>またはcontainer idま
たは<CONTAINER_NAME>としてされています。これらのすべてので、コンテナまたはコンテナ
IDをしてコンテナをすることができます。

•

Examples

コンテナのリスト

$ docker ps 
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED             STATUS 
PORTS                     NAMES 
2bc9b1988080        redis               "docker-entrypoint.sh"   2 weeks ago         Up 2 
hours          0.0.0.0:6379->6379/tcp    elephant-redis 
817879be2230        postgres            "/docker-entrypoint.s"   2 weeks ago         Up 2 
hours          0.0.0.0:65432->5432/tcp   pt-postgres

docker psは、のコンテナのみをします。すべてのコンテナしたものをむをするには、 -aフラグを
します。

$ docker ps -a 
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED             STATUS 
PORTS                     NAMES 
9cc69f11a0f7        docker/whalesay     "ls /"                   26 hours ago        Exited 
(0) 26 hours ago                             berserk_wozniak 
2bc9b1988080        redis               "docker-entrypoint.sh"   2 weeks ago         Up 2 
hours                0.0.0.0:6379->6379/tcp    elephant-redis 
817879be2230        postgres            "/docker-entrypoint.s"   2 weeks ago         Up 2 
hours                0.0.0.0:65432->5432/tcp   pt-postgres

のステータスのコンテナをするには、 -fコマンドラインオプションをしてをフィルタリングしま
す。ここでは、したすべてのコンテナをするをします。

$ docker ps -a -f status=exited 
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED             STATUS 
PORTS                     NAMES 
9cc69f11a0f7        docker/whalesay     "ls /"                   26 hours ago        Exited 
(0) 26 hours ago

-q
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スイッチをしてコンテナIDのみをすることもできます。これにより、のUnixユーティリティ grep

やawk でをするのがにになります

$ docker ps -aq 
9cc69f11a0f7 
2bc9b1988080 
817879be2230

docker run --name mycontainer1をdocker run --name mycontainer1てコンテナをするときdocker run -

-name mycontainer1をすると、mood_famousというの、nostalgic_stallmanのようなランダムなで
はなくのがえられます。このようなコマンドでにつけることができます

docker ps -f name=mycontainer1

コンテナの

コンテナのをるDockerコマンドは3つのなるをけります

タイプ

なUUID 9cc69f11a0f76073e87f25cb6eaf0e079fbfbd1bc47c063bcd25ed3722a8cc4a

いUUID 9cc69f11a0f7

berserk_wozniak

docker psをして、システムのコンテナのこれらのをします。

UUIDはDockerによってされ、することはできません。 docker run --name <given name> <image>を
するときにコンテナにをするには、--name docker run --name <given name> <image>ます。 Docker

は、コンテナのにしていない、コンテナにランダムなをします。

UUIDのまたは「い」UUIDは、されたが1つのコンテナにしてであるりのさにすることができます

コンテナのと

のコンテナをするには

docker stop <container> [<container>...]

これは、コンテナのメインプロセスをSIGTERMにし、にしないはSIGKILLをします。コンテナの
はしてされます。

しているコンテナをするには

docker start <container> [<container>...]
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これは、バックグラウンドでされたコンテナをします。コンテナのはにされます。フォアグラウ
ンドでコンテナをするには、 -a  -a --attach フラグを--attachます。

カスタムのコンテナをする

docker ps --format 'table {{.ID}}\t{{.Names}}\t{{.Status}}'

のコンテナをつける

docker ps --filter name=myapp_1

コンテナIPを

コンテナのIPアドレスをべるには、のようにします。

docker inspect <container id> | grep IPAddress

ドッカーをする

docker inspect --format '{{ .NetworkSettings.IPAddress }}' ${CID}

ドッカーコンテナの

docker restart <container> [<container>...]

オプション--time  コンテナをするまでするデフォルトは10

docker restart <container> --time 10

コンテナの、、およびクリーンアップ

docker rmをすると、のようなのコンテナをできます。

docker rm <container name or id>

すべてのコンテナをするには、のをします。

docker rm $(docker ps -qa)

デフォルトでは、ドッカーはのコンテナをしません。のコンテナはメッセージをし、されません
。のすべてのコンテナはされます。

あるいは、 xargsをうこともできます

docker ps -aq -f status=exited | xargs -r docker rm 
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docker ps -aq -f status=exitedは、ステータスが "Exited"のコンテナのコンテナIDのリストをしま
す。

のでは、「した」コンテナのみがされます。

コンテナをするには、コンテナがしているかどうかにかかわらず、forceフラグ-f 

docker rm -f <container name or id>

になく、すべてのコンテナをするには

docker rm -f $(docker ps -qa)

deadステータスのコンテナのみをするは、のようにdeadます。

docker rm $(docker ps --all -q -f status=dead)

exitedステータスのコンテナのみをするは、のようにします。

docker rm $(docker ps --all -q -f status=exited)

これらは、 コンテナのをするときにされるフィルタのすべてのです。

バージョン1.3にスペースをするなコンテナとダングルをするには、のようにしますUnixツールdf

ています

$ docker system df

のデータをすべてするには

$ docker system prune 

のドッカーコンテナでコマンドをする

docker exec -it <container id> /bin/bash

すでにのコンテナにログインして、なテストをうか、アプリケーションがをしているかをするの
がです。くの、ログやされたファイルのためにコンテナのがいことをします。このでは、コンテ
ナにログインできます。これは/ bin / bashがコンテナでであるとし、/ bin / shまたはかのものと
することができます。

docker exec <container id> tar -czvf /tmp/backup.tgz /data 
docker cp <container id>:/tmp/backup.tgz .

このでは、データディレクトリのをtarにアーカイブします。それからdocker cpそれをすることが
できます。
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コンテナログ

Usage:  docker logs [OPTIONS] CONTAINER 
 
Fetch the logs of a container 
 
  -f, --follow=false        Follow log output 
  --help=false              Print usage 
  --since=                  Show logs since timestamp 
  -t, --timestamps=false    Show timestamps 
  --tail=all                Number of lines to show from the end of the logs

えば

$ docker ps 
CONTAINER ID    IMAGE    COMMAND                 CREATED     STATUS       PORTS 
ff9716dda6cb    nginx    "nginx -g 'daemon off"  8 days ago  Up 22 hours  443/tcp, 
0.0.0.0:8080->80/tcp 
 
$ docker logs ff9716dda6cb 
xx.xx.xx.xx - - [15/Jul/2016:14:03:44 +0000] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 511 
"https://google.com" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36" 
xx.xx.xx.xx - - [15/Jul/2016:14:03:44 +0000] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 511 
"https://google.com" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36"

デーモンとしてのインスタンスにする

これをするには2つのがありますが、にもよくられていることはのとおりです。

docker attach --sig-proxy=false <container>

これはりあなたのbashをコンテナのbashにします。つまり、のスクリプトがあればがされます。

りすには、のようにします Ctl-P Ctl-Q

しかし、よりフレンドリーながで、しいbashインスタンスをできるようにするには、のコマンド
をしてください

docker exec -it <container> bash

ファイルのコンテナへのコピー

コンテナからホストへ

docker cp CONTAINER_NAME:PATH_IN_CONTAINER PATH_IN_HOST

ホストからコンテナへ
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docker cp PATH_IN_HOST CONTAINER_NAME:PATH_IN_CONTAINER

jess / transmissionをって

https://hub.docker.com/r/jess/transmission/builds/bsn7eqxrkzrhxazcuytbmzp/

コンテナのファイルは/ transmission / downloadにあります

ホストのののディレクトリは/ home / $ USER / abcです。

docker cp transmission_id_or_name:/transmission/download .

はファイルをコピーします

/home/$USER/abc/transmission/download

docker cpをって1つのファイルだけをコピーして、ディレクトリツリーとファイルをコピーする
ことはできません

ドッカーボリュームの、、クリーンアップ

ドッカーボリュームは、コンテナがしてもにされません。コンテナをしたときにするボリューム
をするには

docker rm -v <container id or name>

-vフラグがされていない、ボリュームはディスクに「ボリューム」としてります。ダングリング
ボリュームをすべてするには

docker volume rm $(docker volume ls -qf dangling=true)

docker volume ls -qf dangling=true filterは、コンテナにされていないタグなしボリュームをむドッ
カーボリュームのリストをします。

あるいは、 xargsをすることもできます

docker volume ls -f dangling=true -q | xargs --no-run-if-empty docker volume rm

Dockerコンテナファイルシステムのエクスポートとインポート

Dockerコンテナのファイルシステムのをtarballアーカイブファイルにすることはです。これは、
コンテナファイルシステムをなるホストにするにちます。たとえば、データベースコンテナにな
があって、のでをできないなどにです。コンテナのファイルシステムをエクスポートおよびする
のではなく、 docker runコマンドまたはdocker-compose.ymlファイルをして、されたイメージから
まったくしいコンテナをすることがましいことにしてください 。ドッカーののは、とコンテナを
するスタイルのとです。 docker exportとdocker importをすることで、コンテナのファイルシステ
ムのでのからがされているため、このはされます。
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docker export -o redis.tar redis

のコマンドは、のイメージをし、こののイメージにredisコンテナのファイルシステムをエクスポ
ートします。 tarballアーカイブからインポートするには、をします。

docker import ./redis.tar redis-imported:3.0.7

このコマンドをすると、 redis-imported:3.0.7イメージがされ、そこからコンテナをできます。コ
ミットメッセージをするだけでなく、インポートにをえることもできます。

docker import -c="ENV DEBUG true" -m="enable debug mode" ./redis.tar redis-changed

-cコマンドラインオプションでできるDockerfileディレクティブは、 CMD 、 ENTRYPOINT 、 ENV 、 
EXPOSE 、 ONBUILD 、 USER 、 VOLUME 、 WORKDIRです。

オンラインでコンテナのをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/689/コンテナの
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11: コンテナの
docker run [オプション]イメージ[コマンド] [ARG ...]•

Examples

コンテナの

docker run hello-world

Docker Hubからのhello-worldイメージをしますまだっていない。しいコンテナをしてします。イ
ンストールがしくしているようだというメッセージがされます。

コンテナでのコマンドをする

docker run docker/whalesay cowsay 'Hello, StackExchange!'

このコマンドは、Dockerに、 docker/whalesayイメージからコンテナをし、 cowsay 'Hello, 
StackExchange!'コマンドをするようしcowsay 'Hello, StackExchange!'そのに。 Hello, 
StackExchange!というのがされるはずHello, StackExchange!あなたのに。

イメージのエントリポイントがデフォルトの、イメージでなコマンドをできます。

docker run docker/whalesay ls /

のにされているは、デフォルトにすがあります

docker run --entrypoint=/bin/bash docker/whalesay -c ls /

コンテナをににする

、Dockerコンテナはもされます。これにより、コンテナをしたり、ファイルシステムをしたりす
ることができます。ただし、コンテナをしてしたにコンテナをしたいがあります。たとえば、コ
マンドをしたり、ファイルシステムからファイルをするなどです。 Dockerはこののために--rmコ
マンドラインオプションをしています

docker run --rm ubuntu cat /etc/hosts

これは、 "ubuntu"イメージからコンテナをし、 / etc / hostsファイルのをし、にコンテナをしま
す。これは、をえたにコンテナをクリーンアップするをぐのにちます。

-- --rmフラグは、 --detach <1.13.0の-d -- --detach フラグとしません。
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--rmフラグがされている、Dockerは、コンテナがされたときにコンテナにけられたボリュームも
します。これはdocker rm -v my-containerをするのとです。 なしでされたボリュームだけがされま
す。

たとえば、 docker run -it --rm -v /etc -v logs:/var/log centos /bin/produce_some_logsと、 /etc
のボリュームはされ/var/logが、 /var/logボリュームはされません。 --volumes-fromをしてされた
ボリュームは、じでされます。のボリュームにがされていれば、されません。

の

デフォルトでは、 small_roentgen docker runされたコンテナにはsmall_roentgenやmodest_dubinskyよ
うなランダムながえられます。これらのは、コンテナののにはにちません。 --nameコマンドライ
ンオプションをすことで、コンテナのをすることができます

docker run --name my-ubuntu ubuntu:14.04

はでなければなりません。のコンテナがにしているをすと、Dockerはエラーをし、しいコンテナ
はされません。

をすると、Dockerネットワークのコンテナをするときにです。これは、とのDockerコンテナので
します。

のブリッジネットワークのコンテナは、でするためにリンクするがあります。

コンテナポートをホストにバインドする

docker run -p "8080:8080" myApp 
docker run -p "192.168.1.12:80:80" nginx 
docker run -P myApp

ホストのポートがイメージにされている EXPOSE Dockerfileディレクティブまたは--expose docker 

runの--exposeコマンドラインオプションをためには、それらのポートを-pまたは-Pコマンドをし
てホストにバインドするがありますラインオプション。 -pをするには、のポートおよびオプショ
ンのホストインタフェースをするがあります。の-Pコマンドラインオプションをすると、Docker

はコンテナのイメージにされているすべてのポートをにホストにバインドします。

コンテナのポリシーにコンテナをする

docker run --restart=always -d <container>

デフォルトでは、DockerデーモンがしたときホストシステムのなどにDockerはコンテナをしませ
ん。 Dockerは、--restartコマンドラインオプションを--restartして、コンテナのポリシーをしま
す。 --restart=alwaysすると、Dockerデーモンがされた、コンテナがにされます。 ただし 、その
コンテナをでしたたとえば、 docker stop <container> 、ポリシーはコンテナにされません。
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のオプションは、 --restart=[policy] にづいて--restartオプションにできます。これらのオプシ
ョンは、にコンテナがどのようにするかにします。

ポリシー

いいえ デフォルト。コンテナがしているときににコンテナをしません。

[max-
retries]

コンテナがしてするにのみします non-zero exit status 。にしないようにする
にはらかのがした、Dockerデーモンがするのをすることができます。

に
ステータスにかかわらずにコンテナをしてください。 alwaysをすると、Docker

デーモンはコンテナをにしようとします。コンテナは、コンテナののになく、
にデーモンのにされます。

りなくめ
られた

にかかわらずにコンテナをしますが、コンテナがにになっているはデーモンの
にしないでください。

バックグラウンドでコンテナをする

コンテナをバックグラウンドでしけるには、コンテナのに-dコマンドラインオプションをします
。

docker run -d busybox top

-dオプションは、デタッチ・モードでコンテナをします。また、 -d=trueと-d=true 。

モードのコンテナは、するとにすることはできません。つまり、-rmオプションを-dオプションと
みわせてすることはできません。

コンテナにボリュームをりてる

Dockerボリュームは、コンテナのをえてするファイルまたはディレクトリです。ホストファイル
またはディレクトリをUnionFSをしてボリュームとしてコンテナにマウントすることはです。

-vコマンドオプションをしてボリュームをします。

docker run -d -v "/data" awesome/app bootstrap.sh

これにより、ボリュームがされ、コンテナのパス/dataマウントされます。

-- --rmフラグをして、コンテナがりされたときにボリュームをにすることができます。•

ホストディレクトリのマウント

ホストファイルまたはディレクトリをコンテナにマウントするには
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docker run -d -v "/home/foo/data:/data" awesome/app bootstrap.sh

ホストディレクトリをするときは、パスをするがあります。•

これは、ホストディレクトリにマウントされます/home/foo/dataに/dataコンテナの。この "バイン
ドマウントされたホストディレクトリ"ボリュームは、Linuxのmount --bind - バインドとじもので
あるため、ホストディレクトリをにコンテナの、されたコンテナパスにマウントします。ホスト
またはコンテナからのボリュームのは、ディスクのじであるため、のボリュームにすぐにされま
す。

なフォルダをマウントするUNIXの

docker run -d -v $(pwd)/data:/data awesome/app bootstrap.sh

ボリュームの

ボリュームは、ホストディレクトリパスのわりにをすることでできます。ドッカーはそのをって
ボリュームをします。

docker run -d -v "my-volume:/data" awesome/app bootstrap.sh

きボリュームをすると、そのをしてのコンテナとボリュームをすることができます。

の

$ docker run -e "ENV_VAR=foo" ubuntu /bin/bash

-eと--envをして、コンテナのをできます。テキストファイルをしてくのをすることができます。

$ docker run --env-file ./env.list ubuntu /bin/bash

ファイルの

# This is a comment 
TEST_HOST=10.10.0.127

--env-fileフラグはとしてファイルをとり、がVARIABLE=VALUEになることをし、-- --envされたをし
ます。コメントのには#けるがあります。

これらの3つのフラグのにかかわらず、 --env-fileがにされ、に-e / --envフラグがされ--env-file 
。このように、 -eまたは--envに-eされたは、-- --env-varテキストファイルでされたをきします。

ホストの

デフォルトでは、docker runでされたコンテナにはランダムなホストがえられます。 --hostname

フラグをすことによって、コンテナにのホストをえることができます
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docker run --hostname redbox -d ubuntu:14.04

にコンテナをする

にコンテナをするには、 -itオプションをします。

$ docker run -it ubuntu:14.04 bash 
root@8ef2356d919a:/# echo hi 
hi 
root@8ef2356d919a:/#

-iはSTDINをいたままにしますが、 -tはTTYをりてます。

メモリ/スワップきコンテナの

メモリをし、スワップをにする

docker run -it -m 300M --memory-swap -1 ubuntu:14.04 /bin/bash

メモリとスワップののをします。この、コンテナは300Mメモリと700Mスワップをできます。

docker run -it -m 300M --memory-swap 1G ubuntu:14.04 /bin/bash

のしたコンテナへのシェルの

のコンテナにログインする
ユーザーはexecコマンドをしてしいbashシェルにのコンテナーをできます。

コンテナがjovial_morseとばれているとすると、 jovial_morseをしてのTTY bashシェルをできます
。

docker exec -it jovial_morse bash

のユーザーとのコンテナにログインする
コンテナをのユーザーとしてするは、 -uまたは--userパラメーターをしてコンテナをできます。
ユーザーはコンテナにするがあります。

-u, --userユーザーまたはUID <name|uid>[:<group|gid>] 

このコマンドは、 dockeruserユーザーとjovial_morseログインします
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docker exec -it -u dockeruser jovial_morse bash

のコンテナにrootとしてログインする
rootでログインするは、に-u rootパラメータをします。ルートユーザーはにします。

docker exec -it -u root jovial_morse bash

にログインする
runコマンドでイメージにログインすることもできますが、これにはコンテナではなくイメージが
です。

docker run -it dockerimage bash

イメージにログインするdebug

Dockerfileビルドにされたイメージにもログインできます。

docker build .docker build .

$ docker build . 
Uploading context 10240 bytes 
Step 1 : FROM busybox 
Pulling repository busybox 
 ---> e9aa60c60128MB/2.284 MB (100%) endpoint: https://cdn-registry-1.docker.io/v1/ 
Step 2 : RUN ls -lh / 
 ---> Running in 9c9e81692ae9 
total 24 
drwxr-xr-x    2 root     root        4.0K Mar 12  2013 bin 
drwxr-xr-x    5 root     root        4.0K Oct 19 00:19 dev 
drwxr-xr-x    2 root     root        4.0K Oct 19 00:19 etc 
drwxr-xr-x    2 root     root        4.0K Nov 15 23:34 lib 
lrwxrwxrwx    1 root     root           3 Mar 12  2013 lib64 -> lib 
dr-xr-xr-x  116 root     root           0 Nov 15 23:34 proc 
lrwxrwxrwx    1 root     root           3 Mar 12  2013 sbin -> bin 
dr-xr-xr-x   13 root     root           0 Nov 15 23:34 sys 
drwxr-xr-x    2 root     root        4.0K Mar 12  2013 tmp 
drwxr-xr-x    2 root     root        4.0K Nov 15 23:34 usr 
 ---> b35f4035db3f 
Step 3 : CMD echo Hello world 
 ---> Running in 02071fceb21b 
 ---> f52f38b7823e

---> Running in 02071fceb21b---> Running in 02071fceb21b 、これらのイメージにログインできます

docker run -it 02071fceb21b bash
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stdinをコンテナにす

データベースダンプをするや、ホストからパイプでをプッシュしたいは、 -iフラグをdocker run

またはdocker execとしてできます。

たとえば、コンテナされたmariadbクライアントに、ローカルdump.sqlファイルのホストにあるデ
ータベースダンプをするは、のコマンドをできます。

docker exec -i mariadb bash -c 'mariadb "-p$MARIADB_PASSWORD" ' < dump.sql

に、

docker exec -i container command < file.stdin

または

docker exec -i container command <<EOF 
inline-document-from-host-shell-HEREDOC-syntax 
EOF

コンテナからのりし

りてられたPTYとのコンテナにりけたもののdocker run -it ...デタッチするコントロール Q - 、あな
たがコントロール Pをすことができます。

イメージエントリポイントディレクティブのオーバーライド

docker run --name="test-app" --entrypoint="/bin/bash" example-app

このコマンドは、コンテナtest-appがされたときのexample-appイメージのENTRYPOINTディレクティ
ブをきします。にしないかぎり、イメージのCMDディレクティブはされません。

docker run --name="test-app" --entrypoint="/bin/bash" example-app /app/test.sh

のでは、イメージのENTRYPOINTとCMDがオーバーライドされています。このコンテナプロセスは
/bin/bash /app/test.shます。

コンテナにホストエントリをする

docker run --add-host="app-backend:10.15.1.24" awesome-app

このコマンドは、 --add-host <name>:<address>のにったエントリをコンテナの/etc/hostsファイル
に/etc/hostsます。このでは、app-backendは10.15.1.24され10.15.1.24 。これは、のアプリケーシ
ョンコンポーネントをプログラムでびつけるににです。
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コマンドがされていないときにコンテナがしないようにする

フォアグラウンドでコマンドがされていない、コンテナはします。 -tオプションをすると、 -dオ
プションでりしても、コンテナがしないようになります。

docker run -t -d debian bash

コンテナの

docker stop mynginx

さらに、コンテナーIDは、のわりにコンテナーをするためにすることもできます。

これにより、にじてSIGTERMとSIGKILLをして、のコンテナをします。

さらに、killコマンドをして、 -sオプションをしてSIGKILLまたはのされたシグナルをただちにす
ることができます。

docker kill mynginx

docker kill -s SIGINT mynginx

コンテナをしても、コンテナはされません。したコンテナをるには、 docker ps -aをしてくださ
い。

のコンテナでのコマンドをする

にじて、 execコマンドをして、すでにのコンテナにしてのコマンドをするようDockerにできます
。 docker psできるコンテナのIDがです。

docker exec 294fbc4c24b3 echo "Hello World"

-itオプションをすると、シェルをアタッチできます。

docker exec -it 294fbc4c24b3 bash

LinuxコンテナでのGUIアプリケーションの

デフォルトでは、DockerコンテナはGUIアプリケーションをできません。

そのに、X11ソケットをにコンテナにするがあります。そのため、することができます。 
DISPLAYもするがあります。

docker run -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY <image-name>

Xサーバのホストにアクセスをしていないので、はします
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cannot connect to X server unix:0

もいただしではないは、のものでアクセスをすることです。

xhost +local:root

コンテナでげた、のようにのにることができます。

xhost -local:root

のよりなは、XサーバーにアクセスするためにユーザーのをするしいイメージをするDockerfileを
することです。

FROM <iamge-name> 
MAINTAINER <you> 
 
# Arguments picked from the command line! 
ARG user 
ARG uid 
ARG gid 
 
#Add new user with our credentials 
ENV USERNAME ${user} 
RUN useradd -m $USERNAME && \ 
        echo "$USERNAME:$USERNAME" | chpasswd && \ 
        usermod --shell /bin/bash $USERNAME && \ 
        usermod  --uid ${uid} $USERNAME && \ 
        groupmod --gid ${gid} $USERNAME 
 
USER ${user} 
 
WORKDIR /home/${user}

コマンドラインからdocker buildをびすときは、DockerfileにされるARGをさなければなりません

docker build --build-arg user=$USER --build-arg uid=$(id -u) --build-arg gid=$(id -g) -t <new-
image-with-X11-enabled-name> -f <Dockerfile-for-X11> .

しいコンテナをするに、アクセスをつxauthファイルをするがあります。

xauth nlist $DISPLAY | sed -e 's/^..../ffff/' | xauth -f /tmp/.docker.xauth nmerge -

このファイルは、/にコンテナにマウントするがあります。

docker run -e DISPLAY=unix$DISPLAY -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -v 
/tmp/.docker.xauth:/tmp/.docker.xauth:rw -e XAUTHORITY=/tmp/.docker.xauth

オンラインでコンテナのをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/679/コンテナの
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12: セキュリティ

き

セキュリティパッチのためにイメージをのにつためには、どのベースイメージがしているかをる
があります

Examples

たちのイメージがどのイメージからるのかをつける

として、Wordpressコンテナをてみましょう

DockerfileはFROM PHP5.6-apacheでまります

のDockerfile https://github.com/docker-library/php/blob/master/5.6/apache/Dockerfileにきます

FROM debianjessieとされています。つまり、Debian jessieのセキュリティパッチがされます。
つまり、イメージをするがあります。

オンラインでセキュリティをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/8077/セキュリティ
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13: チェックポイントとのコンテナ

Examples

チェックポイントとをにしたドッカーをコンパイルするubuntu

ドッカーをコンパイルするには、なくとも2GBのRAMがです。それでも、それは々するので、そ
のわりに4GBのがいです。

gitとmakeがインストールされていることをする

sudo apt-get install make git-core -y

1. 

しいカーネルをインストールするなくとも4.2

sudo apt-get install linux-generic-lts-xenial

2. 

マシンをしてしいカーネルをアクティブにする

sudo reboot

3. 

docker checkpointをするためになコンパイルcriu

sudo apt-get install libprotobuf-dev libprotobuf-c0-dev protobuf-c-compiler protobuf-
compiler python-protobuf libnl-3-dev libcap-dev -y 
wget http://download.openvz.org/criu/criu-2.4.tar.bz2 -O - | tar -xj 
cd criu-2.4 
make 
make install-lib 
make install-criu

4. 

criuをするためにすべてのがたされているかどうかをする

sudo criu check

5. 

なドッカーをコンパイルするドッカーをコンパイルするためにドッカーが

cd ~ 
wget -qO- https://get.docker.com/ | sh 
sudo usermod -aG docker $(whoami)

6. 

こので、ログオフしてログインししてドッカーデーモンをするがあります。 relogのにコン
パイルステップをする

git clone https://github.com/boucher/docker 
cd docker 

•
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git checkout docker-checkpoint-restore 
make #that will take some time - drink a coffee 
DOCKER_EXPERIMENTAL=1 make binary

たちはコンパイルされたドッカーをっています。バイナリをします。 <version>をインスト
ールされているバージョンにきえてください

sudo service docker stop 
sudo cp $(which docker) $(which docker)_ ; sudo cp ./bundles/latest/binary-client/docker-
<version>-dev $(which docker) 
sudo cp $(which docker-containerd) $(which docker-containerd)_ ; sudo cp 
./bundles/latest/binary-daemon/docker-containerd $(which docker-containerd) 
sudo cp $(which docker-containerd-ctr) $(which docker-containerd-ctr)_ ; sudo cp 
./bundles/latest/binary-daemon/docker-containerd-ctr $(which docker-containerd-ctr) 
sudo cp $(which docker-containerd-shim) $(which docker-containerd-shim)_ ; sudo cp 
./bundles/latest/binary-daemon/docker-containerd-shim $(which docker-containerd-shim) 
sudo cp $(which dockerd) $(which dockerd)_ ; sudo cp ./bundles/latest/binary-
daemon/dockerd $(which dockerd) 
sudo cp $(which docker-runc) $(which docker-runc)_ ; sudo cp ./bundles/latest/binary-
daemon/docker-runc $(which docker-runc) 
sudo service docker start

7. 

しないでください - たちはいバイナリをバックアップしました。らはまだそこにありますが、そ
のにアンダースコア docker_ がされています。

おめでとうございます。コンテナをチェックポイントしてするをつなドッカーがあります。

なはプロダクションのができていないことにしてください

チェックポイントとコンテナの

# create docker container 
export cid=$(docker run -d --security-opt seccomp:unconfined busybox /bin/sh -c 'i=0; while 
true; do echo $i; i=$(expr $i + 1); sleep 1; done') 
 
# container is started and prints a number every second 
# display the output with 
docker logs $cid 
 
# checkpoint the container 
docker checkpoint create $cid checkpointname 
 
# container is not running anymore 
docker np 
 
# lets pass some time to make sure 
 
# resume container 
docker start $cid --checkpoint=checkpointname 
 
# print logs again 
docker logs $cid

オンラインでチェックポイントとのコンテナをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/5291/チェ
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ックポイントとのコンテナ
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14: データボリュームとデータコンテナ

Examples

データコンテナ

データコンテナはされ、アンチパターンとなされています。

dockerのvolumeサブコマンドののyoreの、きボリュームをするに、Dockerはどのコンテナにもが
なくなったときにボリュームをしました。 Dockerはきボリュームをするをするだけでなく、さま
ざまなdocker volumeサブコマンドをしてさらにくのユーティリティをするため、データコンテナ
はされました。このため、データコンテナはアンチパターンとみなされています。

ここのウェブのくのリソースには、「データのコンテナ」とばれるパターンがあります。これは
にのデータボリュームへのをするためだけにするDockerコンテナです。

このコンテキストでは、「データボリューム」はホストからマウントされていないDockerボリュ
ームです。にするために、 "データボリューム"は、 VOLUME Dockerfileディレクティブでされた
VOLUME 、またはdocker docker runコマンドで-v /path/on/containerでコマンドラインで-vスイッチ
をしてされたボリュームです。したがって、 "データコンテナ"は、データボリュームがされてい
ることをとするコンテナです。これは、 --volumes-from docker runコマンドの--volumes-fromフラ
グによってされます。えば

docker run -d --name "mysql-data" -v "/var/lib/mysql" alpine /bin/true

のコマンドがされると、「データコンテナ」がされます。これはにデータボリュームがされたの
コンテナです。このボリュームをのようにのコンテナですることはでした

docker run -d --name="mysql" --volumes-from="mysql-data" mysql

mysqlコンテナには、 mysql-dataもじボリュームがありmysql-data 。

Dockerはvolumeサブコマンドときボリュームをするようになったため、このパターンはされ、さ
れていません。

volumeサブコマンドときボリュームをするには、「きボリュームの」をしてください。

データボリュームの

docker run -d --name "mysql-1" -v "/var/lib/mysql" mysql

このコマンドは、 mysqlイメージからしいコンテナをします。また、しいデータボリュームをし、
それを/var/lib/mysqlコンテナにマウントします。このボリュームは、そののすべてのデータがコ
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ンテナのをえてするのをけます。つまり、コンテナがされると、そのファイルシステムのもされ
ます。データベースがコンテナにデータをしていて、コンテナがされた、そのデータもすべてさ
れます。ボリュームは、そのコンテナがされたときをえてものにされます。

--volumes-fromコマンドラインオプションをすると、のコンテナでじボリュームをすることができ
ます。

docker run -d --name="mysql-2" --volumes-from="mysql-1" mysql

mysql-2コンテナには、 mysql-1データボリュームがされており、 /var/lib/mysqlパスもされていま
す。

オンラインでデータボリュームとデータコンテナをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/3224/

データボリュームとデータコンテナ
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15: ドッカー - ネットモードブリッジ、ホット、
マップされたコンテナ、なし。

き
ブリッジモードデフォルトで、docker0ブリッジにされています。コンテナをにのネームスペース
にく。

ホストモードコンテナがホストでされているプロセスの、コンテナをホストNICにします。

マップされたコンテナモードこのモードは、にしいコンテナをのコンテナネットワークスタック
にマップします。コンテナモードのコンテナともばれます。

なしこれは、ドッカーがなしでコンテナをのネットワークスタックにするようにします

Examples

ブリッジモード、ホストモード、およびマップされたコンテナモード

ブリッジモード

$ docker run –d –-name my_app -p 10000:80 image_name

これがdockerのデフォルトのモードであるため、 -net = bridgeをするはありませんでした。こ
れにより、ダイナミックポートをりてなくても、のコンテナをじホストですることができます。
したがって、 BRIDGEモードはポートのをぎ、コンテナがのプライベートネットワークネームス
ペースをしているのでです。

ホストモード

$ docker run –d –-name my_app –net=host image_name

ホストネームスペースをするため、なはありませんが、セキュリティのがするがあります。

マップされたコンテナモード

このモードはにしいコンテナをのコンテナネットワークスタックにマップします。これは、1のコ
ンテナのIPアドレスおよびポートマッピングなどのネットワークリソースが、2のコンテナによっ
てされることをする。これは「コンテナのコンテナ」モードともばれます。 web_container_1と
web_container_2の2つのコンカイナーがあり、マップコンテナモードでweb_container_2をする
とします。にweb_container_1をダウンロードして、のコマンドでデタッチモードにしてみまし
ょう。
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$ docker run -d --name web1 -p 80:80 USERNAME/web_container_1

ダウンロードがしたら、てみましょう。ここでは、のブリッジモードでしているコンテナにポー
トをマップしました。さて、マップコンテナモードで2のコンテナをしましょう。このコマンドで
これをいます。

$ docker run -d --name web2 --net=container:web1 USERNAME/web_container_2

、ののインターフェースをすれば、じネットワークをることができます。これにはにホストのな
をマップするHOSTモードがまれています。のcontaienrはデフォルトブリッジモードでされ、2の
コンテナはマップコンテナモードでされています。のコンテナをホストモードで、2のコンテナを
マップされたコンテナモードですることによって、によくたがられます。

オンラインでドッカー - ネットモードブリッジ、ホット、マップされたコンテナ、なし。をむ 

https://riptutorial.com/ja/docker/topic/9643/ドッカー---ネットモード-ブリッジ-ホット-マップされ
たコンテナ-なし--
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16: ドッカーイベント

Examples

コンテナをし、するイベントをする

docker eventsのドキュメントにはがされていますが、デバッグするにコンテナをし、するイベン
トがあればすぐにすることができます。

docker run... & docker events --filter 'container=$(docker ps -lq)'

docker ps -lqでは、 lはlastし、 qはquietです。これにより、にしたコンテナのidがされ、コンテ
ナがしたやのイベントがしたににがされます。

オンラインでドッカーイベントをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/6200/ドッカーイベント
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17: ドッカーイメージをして3ノードモンゴーレ
プリカをセットアップし、シェフをしてプロビ
ジョニングする

き

このドキュメントでは、Docker Imageをして3ノードのMongoレプリカセットをし、Chefをして
プロビジョニングするについてします。

Examples

ビルドステップ

ステップ

MongoノードのBase64キーファイルをします。このファイルをシェフのdata_bagsにしま
す

1. 

シェフsuppermarketにき、ドッカーのをダウンロードしてください。カスタムのえば
custom_mongoをし、するには 'docker'、 '> 2.0'をあなたののメタデータにえます.rb

2. 

のにとレシピをする3. 

Rep SetクラスタをするためにMongoをする4. 

1キーファイルをする

mongo-keyfileというのdata_bagとkeyfileというをします。これはシェフのdata_bagsディレクト
リにあります。アイテムのはのようになります

openssl rand -base64 756 > <path-to-keyfile>

キーファイルの

{ 
  "id": "keyfile", 
  "comment": "Mongo Repset keyfile", 
  "key-file": "generated base 64 key above" 
}

ステップ2シェフからdocker cookbookをダウンロードし、custom_mongo cookbookをする

knife cookbook site download docker 
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knife cookbook create custom_mongo

custom_mongoのmetadat.rbのadd

depends          'docker', '~> 2.0'

ステップ3とレシピをする

default['custom_mongo']['mongo_keyfile'] = '/data/keyfile' 
default['custom_mongo']['mongo_datadir'] = '/data/db' 
default['custom_mongo']['mongo_datapath'] = '/data' 
default['custom_mongo']['keyfilename'] = 'mongodb-keyfile'

レシピ

# 
# Cookbook Name:: custom_mongo 
# Recipe:: default 
# 
# Copyright 2017, Innocent Anigbo 
# 
# All rights reserved - Do Not Redistribute 
# 
 
data_path = "#{node['custom_mongo']['mongo_datapath']}" 
data_dir = "#{node['custom_mongo']['mongo_datadir']}" 
key_dir = "#{node['custom_mongo']['mongo_keyfile']}" 
keyfile_content = data_bag_item('mongo-keyfile', 'keyfile') 
keyfile_name = "#{node['custom_mongo']['keyfilename']}" 
 
#chown of keyfile to docker user 
execute 'assign-user' do 
 command "chown 999 #{key_dir}/#{keyfile_name}" 
 action :nothing 
end 
 
#Declaration to create Mongo data DIR and Keyfile DIR 
%W[ #{data_path} #{data_dir} #{key_dir} ].each do |path| 
directory path do 
  mode '0755' 
  end 
end 
 
#declaration to copy keyfile from data_bag to keyfile DIR on your mongo server 
file "#{key_dir}/#{keyfile_name}" do 
  content keyfile_content['key-file'] 
  group 'root' 
  mode '0400' 
  notifies :run, 'execute[assign-user]', :immediately 
end 
 
#Install docker 
docker_service 'default' do 
  action [:create, :start] 
end 
 
#Install mongo 3.4.2 
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docker_image 'mongo' do 
  tag '3.4.2' 
  action :pull 
end

ディレクトリにmongo-roleというのをする

{ 
  "name": "mongo-role", 
  "description": "mongo DB Role", 
  "run_list": [ 
    "recipe[custom_mongo]" 
  ] 
}

のを3つのmongoノードのリストにする

knife node run_list add FQDN_of_node_01 'role[mongo-role]' 
knife node run_list add FQDN_of_node_02 'role[mongo-role]' 
knife node run_list add FQDN_of_node_03 'role[mongo-role]'

ステップ43ノードのMongoをしてrepsetをする

はのがすでに3つのMongoノードすべてにされているとしています。ノード01のみで、Mongoを--
authでしてをにする

docker run --name mongo -v /data/db:/data/db -v /data/keyfile:/opt/keyfile --hostname="mongo-
01.example.com" -p 27017:27017 -d mongo:3.4.2 --keyFile /opt/keyfile/mongodb-keyfile --auth

ノード01ののドッカーコンテナのシェルにアクセスし、をする

docker exec -it mongo /bin/sh 
    mongo 
    use admin 
    db.createUser( { 
         user: "admin-user", 
         pwd: "password", 
         roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" } ] 
       });

rootユーザーをする

db.createUser( { 
         user: "RootAdmin", 
         pwd: "password", 
         roles: [ { role: "root", db: "admin" } ] 
       });

ノード01でしたDockerコンテナをしてします。これはホストDIRのデータとキーファイルにはし
ません。した、ノード01でMongoをしますが、はrepsetフラグをします
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docker rm -fv mongo 
docker run --name mongo-uat -v /data/db:/data/db -v /data/keyfile:/opt/keyfile --
hostname="mongo-01.example.com" -p 27017:27017 -d mongo:3.4.2 --keyFile /opt/keyfile/mongodb-
keyfile --replSet "rs0"

はノード02とノード03のmongoをrep setフラグでします

docker run --name mongo -v /data/db:/data/db -v /data/keyfile:/opt/keyfile --hostname="mongo-
02.example.com" -p 27017:27017 -d mongo:3.4.2 --keyFile /opt/keyfile/mongodb-keyfile --replSet 
"rs0" 
docker run --name mongo -v /data/db:/data/db -v /data/keyfile:/opt/keyfile --hostname="mongo-
03.example.com" -p 27017:27017 -d mongo:3.4.2 --keyFile /opt/keyfile/mongodb-keyfile --replSet 
"rs0"

ノード01のrootユーザーでし、レプリカセットをする

use admin 
db.auth("RootAdmin", "password"); 
rs.initiate()

ノード01でノード2と3をレプリカセットにして、repset0クラスタをします

rs.add("mongo-02.example.com") 
rs.add("mongo-03.example.com")

テスト

プライマリでdb.printSlaveReplicationInfoをし、プライマリのSyncedToとBehindをします。は0
になるはずです

 rs0:PRIMARY> db.printSlaveReplicationInfo() 
    source: mongo-02.example.com:27017 
            syncedTo: Mon Mar 27 2017 15:01:04 GMT+0000 (UTC) 
            0 secs (0 hrs) behind the primary 
    source: mongo-03.example.com:27017 
            syncedTo: Mon Mar 27 2017 15:01:04 GMT+0000 (UTC) 
            0 secs (0 hrs) behind the primary

これがかをけること

オンラインでドッカーイメージをして3ノードモンゴーレプリカをセットアップし、シェフをして
プロビジョニングするをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/10014/ドッカーイメージをして3
ノードモンゴーレプリカをセットアップし-シェフをしてプロビジョニングする
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18: ドッカーエンジンAPI

き

のアプリケーションからDockerのあらゆるをしたり、Dockerでするアプリケーションをおよびし
たり、DockerでアプリケーションをするためにするツールをするためのツールをするAPI。

Examples

LinuxでDocker APIへのリモートアクセスをにする

/etc/init/docker.confをし、 DOCKER_OPTSをのようにします。

DOCKER_OPTS='-H tcp://0.0.0.0:4243 -H unix:///var/run/docker.sock'

Dockerデーモンをする

service docker restart

リモートAPIがしているかどうかをする

curl -X GET http://localhost:4243/images/json

systemdをしているLinuxでDocker APIへのリモートアクセスをにする

Ubuntu 16.04のように、Linuxがしているsystemdは、 -H tcp://0.0.0.0:2375を/etc/default/docker 

-H tcp://0.0.0.0:2375しても、これまでのはありません。

そのわり、というファイルを/etc/systemd/system/docker-tcp.socketポート4243のTCPソケットに
ドッキングウィンドウをできるようにします。

[Unit] 
Description=Docker Socket for the API 
[Socket] 
ListenStream=4243 
Service=docker.service 
[Install] 
WantedBy=sockets.target 

に、しいソケットをにします。

systemctl enable docker-tcp.socket 
systemctl enable docker.socket 
systemctl stop docker 
systemctl start docker-tcp.socket 
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systemctl start docker

に、リモートAPIがしているかどうかをします。

curl -X GET http://localhost:4243/images/json

SystemdのTLSによるリモートアクセスをにする

パッケージインストーラユニットファイルを/ etcにコピーします。ここではアップグレードにき
されません

cp /lib/systemd/system/docker.service /etc/systemd/system/docker.service

ExecStartのオプションで/etc/systemd/system/docker.serviceをしてください

ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// -H tcp://0.0.0.0:2376 \ 
  --tlsverify --tlscacert=/etc/docker/certs/ca.pem \ 
  --tlskey=/etc/docker/certs/key.pem \ 
  --tlscert=/etc/docker/certs/cert.pem

そのdockerdにそれがあった、1.12デーモンでdocker daemon 。また、2376はドッカーのTLSポート
、2375はのされていないポートです。のTLSCA、、およびキーをするについては、 このページ
をしてください 。

systemdユニットファイルをした、のコマンドをしてsystemd configをリロードします。

systemctl daemon-reload

ドッカーをするには、のコマンドをします。

systemctl restart docker

DockerポートをするとTLSをスキップするのはいえです.Dockerポートへのネットワークアクセス
をつユーザーは、にホストにフルルートアクセスできます。

Goでかれたプログレスバーきのイメージっり

ここでは、 GoとDocker Engine APIをしたイメージのdocker pull your_image_nameと、 CLI docker 
pull your_image_nameをしたときのプログレスバーとじプログレスバーをしCLI 。バーののために
、いくつかのANSIコードがされます 。

package yourpackage 
 
import ( 
    "context" 
    "encoding/json" 
    "fmt" 
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    "io" 
    "strings" 
 
    "github.com/docker/docker/api/types" 
    "github.com/docker/docker/client" 
) 
 
// Struct representing events returned from image pulling 
type pullEvent struct { 
    ID             string `json:"id"` 
    Status         string `json:"status"` 
    Error          string `json:"error,omitempty"` 
    Progress       string `json:"progress,omitempty"` 
    ProgressDetail struct { 
        Current int `json:"current"` 
        Total   int `json:"total"` 
    } `json:"progressDetail"` 
} 
 
// Actual image pulling function 
func PullImage(dockerImageName string) bool { 
    client, err := client.NewEnvClient() 
 
    if err != nil { 
        panic(err) 
    } 
 
    resp, err := client.ImagePull(context.Background(), dockerImageName, 
types.ImagePullOptions{}) 
 
    if err != nil { 
        panic(err) 
    } 
 
    cursor := Cursor{} 
    layers := make([]string, 0) 
    oldIndex := len(layers) 
 
    var event *pullEvent 
    decoder := json.NewDecoder(resp) 
 
    fmt.Printf("\n") 
    cursor.hide() 
 
    for { 
        if err := decoder.Decode(&event); err != nil { 
            if err == io.EOF { 
                break 
            } 
 
            panic(err) 
        } 
 
        imageID := event.ID 
 
        // Check if the line is one of the final two ones 
        if strings.HasPrefix(event.Status, "Digest:") || strings.HasPrefix(event.Status, 
"Status:") { 
            fmt.Printf("%s\n", event.Status) 
            continue 
        } 
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        // Check if ID has already passed once 
        index := 0 
        for i, v := range layers { 
            if v == imageID { 
                index = i + 1 
                break 
            } 
        } 
 
        // Move the cursor 
        if index > 0 { 
            diff := index - oldIndex 
 
            if diff > 1 { 
                down := diff - 1 
                cursor.moveDown(down) 
            } else if diff < 1 { 
                up := diff*(-1) + 1 
                cursor.moveUp(up) 
            } 
 
            oldIndex = index 
        } else { 
            layers = append(layers, event.ID) 
            diff := len(layers) - oldIndex 
 
            if diff > 1 { 
                cursor.moveDown(diff) // Return to the last row 
            } 
 
            oldIndex = len(layers) 
        } 
 
        cursor.clearLine() 
 
        if event.Status == "Pull complete" { 
            fmt.Printf("%s: %s\n", event.ID, event.Status) 
        } else { 
            fmt.Printf("%s: %s %s\n", event.ID, event.Status, event.Progress) 
        } 
 
    } 
 
    cursor.show() 
 
    if strings.Contains(event.Status, fmt.Sprintf("Downloaded newer image for %s", 
dockerImageName)) { 
        return true 
    } 
 
    return false 
}

みやすくするために、ANSIコードのカーソルアクションは、のようなのにされます。

package yourpackage 
 
import "fmt" 
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// Cursor structure that implements some methods 
// for manipulating command line's cursor 
type Cursor struct{} 
 
func (cursor *Cursor) hide() { 
    fmt.Printf("\033[?25l") 
} 
 
func (cursor *Cursor) show() { 
    fmt.Printf("\033[?25h") 
} 
 
func (cursor *Cursor) moveUp(rows int) { 
    fmt.Printf("\033[%dF", rows) 
} 
 
func (cursor *Cursor) moveDown(rows int) { 
    fmt.Printf("\033[%dE", rows) 
} 
 
func (cursor *Cursor) clearLine() { 
    fmt.Printf("\033[2K") 
}

その、メインパッケージで、プルしたいをしてPullImageをびすことができます。もちろん、それ
をびすに、があるDockerレジストリにログインするがあります。

なをしてcURLをう

Docker APIへのクエリにcURLをする、なをすのはししいかもしれません。さんがってみましょう、 
のをするクエリパラメータとしてフィルタをすることができ、されなければならないJSONの
map[string][]string マップについてのGoあなたはもっとつけることができるここに 。  
これをするはのとおりです。

curl --unix-socket /var/run/docker.sock \ 
    -XGET "http:/v1.29/images/json" \ 
    -G \ 
    --data-urlencode 'filters={"reference":{"yourpreciousregistry.com/path/to/image": true}, 
"dangling":{"true": true}}'

ここでは、 -Gフラグをして、 --data-urlencodeパラメータのデータを、のでされるPOSTのわりに
HTTP GETでするようにします。データは? URLにされます?セパレータ。

オンラインでドッカーエンジンAPIをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/3935/ドッカーエン
ジンapi
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19: ドッカーがkeyvalueとlistののさまざまなフ
ィールドをべる

Examples

さまざまなドッカーの

はdocker inspectのをのようにせているが、あまりしていないことがかっている。

Docker inspectは、のコンテナからをするクリーンなであるため、ですdocker inspect -f ... 
container_id

またはのすべてのコンテナ

docker inspect -f ... $(docker ps -q)

できないものをける

docker command | grep or awk | tr or cut

docker inspectをすると、htopをしているコンテナ https://hub.docker.com/r/jess/htop/のようなな
をって、「トップレベル」からをにできます。 pid ae1で

docker inspect -f '{{.Created}}' ae1

することができます

2016-07-14T17:44:14.159094456Z

または

docker inspect -f '{{.Path}}' ae1

することができます

htop

のdocker inspectをしたら

そうですか

"State": { "Status": "running", "Running": true, "Paused": false, "Restarting": false, 
"OOMKilled": false, "Dead": false, "Pid": 4525, "ExitCode": 0, "Error": "", "StartedAt": "2016-

07-14T17:44:14.406286293Z", "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z"それは{ ...}とくのキー

コマンド

docker inspect -f '{{.State}}' ae1

のようなリストをします。
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{running true false false false false 4525 0 2016-07-14T17:44:14.406286293Z 0001-01-
01T00:00:00Z}

はState.Pidのをにることができます

docker inspect -f '{{ .State.Pid }}' ae1

はる

4525

々、ドッカーは、 [とでまる]

のでは、のコンテナ

docker inspect -f '{{ .Config.Env }}' 7a7

える

[DISPLAY=:0 PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin LANG=fr_FR.UTF-8 
LANGUAGE=fr_FR:en LC_ALL=fr_FR.UTF-8 DEBIAN_FRONTEND=noninteractive HOME=/home/gg WINEARCH=win32 
WINEPREFIX=/home/gg/.wine_captvty]

リストののをするために、なフィールドのにindexを、のとして0をします。

docker inspect -f '{{ index ( .Config.Env) 0 }}' 7a7

える

DISPLAY=:0

じをして、0ではなく1でのをします

docker inspect -f '{{ index ( .Config.Env) 1 }}' 7a7

える

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

このリストののをできます

docker inspect -f '{{ len .Config.Env }}' 7a7

える

9

リストののをることができますが、はではありません

docker inspect -f “{{ index .Config.Cmd $[$(docker inspect –format '{{ len .Config.Cmd }}' 
$CID)-1]}}” 7a7

オンラインでドッカーがkeyvalueとlistののさまざまなフィールドをべるをむ 

https://riptutorial.com/ja/docker/topic/6470/ドッカーがkey-valueとlistののさまざまなフィールドを
べる
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20: ドッカーデータボリューム

き

Dockerのデータボリュームは、コンテナのライフサイクルとはしたデータをするをします。ボリ
ュームには、のようなながあります。

コンテナにホストディレクトリをマウントし、ファイルシステムをしてコンテナでデータをし、
コンテナがされたにデータをする

ドッカーの[オプション] [コマンド]•

Examples

ローカルホストからコンテナにディレクトリをマウントする

-vまたは--volumeコマンドラインオプションをして、コンテナののパスにホストディレクトリをマ
ウントすることはです。のは、マウントします/etcのホスト/mnt/etcので

(on linux) docker run -v "/etc:/mnt/etc" alpine cat /mnt/etc/passwd 
(on windows)  docker run -v "/c/etc:/mnt/etc" alpine cat /mnt/etc/passwd

コンテナのボリュームへのデフォルトアクセスはみきです。ボリュームをみりでコンテナにマウ
ントするには、:ro 

docker run -v "/etc:/mnt/etc:ro" alpine touch /mnt/etc/passwd

きボリュームの

docker volume create --name="myAwesomeApp"

きボリュームをすると、ボリュームをよりがめるようにできます。でしたコマンドをしてきボリ
ュームをすることはですが、 -vまたは--volumeコマンドラインオプションをして--volume docker 

runコマンドにきボリュームをすることもできます。

docker run -d --name="myApp-1" -v="myAwesomeApp:/data/app" myApp:1.5.3

このできボリュームをすることは、なパスのわりにボリュームがされているをいて、ホストファ
イル/ディレクトリをボリュームとしてマウントするのとです。したきボリュームは、のコンテナ
とすることができます。

docker run -d --name="myApp-2" --volumes-from "myApp-1" myApp:1.5.3
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のコマンドをすると、 myApp:1.5.3 myApp-1というのmyAwesomeAppしているmyApp:1.5.3イメージから
myApp-2というのしいコンテナがされました。 myAwesomeAppというボリュームがでされている
/data/appmyApp-2それにりけられているのとに、/data/appでmyApp-1。

オンラインでドッカーデータボリュームをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/1318/ドッカー
データボリューム
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21: ドッカーでコンサルをする

Examples

ドッカーでコンサルをする

これは、Docker 1.12のしいスウォームモードをして、ドッカーのれのクラスターモードでコンサ
ルをするためののドッカーにします。このはhttp://qnib.org/2016/08/11/consul-service/にづいてい
ます。にうと、おいにしている2つのドッカーサービスをすることです。これは、々のコンサルタ
ントのコンテナのをにることができず、ドッカーのれのDNSにることができるというをします。

これは、すでになくとも3つのノードをつドッカー1.12クラスタをしていることをとしています。

ドッカーデーモンにログドライバをして、がきているのかをすることができます。はこのために
syslogドライバをしました --log-driver=syslog log --log-driver=syslogオプションをdockerdにし
てください。

のためのオーバーレイネットワークをします。

docker network create consul-net -d overlay

すぐ1つのノードでクラスタをブートストラップしますデフォルト--replicasは1です。

docker service create --name consul-seed \ 
  -p 8301:8300 \ 
  --network consul-net \ 
  -e 'CONSUL_BIND_INTERFACE=eth0' \ 
  consul agent -server -bootstrap-expect=3  -retry-join=consul-seed:8301 -retry-join=consul-
cluster:8300

これで、1つのノードクラスタがするはずです。すぐ2のサービスをちげてください

docker service create --name consul-cluster \ 
  -p 8300:8300 \ 
  --network consul-net \ 
  --replicas 3 \ 
  -e 'CONSUL_BIND_INTERFACE=eth0' \ 
  consul agent -server -retry-join=consul-seed:8301 -retry-join=consul-cluster:8300 

これで、4ノードのクラスターがされます。これをするには、のドッカーコンテナでします。

docker exec <containerid> consul members

オンラインでドッカーでコンサルをするをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/6437/ドッカー
でコンサルをする
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22: ドッカーネットワーク

Examples

コンテナのホストIPをつける

ホストでされているコンテナのIPアドレスをべるがあります。たとえば、ホストでされている
Webサーバーにできます。

docker-machineはMacOSXとWindowsでわれているものです。

まず、あなたのマシンをリストします

$ docker-machine ls 
 
NAME      ACTIVE   DRIVER       STATE     URL                         SWARM 
default   *        virtualbox   Running   tcp://192.168.99.100:2376

に、いずれかのマシンをしますデフォルトのマシンはデフォルトです。

$ docker-machine ip default 
 
192.168.99.100

ドッカーネットワークの

docker network create app-backend

このコマンドは、 appBackendというなブリッジネットワークをします。では、このネットワーク
にコンテナはされていません。

ネットワークの

docker network ls

このコマンドは、ローカルのDockerホストでされたすべてのネットワークをします。これには、
デフォルトブリッジbridgeネットワーク、ホストhostネットワーク、 nullネットワークがまれます
。デフォルトでは、すべてのコンテナがのブリッジbridgeネットワークにされています。

ネットワークにコンテナをする

docker network connect app-backend myAwesomeApp-1

このコマンドは、 myAwesomeApp-1コンテナをapp-backendネットワークにします。コンテナをユーザ

https://riptutorial.com/ja/home 89



ーのネットワークにすると、みみDNSリゾルバフルのDNSサーバーではなく、エクスポートでき
ないによって、ネットワークのコンテナがじネットワークのコンテナをできます。このなDNSリ
ゾルバは、デフォルトブリッジbridgeネットワークではできません。

ネットワークからコンテナをする

docker network disconnect app-backend myAwesomeApp-1

このコマンドは、 myAwesomeApp-1コンテナをapp-backendネットワークからりします。コンテナは、
されたネットワークののコンテナとすることができなくなり、みみDNSリゾルバをして、ネット
ワークののコンテナをすることもなくなります。

Dockerネットワークをする

docker network rm app-backend

このコマンドは、ユーザーのapp-backendネットワークをDockerホストからします。のネットワー
クでされていないネットワークのすべてのコンテナは、のコンテナとのがわれます。デフォルト
のブリッジすることはできませんbridgeネットワーク、 hostホストネットワーク、またはnullヌル
ネットワークを。

ドッカーネットワークをする

docker network inspect app-backend

このコマンドは、 app-backendネットワークのをします。

このコマンドのはのようになります。

[ 
    { 
        "Name": "foo", 
        "Id": "a0349d78c8fd7c16f5940bdbaf1adec8d8399b8309b2e8a969bd4e3226a6fc58", 
        "Scope": "local", 
        "Driver": "bridge", 
        "EnableIPv6": false, 
        "IPAM": { 
            "Driver": "default", 
            "Options": {}, 
            "Config": [ 
                { 
                    "Subnet": "172.18.0.0/16", 
                    "Gateway": "172.18.0.1/16" 
                } 
            ] 
        }, 
        "Internal": false, 
        "Containers": {}, 
        "Options": {}, 
        "Labels": {} 
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    } 
]

オンラインでドッカーネットワークをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/3221/ドッカーネッ
トワーク
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23: ドッカーのドッカー

Examples

DockerをしたJenkins CIコンテナ

このでは、ホストのDockerインストールDocker DaemonにDockerコマンドをすることができる、
JenkinsでDocker Containerをするについてします。 DockerでDockerをにするこれをするには、
のJenkins Docker ImageののバージョンにづいたカスタムDocker Imageをするがあります。 
Dockerfileのはのようになります。

FROM jenkins 
 
USER root 
 
RUN cd /usr/local/bin && \ 
curl https://master.dockerproject.org/linux/amd64/docker > docker  && \ 
chmod +x docker  && \ 
groupadd -g 999 docker && \ 
usermod -a -G docker jenkins 
 
USER Jenkins

このDockerfileは、このクライアントがDockerデーモンとするためにされるDockerクライアント
バイナリをむImageをします。この、ホストのDockerデーモン。このファイルのRUNステートメン
トは、UID 999をつUNIXユーザーグループもし、ユーザーJenkinsをします。なぜこれがなのかに
ついては、のでします。このImageでは、DockerコマンドをできるJenkinsサーバーをできますが
、このイメージをするだけで、イメージにインストールされたDockerクライアントはホストの
Dockerデーモンとできません。これら2つのコンポーネントは、UNIXソケット
/var/run/docker.sockして/var/run/docker.sockます。 Unixでは、これはのすべてのものとのファイ
ルなので、Jenkins Containerににマウントできます。これは、コマンドdocker run -v 

/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock --name jenkins MY_CUSTOM_IMAGE_NAMEます。しかし、こ
のマウントされたファイルはdocker docker:rootによってされていますdocker:rootそのため、
DockerfileはよくられているUIDでこのグループをし、Jenkinsユーザーをします。、Jenkins 
ContainerはにDockerをしてすることができます。 -v jenkins_home:/var/jenkins_homeは、
Jenkins_homeディレクトリをバックアップする-v jenkins_home:/var/jenkins_homeと、ネットワー
クでサーバにアクセスするためのポートマッピングもまれていなければなりません。

オンラインでドッカーのドッカーをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/8012/ドッカーのドッ
カー
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24: ドッカーのビルドにしたのデバッグ

き

docker build -t mytag .ときdocker build -t mytag . ---> Running in d9a42e53eb5a The command 

'/bin/sh -c returned a non-zero code: 127 127は "コマンドがつかりませんでした"というですが、
1それはにとってなことではありません。 6などできえることができます、いでエラーをつけるこ
とはではありません

Examples

な

によってされたのとして

docker build -t mytag .

した

---> Running in d9a42e53eb5a

シェルでにしたイメージをしてコマンドをすると、よりなエラーメッセージがされます

docker run -it d9a42e53eb5a /bin/bash

これは/ bin / bashがであることをとしていますが、/ bin / shやそののものかもしれません

プロンプトがされたら、にしたコマンドをし、されているものをします

オンラインでドッカーのビルドにしたのデバッグをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/8078/

ドッカーのビルドにしたのデバッグ
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25: ドッカーボリュームの
Dockerをめてうは、デフォルトでDockerファイルシステムがであることにかないことがよくあり
ます。 Dockerイメージをすると、サーフェスにマシンのようにするコンテナがされます。ファイ
ルの、、およびができます。ただし、マシンとはなり、コンテナをしてすると、すべてのがわれ
ます。にしたファイルはにり、したしいファイルやはされません。

ドッカーコンテナのボリュームは、なデータとコンテナのホストマシンデータのをにします。

Examples

Aボリュームのあるコンテナをする

[root@localhost ~]# docker run -it -v  /data  --name=vol3   8251da35e7a7 /bin/bash 
root@d87bf9607836:/# cd /data/ 
root@d87bf9607836:/data# touch abc{1..10} 
root@d87bf9607836:/data# ls

abc1 abc10 abc2 abc3 abc4 abc5 abc6 abc7 abc8 abc9

Bのコンテナのコンテナチェックをせずに[cont + P + Q]をしてコンテナからします

[root@localhost ~]# docker ps

コンテナIDイメージコマンドされたステータスポートd87bf9607836 8251da35e7a7 "/ bin / bash"
131vol3 [root @ localhost]

C 'docker inspect'をして、ボリュームのをチェックします

[root@localhost ~]# docker inspect  d87bf9607836

"マウント"[{"" "cdf78fbf79a7c9363948e133abe4c572734cd788c95d36edea0448094ec9121c"、 
"ソース" "/ var / lib / docker / volumes / 

cdf78fbf79a7c9363948e133abe4c572734cd788c95d36edea0448094ec9121c / _data"、 
"Destination" "/ data"、 "Driver" "local" "Mode" ""、 "RW"true

Dのコンテナボリュームをのコンテナにアタッチすることができます

[root@localhost ~]# docker run -it  --volumes-from  vol3  8251da35e7a7  /bin/bash 
 
root@ef2f5cc545be:/# ls

binブートデータdevなどホームlib lib64メディアmnt opt procルートsbin srv sys tmp usr var
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root@ef2f5cc545be:/# ls / data abc1 abc10 abc2 abc3 abc4 abc5 abc6 abc7 abc8 abc9

Eコンテナにベースディレクトリをマウントすることもできます

[root@localhost ~]# docker run -it  -v  /etc:/etc1 8251da35e7a7 /bin/bash

ここで/ etcはホストマシンディレクトリ、/ etc1はコンテナのターゲットです

オンラインでドッカーボリュームのをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/5908/ドッカーボリ
ュームの
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26: ドッカーマシン

き

のドッカーエンジンホストのリモート

docker-machineは、Dockerをしているリモートホストをします。

docker-machineコマンドラインツールは、プロバイダのドライバをしてマシンのライフサイクルを
します。これをして「アクティブな」マシンをすることができます。されたアクティブマシンは
、ローカルのDocker Engineのようにできます。

Examples

のDocker Machineをする

これらはすべてシェルコマンドです。

docker-machine envのデフォルトのドッカー - マシンをする

eval $(docker-machine env)をしてのドッカーマシンのをし、のシェルをこのドッカーマシンです
るようにします。

シェルがプロキシをするようにされているは、ドッカーマシンにするときにプロキシをバイパス
するために--no-proxyオプションをできます eval $(docker-machine env --no-proxy)

ドッカーマシンがあるは、マシンをとしてできますeval $(docker-machine env --no-proxy 
machinename)

ドッカーマシンへのSSH

これらはすべてシェルコマンドです

のドッカーマシンにログオンするがあるは、のをできます。•

docker-machine sshをデフォルトのdocker-machineにsshする

docker-machine ssh machinenameをデフォルトのdocker-machineにsshする

のコマンドをしたいだけなら、それをうことができます。デフォルトのdocker-machineで
uptimeをするためにuptimeさせるには、 docker-machine ssh default uptime

•

ドッカーマシンの

docker-machineをすることは、マシンにドッカーをインストールするもいです。とSSHにのSSLの
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ペアをするなど、なのセキュリティがにされます。

Virtualboxをしてローカルマシンをするには

docker-machine create --driver virtualbox docker-host-1

Dockerをのマシンにインストールするには、 genericドライバをします。

docker-machine -D create -d generic --generic-ip-address 1.2.3.4 docker-host-2

--driverオプションは、マシンをするを--driverします。サポートされているドライバのについて
は、をしてください。

にされた•

•

リストドッカーマシン

docker-machinesをすると、dockerマシンのDockerの、アドレス、バージョンがされます。

 docker-machine ls

のようなをします

NAME             ACTIVE   DRIVER    STATE     URL                          SWARM   DOCKER 
ERRORS 
docker-machine-1 -        ovh       Running   tcp://1.2.3.4:2376                   v1.11.2 
docker-machine-2 -        generic   Running   tcp://1.2.3.5:2376                   v1.11.2 

のマシンをするには

docker-machine ls --filter state=running

エラーマシンをするには

docker-machine ls --filter state=

'side-project-'でまるのマシンをするには、Golangフィルタをいます

docker-machine ls --filter name="^side-project-"

マシンのURLのリストのみをするには

docker-machine ls --format '{{ .URL }}'

なコマンドリファレンスについては、 https://docs.docker.com/machine/reference/ls/をしてくだ
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さい 。

Dockerマシンをアップグレードする

ドッカーマシンをアップグレードすると、ダウンタイムがし、がになることがあります。ドッカ
ーマシンをアップグレードするには、のコマンドをします。

docker-machine upgrade docker-machine-name

このコマンドにはオプションはありません

ドッカーマシンのIPアドレスをする

ドッカーマシンのIPアドレスをするには、のコマンドをします。

docker-machine ip machine-name

オンラインでドッカーマシンをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/1349/ドッカーマシン
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27: ドッカーレジストリ

Examples

レジストリの

registry:latestしないでくださいregistry:latest このイメージはいv1レジストリをします。その
Pythonプロジェクトはもはやされていません。しいv2レジストリはGoでかれ、にされています。
々が "プライベートレジストリ"をするとき、らはv1レジストリではなく 、v2レジストリをしてい
ます

docker run -d -p 5000:5000 --name="registry" registry:2

のコマンドは、のバージョンのレジストリをします。これはDocker Distributionプロジェクトにあ
ります。

タグけ、プル、プッシュなどのイメージのについては、「イメージの」のセクションをしてくだ
さい。

AWS S3ストレージバックエンドでレジストリをする

AWS S3バックエンドをするためのプライベートレジストリのはです。レジストリはこれをしい
でにうことができます。 config.ymlファイルにをconfig.ymlべきかのをにconfig.ymlます

storage: 
    s3: 
        accesskey: AKAAAAAACCCCCCCBBBDA 
        secretkey: rn9rjnNuX44iK+26qpM4cDEoOnonbBW98FYaiDtS 
        region: us-east-1 
        bucket: registry.example.com 
        encrypt: false 
        secure: true 
        v4auth: true 
        chunksize: 5242880 
        rootdirectory: /registry

accesskeyとsecretkeyフィールドは、のS3をつIAMですは、ドキュメントをしてください。 
AmazonS3FullAccessポリシーをしてをにできます。このregionはS3バケットのです。 bucketはバケ
ットです。あなたはでしてをできるencrypt 。 secureフィールドは、HTTPSのをすsecureフィール
ドです。デフォルトがfalseであっても、 v4authをtrueにするのがです。 chunksizeフィールドでは
、チャンクアップロードがなくとも5メガバイトのサイズであるというS3 APIをすることができ
ます。に、 rootdirectoryは、するS3バケットののディレクトリをします。

のストレージバックエンドもにできます。

オンラインでドッカーレジストリをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/4173/ドッカーレジス
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トリ
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28: ドッカーきのiptables

き

このトピックは、iptablesをしてからのドッカーコンテナーへのアクセスをするについてです。

なのために、をすることができます。のにとっては、しいルールをするをするために、コメント
セクションをんでください。

iptables -I DOCKER [RULE ...] [ACCEPT | DROP] //ルールをするにはDOCKERテーブルの•

iptables -D DOCKER [RULE ...] [ACCEPT | DROP] // DOCKERテーブルからルールをするに
は

•

ipset restore </etc/ipfriends.conf // ipset ipfriendsをするには•

パラメーター

パラメーター

ext_if Dockerホストのインターフェイス。

XXX.XXX.XXX.XXX DockerコンテナがアクセスするのIPをするがあります。

YYY.YYY.YYY.YYY DockerコンテナがアクセスするのIPをえるがあります。

ipfriends DockerコンテナにアクセスできるIPをするipset。

Dockerコンテナのiptablesルールをするのはちょっとしいです。は、 "な"ファイアウォールルー
ルがこのトリックをうべきだとうでしょう。

たとえば、nginx-proxyコンテナ+いくつかのサービスコンテナをして、HTTPSをしていくつかの
パーソナルWebサービスをしているとします。このようなルールでは、IP XXX.XXX.XXX.XXXの
Webサービスにのみアクセスするがあります。

$ iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -s XXX.XXX.XXX.XXX -j ACCEPT 
$ iptables -P INPUT DROP

それはしません、あなたのコンテナはにとってもアクセスです。

、Dockerコンテナはホストサービスではありません。ホストのネットワークにし、ホストはこの
ネットワークのゲートウェイとしてします。また、ゲートウェイにしては、ルーティングされた
トラフィックはINPUTテーブルでされず、FORWARDテーブルによってされます。
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しかし、それはすべてではありません。、Dockerデーモンは、コンテナのネットワークにしてを
しめると、くのiptablesルールをします。に、FORWARDテーブルからこのしいテーブルにトラ
フィックをすることによって、コンテナにするルールをするDOCKERテーブルがされます。

$ iptables -L 
Chain INPUT (policy ACCEPT) 
target     prot opt source               destination 
 
Chain FORWARD (policy DROP) 
target     prot opt source               destination 
DOCKER-ISOLATION  all  --  anywhere             anywhere 
DOCKER     all  --  anywhere             anywhere 
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             ctstate RELATED,ESTABLISHED 
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere 
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere 
DOCKER     all  --  anywhere             anywhere 
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             ctstate RELATED,ESTABLISHED 
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere 
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere 
 
Chain OUTPUT (policy ACCEPT) 
target     prot opt source               destination 
 
Chain DOCKER (2 references) 
target     prot opt source               destination 
ACCEPT     tcp  --  anywhere             172.18.0.4           tcp dpt:https 
ACCEPT     tcp  --  anywhere             172.18.0.4           tcp dpt:http 
 
Chain DOCKER-ISOLATION (1 references) 
target     prot opt source               destination 
DROP       all  --  anywhere             anywhere 
DROP       all  --  anywhere             anywhere 
RETURN     all  --  anywhere             anywhere

ソリューション
の https://docs.docker.com/v1.5/articles/networking/をチェックすると、Dockerコンテナのアクセ
スを1つののIPにするためののがえられます。

$ iptables -I DOCKER -i ext_if ! -s 8.8.8.8 -j DROP

、DOCKERテーブルのにルールをすることはいえです。 Dockerによってにされるルールにする
ことはなく、です。しかし、2つのな

まず、2つのIPからアクセスするがあるはどうすればよいでしょうかここでは1つのsrc IPだ
けをけれることができますが、のものはそれをぐをたずにされます。

•

に、ドッカーがインターネットにアクセスするがあるはどうすればよいですかサーバー
8.8.8.8だけがすることができるので、リクエストはにされません。

•

に、のロジックをしたいはどうしますかたとえば、HTTPプロトコルをしているWebサーバ
ーにアクセスするすべてのユーザーにアクセスできますが、そのすべてのアクセスをのIPに
します。

•
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のでは、 ipsetをうことができます。のルールで1つのIPをするわりに、みのIPセットからすべて
のIPをします。ボーナスとして、ipsetはiptableルールをするなしにすることができます。

$ iptables -I DOCKER -i ext_if -m set ! --match-set my-ipset src -j DROP

2のでは、これはファイアウォールのなです。ファイアウォールをしてサーバーにすることがされ
ている、ファイアウォールはサーバーがユーザーのにするようにするがあります。これは、され
たにするパケットをすることによってうことができる。ドッカーロジックの、のようになります
。

$ iptables -I DOCKER -i ext_if -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

のは1つのポイントにをてますiptablesのルールはです。に、いくつかのESTABLISHEDにするも
のをむをけれるためのロジックは、DROPルールのにDOCKERテーブルのにかなければなりませ
ん。

テーブルのにルールをするiptableの-Iオプションをするので、のiptablesルールはのでするがあり
ます。

// Drop rule for non matching IPs 
$ iptables -I DOCKER -i ext_if -m set ! --match-set my-ipset src -j DROP 
// Then Accept rules for established connections 
$ iptables -I DOCKER -i ext_if -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 
$ iptables -I DOCKER -i ext_if ... ACCEPT // Then 3rd custom accept rule 
$ iptables -I DOCKER -i ext_if ... ACCEPT // Then 2nd custom accept rule 
$ iptables -I DOCKER -i ext_if ... ACCEPT // Then 1st custom accept rule

これをにいて、このをすをすることができます。

Examples

DockerコンテナへのアクセスをIPセットにする

まず、にじてipsetをインストールします。それをうをるにはをしてください。として、Debianの
ようなディストリビューションのコマンドがあります。

$ apt-get update 
$ apt-get install ipset

に、ファイルをして、DockerコンテナへのアクセスをくIPをむIPセットをします。

$ vi /etc/ipfriends.conf 
# Recreate the ipset if needed, and flush all entries 
create -exist ipfriends hash:ip family inet hashsize 1024 maxelem 65536 
flush 
# Give access to specific ips 
add ipfriends XXX.XXX.XXX.XXX 
add ipfriends YYY.YYY.YYY.YYY
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このipsetをロードしてください。

$ ipset restore < /etc/ipfriends.conf

Dockerデーモンがされていることをしてください。のコマンドをしたでもエラーはされません。

$ docker ps

iptablesのルールをするがいました。あなたはをしなければなりません 。

// All requests of src ips not matching the ones from ipset ipfriends will be dropped. 
$ iptables -I DOCKER -i ext_if -m set ! --match-set ipfriends src -j DROP 
// Except for requests coming from a connection already established. 
$ iptables -I DOCKER -i ext_if -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

しいルールをするは、したすべてのカスタムルールをしてからしいルールをするがあります。

$ iptables -D DOCKER -i ext_if -m set ! --match-set ipfriends src -j DROP 
$ iptables -D DOCKER -i ext_if -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

Dockerデーモンのアクセスをする

です

のカスタムiptablesルール

です

オンラインでドッカーきのiptablesをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/9201/ドッカーきの
iptables
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29: ドッカーモード

き

スウォームは、 サービスをしてするくのDockerエンジンまたはノード です。 Swarmは、くのマ
シン、マシン、またはクラウドマシンにをするためにされます。

swarmをする docker swarm init [オプション]•

ノードまたはマネージャとして swarmにするdocker swarm join [オプション] HOSTPORT•

しいサービスをする ドッカーサービス[オプション]イメージ[コマンド] [ARG ...]•

1つまたはのサービスにするをする docker service inspect [オプション]サービス[サービス...]•

サービスをする ドッカーサービスls [オプション]•

1つのサービスをする ドッカーサービスrm SERVICE [SERVICE ...]•

1つまたはのレプリケートされたサービスをスケールする ドッカーサービススケール
SERVICE = REPLICAS [SERVICE = REPLICAS ...]

•

1つのサービスのタスクをします docker service ps [オプション] SERVICE [サービス...]•

サービス ドッカサービスのを[OPTIONS]サービス•

スウォームモードには、のがされています。

Docker Engineとされたクラスタ•
•

サービスモデル•
スケーリング•
のの•
マルチホストネットワーキング•
サービス•
ロードバランシング•
デフォルトでなデザイン•
プログラムの•

SwarmにするよりくののDockerドキュメント Swarmモードの

 

スターンモードCLIコマンド
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ドキュメントのコマンドのをクリックしてください  
 

れをする

docker swarm init [OPTIONS]

ノードおよび/またはマネージャとしてスウォームにする

docker swarm join [OPTIONS] HOST:PORT

しいサービスをする

docker service create [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...]

1つまたはのサービスにするをする

docker service inspect [OPTIONS] SERVICE [SERVICE...]

サービスの

docker service ls [OPTIONS]

1つのサービスをする

docker service rm SERVICE [SERVICE...]

1つまたはのレプリケートされたサービスのスケーリング

docker service scale SERVICE=REPLICAS [SERVICE=REPLICAS...]

1つのサービスのタスクをする

docker service ps [OPTIONS] SERVICE [SERVICE...]

サービスをする

docker service update [OPTIONS] SERVICE

Examples

docker-machineとVirtualBoxをってLinuxにswarmをする

# Create the nodes 
# In a real world scenario we would use at least 3 managers to cover the fail of one manager. 
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docker-machine create -d virtualbox manager 
docker-machine create -d virtualbox worker1 
 
# Create the swarm 
# It is possible to define a port for the *advertise-addr* and *listen-addr*, if none is 
defined the default port 2377 will be used. 
docker-machine ssh manager \ 
    docker swarm init \ 
    --advertise-addr $(docker-machine ip manager) 
    --listen-addr $(docker-machine ip manager) 
 
# Extract the Tokens for joining the Swarm 
# There are 2 different Tokens for joining the swarm. 
MANAGER_TOKEN=$(docker-machine ssh manager docker swarm join-token manager --quiet) 
WORKER_TOKEN=$(docker-machine ssh manager docker swarm join-token worker --quiet) 
 
 
# Join a worker node with the worker token 
docker-machine ssh worker1 \ 
    docker swarm join \ 
    --token $WORKER_TOKEN \ 
    --listen-addr $(docker-machine ip worker1) \ 
    $(docker-machine ip manager):2377 
 
 
 

ワーカーとマネージャのジョイントークンをべる

swarmにしいノードのプロビジョニングをするときは、swarmのしいトークンとアドミニストレ
ーターのアドバタイズされたアドレスをるがあります。これは、のマネージャノードのいずれか
でのコマンドをすることでできます。

# grab the ipaddress:port of the manager (second last line minus the whitespace) 
export MANAGER_ADDRESS=$(docker swarm join-token worker | tail -n 2 |  tr -d '[[:space:]]') 
 
# grab the manager and worker token 
export MANAGER_TOKEN=$(docker swarm join-token manager -q) 
export WORKER_TOKEN=$(docker swarm join-token worker -q)

-qオプションは、トークンのみをします。このオプションがなければ、swarmにするためのなコ
マンドがられます。

に、たにプロビジョニングされたノードで、あなたはswarmをってすることができます。

docker swarm join --token $WORKER_TOKEN $MANAGER_ADDRESS

こんにちはのアプリケーション

は、サービスのスタックをして、されたオーケストレーションされたアプリケーションをしたい
とえています。

なのWebアプリケーションは、データベース、API、フロントエンド、およびリバースプロキシ
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でされています。

データベースにはがなので、swarmのすべてのノードでされるファイルシステムがです。それは
、NAS、NFSサーバー、GFS2またはかのものにすることができます。それをすることはここで
はです。、Dockerにはのはまれておらず、されていません。このでは、すべてのノードに/nfs/ 

sharedロケーションがマウントされているとしています。

ネットワーク

いとできるようにするには、swarmのサービスがじネットワークにあるがあります。

IPここでは10.0.9.0/24 とネットワーク hello-network をし、コマンドをします。

docker network create \ 
  --driver overlay \ 
  --subnet 10.0.9.0/24 \ 
  --opt encrypted \ 
  hello-network

データベース

たちがとするのサービスはデータベースです。としてpostgresqlをってみましょう。 nfs/postgres
データベースのフォルダをし、これをします

docker service create --replicas 1 --name hello-db \ 
       --network hello-network -e PGDATA=/var/lib/postgresql/data \ 
       --mount type=bind,src=/nfs/postgres,dst=/var/lib/postgresql/data \ 
       kiasaki/alpine-postgres:9.5

--network hello-networkと--mountオプションをしたことにしてください。

API

APIのはこののです。したがって、 username/hello-apiにAPIイメージがあるとしましょう。

docker service create --replicas 1 --name hello-api \ 
       --network hello-network \ 
       -e NODE_ENV=production -e PORT=80 -e POSTGRESQL_HOST=hello-db \ 
       username/hello-api

データベースサービスのがされたことにしてください。 Docker swarmにはラウンドロビンDNS

サーバーがみまれているため、APIはDNSをしてデータベースにできます。

リバースプロキシ

たちのAPIをにするためにnginxサービスをしましょう。にnginxファイルをし、これをしてくださ
い

docker service create --replicas 1 --name hello-load-balancer \ 
       --network hello-network \ 
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       --mount type=bind,src=/nfs/nginx/nginx.conf,dst=/etc/nginx/nginx.conf \ 
       -p 80:80 \ 
       nginx:1.10-alpine

ポートをするために-pオプションをしたことにしてください。このポートは、swarmののノード
でできます。

ノードの

スウォームモードノード

アクティブとは、スケジューラがタスクをノードにりてることができることをします。•
Pauseはスケジューラーがしいタスクをノードにりてないが、のタスクはのままであること
をします。

•

ドレインはスケジューラがしいタスクをノードにりてないことをします。スケジューラは、
のタスクをすべてシャットダウンし、なノードでスケジューリングします。

•

モードのをするには

#Following commands can be used on swarm manager(s) 
docker node update --availability drain node-1 
#to verify: 
docker node ls

スウォームノードのまたは

ノードまたはノードのセットをdocker node promoteは、マネージャノードからdocker node promote

をします。

docker node promote node-3 node-2 
 
Node node-3 promoted to a manager in the swarm. 
Node node-2 promoted to a manager in the swarm.

ノードまたはノードのセットをdocker node demoteは、マネージャノードからdocker node demoteを
します。

docker node demote node-3 node-2 
 
Manager node-3 demoted in the swarm. 
Manager node-2 demoted in the swarm.

をれて

ワーカーノード

#Run the following on the worker node to leave the swarm. 
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docker swarm leave 
Node left the swarm.

ノードにManagerロールがあるは、 マネージャのをするためのがされます。 --forceをすると、マ
ネージャノードをすることができます。

#Manager Node 
 
docker swarm leave --force 
Node left the swarm.

Swarmをれたノードは、ききdocker node lsにされます。

リストからノードをするには

docker node rm node-2 
 
node-2

オンラインでドッカーモードをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/749/ドッカーモード
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30: ランニングサービス

Examples

よりなサービスをする

のでは、 visualizerというのサービスをします。カスタムラベルをし、サービスのポートを
8080から9090にマップします。さらに、ホストのディレクトリをサービスにバインドしてバイン
ドします。

docker service create \ 
        --name=visualizer \ 
        --label com.my.custom.label=visualizer \ 
        --publish=9090:8080 \ 
        --mount type=bind,source=/var/run/docker.sock,target=/var/run/docker.sock \ 
        manomarks/visualizer:latest

シンプルなサービスの

このなでは、ポート80でくことができるのWebサービスをします。

docker service create \ 
    --publish 80:80 \ 
    tutum/hello-world

サービスの

このなでは、「visualizer」というのサービスがされます。

docker service rm visualizer

サービスのスケーリング

このでは、サービスを4つのインスタンスにします。

docker service scale visualizer=4

Docker Swarm Modeでは、サービスをしません。これをゼロにスケールダウンします。

docker service scale visualizer=0

オンラインでランニングサービスをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/8802/ランニングサー
ビス

https://riptutorial.com/ja/home 111

https://riptutorial.com/ja/docker/topic/8802/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
https://riptutorial.com/ja/docker/topic/8802/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
https://riptutorial.com/ja/docker/topic/8802/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9


31: ロギング

Examples

systemdサービスでのログドライバの

[Service] 
 
# empty exec prevents error "docker.service has more than one ExecStart= setting, which is 
only allowed for Type=oneshot services. Refusing." 
ExecStart= 
ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// --log-driver=syslog

これにより、ドッカーデーモンのsyslogログがになります。このファイルは、は
/etc/systemd/system/docker.service.d 16.04などのrootをつなディレクトリにするがあります。

Dockerのロギングのアプローチは、ログをコンソール/にきむようにコンテナをすることです。

ログをファイルにきむコンテナがすでにあるは、シンボリックリンクをしてリダイレクトするこ
とができます。

ln -sf /dev/stdout /var/log/nginx/access.log 
ln -sf /dev/stderr /var/log/nginx/error.log

これをした、さまざまなログドライバをしてなにログをくことができます。

オンラインでロギングをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/7378/ロギング
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32: なNode.jsアプリケーションの

Examples

コンテナのBasic Node.jsアプリケーションの

ここでするでは、システムでするDockerのインストールと、Node.jsののながあることをとしてい
ます。 Dockerのいをっているなら、Node.jsフレームワークをシステムにインストールするはな
く、Dockerからなnodeイメージのlatestバージョンをすることがらかです。したがって、にじて
、コマンドdocker pull nodeにイメージをダウンロードすることができdocker pull node 。 コマン
ドはドッカーからnodeイメージのバージョンをにpullsします。

すべてのアプリケーションファイルがするディレクトリをします。アプリケーションとをす
るpackage.jsonファイルをこのディレクトリにします。あなたのpackage.jsonファイルはのよ
うになります

 { 
   "name": "docker_web_app", 
   "version": "1.0.0", 
   "description": "Node.js on Docker", 
   "author": "First Last <first.last@example.com>", 
   "main": "server.js", 
   "scripts": { 
     "start": "node server.js" 
   }, 
   "dependencies": { 
     "express": "^4.13.3" 
   } 
 }

1. 

Node.jsでするがあるは、、Webアプリケーションをするserverファイルをしserver 。この
、 Express.jsフレームワークバージョン4.13.3をします。なserver.jsファイルはのようにな
ります。

 var express = require('express'); 
 var PORT = 8080; 
 var app = express(); 
 app.get('/', function (req, res) { 
   res.send('Hello world\n'); 
 }); 
 
 app.listen(PORT); 
 console.log('Running on http://localhost:' + PORT);

2. 

Dockerにしているは、 DockerfileをしてDockerfile 。 Dockerfileは、アプリケーションにわ
せてカスタマイズされたカスタムイメージをするためになすべてのコマンドをむテキストフ
ァイルです。

3. 
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のディレクトリにDockerfileというののテキストファイルをします。 Windowsをするはです。 
Linuxでは、アプリケーションになすべてのファイルがされているディレクトリでtouch 

Dockerfileをすることができます。のテキストエディタでDockerfileをき、のをします。

FROM node:latest 
RUN mkdir -p /usr/src/my_first_app 
WORKDIR /usr/src/my_first_app 
COPY package.json /usr/src/my_first_app/ 
RUN npm install 
COPY . /usr/src/my_first_app 
EXPOSE 8080

FROM node:latestは、Dockerデーモンにするイメージをします。このは、 Docker Hubからな
のDockerイメージnode latestバージョンをします。

•

このイメージので、なすべてのファイルをむディレクトリをし、このディレクトリをアプリ
ケーションのディレクトリとしてするようにデーモンにします。このために、

  RUN mkdir -p /usr/src/my_first_app 
  WORKDIR /usr/src/my_first_app

•

に、イメージの/usr/src/my_first_appディレクトリに、をむappをするpackage.jsonファイル
をして、アプリケーションのをインストールします。々はこれをう

  COPY package.json /usr/src/my_first_app/ 
  RUN npm install 

•

にCOPY . /usr/src/my_first_appをタイプしCOPY . /usr/src/my_first_appをCOPY . 

/usr/src/my_first_appして、すべてのアプリケーションファイルとソースコードをイメージ
のディレクトリにします。

•

に、 EXPOSEディレクティブをして、アプリケーションがポート8080バインドしているため、
のコンテナのポート8080をコンテナのマッピングをしてするようにデーモンにします。

•

のステップでは、デーモンにして、なnpm startコマンドをして、イメージでコマンドnode 

server.jsをするようします。コマンドにをるCMDディレクティブをします。

  CMD [ "npm", "start" ] 

•

たちは、その、.dockerignoreとじディレクトリにファイルをDockerfileたちのコピーをする
ためにnode_modulesドッカーのへコピーされることから、のNode.jsシステムのインストール
でしてログを。 .dockerignoreファイルのはのとおりです。

 node_modules 
 npm-debug.log

4. 

5. 
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あなたのイメージをする
Docker Dockerfileをむディレクトリにし、のコマンドをしてDockerイメージをします。 -tフラグ
をすると、にタグをけることができますので、でdocker imagesコマンドをしてつけやすくなりま
す。

    $ docker build -t <your username>/node-web-app .

あなたのはDockerによってリストされます。のコマンドをしてをする

$ docker images 
 
REPOSITORY                      TAG        ID              CREATED 
node                            latest     539c0211cd76    10 minutes ago 
<your username>/node-web-app    latest     d64d3505b0d2    1 minute ago

イメージの
6. 

アプリケーションコンテンツ、 nodeベースイメージ、およびDockerfileをしてしたばかりのイメー
ジをできるようになりDockerfile 。しくされた<your username>/node-web-appイメージをします。 
docker runコマンドに-dスイッチをすると、デタッチモードでコンテナがされ、コンテナはバック
グラウンドでされます。 -pフラグは、パブリックポートをコンテナのプライベートポートにリダ
イレクトします。のコマンドをして、ビルドしたイメージをします。

$ docker run -p 49160:8080 -d <your username>/node-web-app

ターミナルでdocker psをして、アプリケーションのをします。はのようになります。

 CONTAINER ID        IMAGE                         COMMAND             CREATED 
STATUS              PORTS                     NAMES 
 7b701693b294      <your username>/node-web-app   "npm start"         20 minutes ago 
Up 48 seconds       0.0.0.0:49160->8080/tcp   loving_goldstine

7. 

docker logs <CONTAINER ID>してアプリケーションのをします。この、 docker logs 7b701693b294で
す。

Running on http://localhost:8080

docker psからられるポートマッピングは0.0.0.0:49160->8080/tcpです。したがって、Docker

はコンテナのの8080ポートをホストマシンのポート49160にマップしました。ブラウザでは
、 localhost:49160できます。

8. 

curlをしてアプリをびすこともできます

$ curl -i localhost:49160 
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HTTP/1.1 200 OK 
X-Powered-By: Express 
Content-Type: text/html; charset=utf-8 
Content-Length: 12 
Date: Sun, 08 Jan 2017 14:00:12 GMT 
Connection: keep-alive 
 
Hello world 

オンラインでなNode.jsアプリケーションのをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/8754/な
node-jsアプリケーションの
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33: のコンテナにのデータをす

Examples

コンテナにをす

それほどではない docker inspectされるためは、を

docker run

といった

docker run -e password=abc

またはファイルに

docker run --env-file myfile

myfileにめることができる

password1=abc password2=def

それらをボリュームにれることもです

docker run -v $(pwd)/my-secret-file:/secret-file

いくつかのよりい、

keywhiz https://square.github.io/keywhiz/

https://www.hashicorp.com/blog/vault.html

crypt https://xordataexchange.github.io/crypt/で etcd

オンラインでのコンテナにのデータをすをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/6481/のコンテ
ナにのデータをす
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34: のコンテナの
docker inspect [オプション] CONTAINER | IMAGE [CONTAINER | IMAGE ...]•

Examples

コンテナをする

なコンテナにするすべてのをするには

docker inspect <container>

コンテナからのをする

コンテナからのをするには、のコマンドをします。

docker inspect -f '<format>' <container>

たとえば、のコマンドをしてネットワークをできます。

docker inspect -f '{{ .NetworkSettings }}' <container>

IPアドレスだけをすることもできます

docker inspect -f '{{ .NetworkSettings.IPAddress }}' <container>

パラメータ-fはフォーマットをし、Go Templateをとしてけってされるものをフォーマットします
が、これはしいリターンをもたらさないので、してみてください

docker inspect -f '{{ json .NetworkSettings }}' {{containerIdOrName}}

jsonキーワードはJSONとしてリターンをもたらします。

だから、しヒントは、JSONをフォーマットするためにPythonをすることです。

docker inspect -f '{{ json .NetworkSettings }}' <container> | python -mjson.tool

そして、あなたは、ドッカーのかをして、できれいにえるようにすることができます。

docker inspectコマンドのをけるために、 " jq "というユーティリティをうこともできます。

docker inspect -f '{{ json .NetworkSettings }}' aa1 | jq [.Gateway]
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のコマンドは、のをします。

[ 
  "172.17.0.1" 
]

このは、には1つのをむリストです。によっては、 docker inspectがいくつかののリストをし、の
をしたいがあります。たとえば、 Config.Envにのがまれている、 indexをしてこのリストののをで
きindex 。

docker inspect --format '{{ index (index .Config.Env) 0 }}' <container>

のはゼロでインデックスけされます。つまり、このリストの2のはインデックス1ます。

docker inspect --format '{{ index (index .Config.Env) 1 }}' <container>

lenをうと、リストのをることができます

docker inspect --format ‘{{ len .Config.Env }}’ <container>

また、のをすると、リストののをすることができます。

docker inspect –format “{{ index .Config.Cmd $[$(docker inspect –format ‘{{ len .Config.Cmd 
}}’ <container>)-1]}}” <container>

いくつかのdocker inspectは、キーのとしてされていますここでは、 docker inspectのです。

"Config": { "Hostname": "8255f4804dde", "Domainname": "", "User": "spotify", "AttachStdin": 
false, "AttachStdout": false, "AttachStderr": false, "Tty": false, "OpenStdin": false, 
"StdinOnce": false, "Env": [ "DISPLAY=unix:0", 
"PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin", "HOME=/home/spotify" ], 
"Cmd": [ "-stylesheet=/home/spotify/spotify-override.css" ], "Image": "jess/spotify", "Volumes": 
null, "WorkingDir": "/home/spotify", "Entrypoint": [ "spotify" ], "OnBuild": null, "Labels": {} 
},

はConfigセクションのをします

docker inspect -f '{{.Config}}' 825

{8255f4804dde spotify false false false map[] false false false [DISPLAY=unix:0 
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin HOME=/home/spotify] [-
stylesheet=/home/spotify/spotify-override.css] false jess/spotify map[] /home/spotify [spotify] 
false [] map[] }

Config.Imageののようなのフィールド

docker inspect -f '{{index (.Config) "Image" }}' 825

jess/spotify

またはConfig.Cmd

docker inspect -f '{{.Config.Cmd}}' 825
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[-stylesheet=/home/spotify/spotify-override.css]

をする

イメージをするために、リポジトリとタグからなるイメージIDまたはイメージをすることができ
ます。う、あなたはCentOS 6のイメージをっています

➜  ~ docker images 
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE 
centos              centos6             cf2c3ece5e41        2 weeks ago         194.6 MB

この、のいずれかをできます。

➜ ~ docker inspect cf2c3ece5e41•
➜ ~ docker inspect centos:centos6•

これらのコマンドはとも、JSONでなすべてのをします

[ 
    { 
        "Id": "sha256:cf2c3ece5e418fd063bfad5e7e8d083182195152f90aac3a5ca4dbfbf6a1fc2a", 
        "RepoTags": [ 
            "centos:centos6" 
        ], 
        "RepoDigests": [], 
        "Parent": "", 
        "Comment": "", 
        "Created": "2016-07-01T22:34:39.970264448Z", 
        "Container": "b355fe9a01a8f95072e4406763138c5ad9ca0a50dbb0ce07387ba905817d6702", 
        "ContainerConfig": { 
            "Hostname": "68a1f3cfce80", 
            "Domainname": "", 
            "User": "", 
            "AttachStdin": false, 
            "AttachStdout": false, 
            "AttachStderr": false, 
            "Tty": false, 
            "OpenStdin": false, 
            "StdinOnce": false, 
            "Env": [ 
                "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" 
            ], 
            "Cmd": [ 
                "/bin/sh", 
                "-c", 
                "#(nop) CMD [\"/bin/bash\"]" 
            ], 
            "Image": 
"sha256:cdbcc7980b002dc19b4d5b6ac450993c478927f673339b4e6893647fe2158fa7", 
            "Volumes": null, 
            "WorkingDir": "", 
            "Entrypoint": null, 
            "OnBuild": null, 
            "Labels": { 
                "build-date": "20160701", 
                "license": "GPLv2", 
                "name": "CentOS Base Image", 
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                "vendor": "CentOS" 
            } 
        }, 
        "DockerVersion": "1.10.3", 
        "Author": "https://github.com/CentOS/sig-cloud-instance-images", 
        "Config": { 
            "Hostname": "68a1f3cfce80", 
            "Domainname": "", 
            "User": "", 
            "AttachStdin": false, 
            "AttachStdout": false, 
            "AttachStderr": false, 
            "Tty": false, 
            "OpenStdin": false, 
            "StdinOnce": false, 
            "Env": [ 
                "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" 
            ], 
            "Cmd": [ 
                "/bin/bash" 
            ], 
            "Image": 
"sha256:cdbcc7980b002dc19b4d5b6ac450993c478927f673339b4e6893647fe2158fa7", 
            "Volumes": null, 
            "WorkingDir": "", 
            "Entrypoint": null, 
            "OnBuild": null, 
            "Labels": { 
                "build-date": "20160701", 
                "license": "GPLv2", 
                "name": "CentOS Base Image", 
                "vendor": "CentOS" 
            } 
        }, 
        "Architecture": "amd64", 
        "Os": "linux", 
        "Size": 194606575, 
        "VirtualSize": 194606575, 
        "GraphDriver": { 
            "Name": "aufs", 
            "Data": null 
        }, 
        "RootFS": { 
            "Type": "layers", 
            "Layers": [ 
                "sha256:2714f4a6cdee9d4c987fef019608a4f61f1cda7ccf423aeb8d7d89f745c58b18" 
            ] 
        } 
    } 
]

のをする

--format inspectは、-- --formatオプションをってGo Templatesをサポートして--formatます。これ
により、のツールであるpipe / sed / grepにらずに、スクリプトのをめることができます。

コンテナのIPをする 
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docker inspect --format '{{ .NetworkSettings.IPAddress }}' 7786807d8084

これは、ロードバランサののダイレクトネットワークアクセスにちます。

コンテナinitをする PID 

docker inspect --format '{{ .State.Pid }}' 7786807d8084

これは、 /procやstraceなどのツールをしたよりなにちます。

な 

docker inspect --format 'Container {{ .Name }} listens on {{ .NetworkSettings.IPAddress }}:{{ 
range $index, $elem := .Config.ExposedPorts }}{{ $index }}{{ end }}' 5765847de886 7786807d8084

Container /redis listens on 172.17.0.3:6379/tcp 
Container /api listens on 172.17.0.2:4000/tcp

docker inspectをしてコンテナログをデバッグする

docker inspectコマンドをして、コンテナログをデバッグすることができます。

コンテナのstdoutとstderrをチェックして、 docker inspectをしてできるコンテナをデバッグしま
す。

コマンド docker inspect <container-id> | grep Source

これは、stdoutとstderrのコンテナーのをします。

のコンテナのstdout / stderrの

docker logs --follow <containerid>

これは、のコンテナのをテールします。これは、dockerデーモンにロギングドライバをしていな
いにです。

オンラインでのコンテナのをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/1336/のコンテナの
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35: の

パラメーター

パラメータ

- く Dockerfileのりのをするにベースイメージ FROM がであることをします。

Examples

Dockerfileからをする

あなたはDockerfileをっていたら、して、それからイメージをすることができdocker build 。この
コマンドのなはのとおりです。

docker build -t image-name path

DockerfileのがDockerfileでないは、 -fフラグをしてビルドするDockerfileのをできます。

docker build -t image-name -f Dockerfile2 .

たとえば、のディレクトリのDockerfileからdockerbuild-example:1.0.0というのイメージをするに
は

$ ls 
Dockerfile Dockerfile2 
 
$ docker build -t dockerbuild-example:1.0.0 . 
 
$ docker build -t dockerbuild-example-2:1.0.0 -f Dockerfile2 .

そののオプションとについては、 docker buildにするドキュメントをしてください。

ないは、ユーザーのホームディレクトリ ~ にDockerファイルをすることです。これはいえdocker 

build -t mytag .なぜなら、 docker build -t mytag .にdocker build -t mytag .このメッセージはい
されます

コンテキストのアップロード

は、すべてのユーザーのファイルホームディレクトリとそのサブディレクトリのをコピーしよう
としているドッカーデーモンです。にDockerfileのディレクトリをすることでこれをけてください
。

.dockerignoreファイルをビルドディレクトリにすることはいです。そのは.gitignoreファイルにて
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おり、なファイルとディレクトリだけがビルドのコンテキストとしてアップロードされるように
します。

シンプルなDockerfile

FROM node:5

FROMディレクティブは、するイメージをします。のなをすることができる。

WORKDIR /usr/src/app

WORKDIRディレクティブはコンテナののディレクトリをします。コンテナのcdをするのとじです。  
RUN cdはのディレクトリをしません 。

RUN npm install cowsay knock-knock-jokes

RUNは、コンテナでされたコマンドをします。

COPY cowsay-knockknock.js ./

COPYコピーコンテキストからのでされたファイルまたはディレクトリpathにされるdocker build 

path 2のでされたコンテナのに。

CMD node cowsay-knockknock.js

CMDは、イメージがされ、コマンドがえられていないときにするコマンドをします。これは、 
docker runコマンドをすことによってにすることができます。

そののくのとオプションがあります。なリストについては、 Dockerfileリファレンスをしてくだ
さい。

ENTRYPOINTとCMDのい

ビルドされたイメージでデフォルトでするコマンドをするDockerfileディレクティブが2つありま
す。 CMDのみをすると、 ENTRYPOINTはデフォルトのENTRYPOINT  /bin/sh -cをしてそのコマンドをし
ます。ビルドされたイメージをするときに、エントリポイントとコマンドのどちらか、またはを
オーバーライドすることができます。をすると、 ENTRYPOINTはコンテナプロセスのファイルをし
、そのファイルのパラメータとしてCMDがされます。

たとえば、 Dockerfileに

FROM ubuntu:16.04 
CMD ["/bin/date"]

に、 /bin/sh -cのデフォルトのENTRYPOINTディレクティブをし、そのデフォルトのエントリポイン
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トで/bin/dateをしています。コンテナプロセスのコマンドは、 /bin/sh -c /bin/date 。このイメ
ージをすると、デフォルトでのがされます

$ docker build -t test . 
$ docker run test 
Tue Jul 19 10:37:43 UTC 2016

コマンドラインでCMDをにすることができます。この、したコマンドがされます。

$ docker run test /bin/hostname 
bf0274ec8820

ENTRYPOINTディレクティブをすると、Dockerはそのファイルをし、 CMDディレクティブはコマンド
のデフォルトパラメータをします。あなたのDockerfileまれるもの

FROM ubuntu:16.04 
ENTRYPOINT ["/bin/echo"] 
CMD ["Hello"]

その、それをします

$ docker build -t test . 
$ docker run test 
Hello

にじてさまざまなパラメータをできますが、すべてが/bin/echoします

$ docker run test Hi 
Hi

Dockerfileにリストされているエントリポイントをきするつまり、このコンテナにechoのコマンド
をするは、コマンドラインで--entrypointパラメータをするがあります。

$ docker run --entrypoint=/bin/hostname test 
b2c70e74df18

、 ENTRYPOINTディレクティブをして、するメインアプリケーションとCMDをデフォルトのパラメー
タにポイントします。

Dockerファイルにポートをする

EXPOSE <port> [<port>...]

Dockerのドキュメントから

EXPOSEは、コンテナがにされたネットワークポートをリッスンすることをDockerにし
ます。 EXPOSEは、コンテナのポートをホストからアクセスにしません。そのためには
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、ポートをするには-pフラグをするか、されているすべてのポートをするには-Pフラ
グをするがあります。 1つのポートをし、のでにすることができます。

Dockerfileので

EXPOSE 8765

ホストマシンからこのポートにアクセスするには、このをdocker runコマンドにめます。

-p 8765:8765

とパラメータとしてられるENTRYPOINTとCMD

あなたがDockerfileでわるとしましょう

ENTRYPOINT [ "nethogs"] CMD ["wlan0"]

このを

docker built -t inspector .

そのようなDockerfileでされたイメージをのようなコマンドでします。

docker run -it --net=host --rm inspector

nethogsはwlan0というのインタフェースをします

インターフェイスeth0またはwlan1、またはra1 ...をするは、のようになります

docker run -it --net=host --rm inspector eth0

または

docker run -it --net=host --rm inspector wlan1

ドッカーハブまたはのレジストリにをプッシュしてプルする

ローカルでされたイメージは、 Docker Hubまたはレジストリとばれるのドッカーrepoホストにプ
ッシュできます。 docker loginをして、のドッカーハブアカウントにサインインします。

docker login 
 
Login with your Docker ID to push and pull images from Docker Hub. 
If you don't have a Docker ID, head over to https://hub.docker.com to create one. 
 
Username: cjsimon 
Password: 
Login Succeeded

サーバーをすることによって、のドッカーレジストリをすることができます。これは、プライベ
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ートまたはホストのレジストリでもします。さらに、のためにストアをすることもです。

docker login quay.io

その、ログインしているレジストリににタグをけてプッシュすることができます。リポジトリは
、 server/username/reponame:tagとしてするがあります。、サーバーをするとDocker Hubがデフォ
ルトになります。 デフォルトレジストリはのプロバイダにすることはできず、このをするはあり
ません 。

docker tag mynginx quay.io/cjsimon/mynginx:latest

なるタグをして、じイメージのなるバージョンまたはブランチをすことができます。のなるタグ
をむでは、タグがじリポジトリにされます。

docker imagesをして、しくタグけされたイメージをめ、ローカルマシンにインストールされてい
るインストールみイメージのリストをします。にプッシュをしてレジストリにアップロードし、
プルダウンしてイメージをダウンロードします。

docker push quay.io/cjsimon/mynginx:latest

イメージのすべてのタグは、 -aオプションをすることで-aできます

docker pull quay.io/cjsimon/mynginx:latest

プロキシをしたビルド

Dockerイメージをするとき、Dockerfileには、インターネットからリソースをするためのプログ
ラムをするためのがまれていますえば、GitHubでプログラムバイナリビルドをするwgetなど。

Dockerにされたをして、そのようなプログラムがプロキシをしてそれらのフェッチをするように
することはです

$ docker build --build-arg http_proxy=http://myproxy.example.com:3128 \ 
               --build-arg https_proxy=http://myproxy.example.com:3128 \ 
               --build-arg no_proxy=internal.example.com \ 
               -t test .

build-argはビルドにのみなです。

オンラインでのをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/713/の
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36: をつサービスの
docker volume create --name <volume_name><volume_name>というボリュームをします
。

•

docker run -v <volume_name><mount_point> -d crramirez / limesurveylatestコンテナの<
mount_point>ディレクトリに<volume_name>ボリュームをマウントします

•

パラメーター

パラメータ

--name <ボリューム> するボリュームをする

-v <ボリューム><マウントポイント> したボリュームをコンテナにマウントするをする

パーシスタンスは、ボリュームをしてドッカーコンテナにされます。 Dockerには、ボリュームを
するくのがあります。きボリュームはのようににです。

これらは、-vオプションをしてコンテナをしてもされます。•

きボリュームをするのは、ドッカーボリュームrmをにびすことです•

されたボリュームは、リンクせずにコンテナですることも、オプションから--volumes-from

をすることもできます。
•

マウントされたボリュームにはアクセスのはありません。•
らはドッカーのボリュームコマンドをしてすることができます。•

Examples

きボリュームによる

パーシスタンスは、ボリュームをしてドッカーコンテナにされます。 Limesurveyコンテナをし、
データベース、アップロードされたコンテンツとをきボリュームにしましょう

docker volume create --name mysql 
docker volume create --name upload 
 
docker run -d --name limesurvey -v mysql:/var/lib/mysql -v upload:/app/upload -p 80:80 
crramirez/limesurvey:latest

きボリュームのコンテンツをバックアップする

ボリュームをマウントするためのコンテナをするがあります。それをアーカイブし、たちのホス
トにアーカイブをダウンロードしてください。
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にいくつかのデータをむデータボリュームをしましょう

docker volume create --name=data 
echo "Hello World" |  docker run -i --rm=true -v data:/data ubuntu:trusty tee /data/hello.txt

データをバックアップしましょう

docker run -d --name backup -v data:/data ubuntu:trusty tar -czvf /tmp/data.tgz /data 
docker cp backup:/tmp/data.tgz data.tgz 
docker rm -fv backup

テストしましょう

tar -xzvf data.tgz 
cat data/hello.txt

オンラインでをつサービスのをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/7429/をつサービスの
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37: の
ドッカー[オプション] [リポジトリ[TAG]]•

docker inspect [オプション] CONTAINER | IMAGE [CONTAINER | IMAGE ...]•

ドッカープル[オプション][TAG | @DIGEST]•

ドッカーrmi [オプション]イメージ[イメージ...]•

ドッカータグ[オプション][タグ] [レジストリホスト/] [ユーザー/][TAG]•

Examples

Docker Hubからをする

、はDocker Hubからにされます。 Dockerは、DockerホストにまだしていないDocker Hubからを
しようとします。えば、してdocker run ubuntuするときubuntuイメージがドッカーホストになって
いないのは、ドッカーは、のプルをしますubuntuイメージを。 docker pullをしてDocker Hubから
でイメージをまたはすることによって、イメージをにプルすることができます。

docker pull ubuntu 
docker pull ubuntu:14.04

のイメージレジストリからプルする、またはのバージョンのイメージをプルするためのオプショ
ンがします。レジストリをすには、フルイメージとオプションのバージョンをします。たとえば
、のコマンドは、 ubuntu:14.04イメージをregistry.example.comレジストリからubuntu:14.04しよう
とします。

docker pull registry.example.com/username/ubuntu:14.04

ローカルにダウンロードされたの

$ docker images 
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE 
hello-world         latest              693bce725149        6 days ago          967 B 
postgres            9.5                 0f3af79d8673        10 weeks ago        265.7 MB 
postgres            latest              0f3af79d8673        10 weeks ago        265.7 MB

の

イメージのをるDockerコマンドは、4つのなるをけれます。

タイプ

ショート
ID

693bce725149
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タイプ

hello-world デフォルトは:latestタグ

+タグ hello-world:latest

ダイジェ
スト

hello-
world@sha256:e52be8ffeeb1f374f440893189cd32f44cb166650e7ab185fa7735b7dc48d619

がそのダイジェストをしてにっられたにのみ、ダイジェストでをできます。イメージのダイジェ
ストをするにはな、 docker images --digestsします。

の

docker rmiコマンドはイメージをするためにされます

docker rmi <image name>

イメージをするには、なイメージをするがあります。イメージにレジストリをするタグがいてい
ないり、レジストリをするがあります。えば

docker rmi registry.example.com/username/myAppImage:1.3.5

わりにIDでをすることもできます

docker rmi 693bce725149

、されたがでないり、IDののだけをすることで、IDでをすることができます。

docker rmi 693

イメージは、そのイメージをするのコンテナがあってもできます。ドッカーrmiはイメ
ージをに「タグけ」しません。

コンテナがをしていないは、ガベージコレクションされます。コンテナがイメージをしている、
それをするすべてのコンテナがされると、そのイメージはガベージコレクションされます。えば

$ docker ps -a 
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED                  STATUS 
PORTS               NAMES 
5483657ee07b        hello-world         "/hello"            Less than a second ago   Exited 
(0) 2 seconds ago                       small_elion 
 
$ docker rmi hello-world 
Untagged: hello-world:latest 
 
$ docker ps -a 
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED                  STATUS 
PORTS               NAMES 
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5483657ee07b        693bce725149        "/hello"            Less than a second ago   Exited 
(0) 12 seconds ago                       small_elion

されていないコンテナですべてのイメージをする

コンテナのないすべてのローカルイメージをするには、イメージのリストをパラメータとしてし
ます。

docker rmi $(docker images -qa)

すべてのを

されたコンテナがあるかどうかにかかわらずイメージをするには、フラグ -f をします。

docker rmi -f $(docker images -qa)

ダングリングをする

イメージがタグけされておらず、コンテナによってされていない、イメージは「ぶらがっている
」ため、のようにされるがあります。

docker images -q --no-trunc -f dangling=true | xargs -r docker rmi

Docker Hubでをする

コマンドをすると、 Docker Hubでをできます。

docker search <term>

えば

$ docker search nginx 
NAME                      DESCRIPTION                                     STARS     OFFICIAL 
AUTOMATED 
nginx                     Official build of Nginx.                        3565      [OK] 
jwilder/nginx-proxy       Automated Nginx reverse proxy for docker c...   717 
[OK] 
richarvey/nginx-php-fpm   Container running Nginx + PHP-FPM capable ...   232 
[OK] 
...

の

docker inspect <image>

はJSONです。 jqコマンドラインユーティリティをして、のキーのみをしてすることができます
。
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docker inspect <image> | jq -r '.[0].Author'

のコマンドはのをします。

にタグをける

にタグをけると、さまざまなのバージョンをするのにです。

docker tag ubuntu:latest registry.example.com/username/ubuntu:latest

タグけのの

docker tag myApp:1.4.2 myApp:latest 
docker tag myApp:1.4.2 registry.example.com/company/myApp:1.4.2

Dockerイメージのとみみ

docker save -o ubuntu.latest.tar ubuntu:latest

このコマンドは、 ubuntu:latestイメージをのディレクトリにubuntu.latest.tarというのtarballアー
カイブとしてします。このtarballアーカイブは、 rsyncなどをしてのホストにするか、ストレージ
にアーカイブすることができます。

tarballがされると、のコマンドはファイルからイメージをします

docker load -i /tmp/ubuntu.latest.tar

、 ubuntu:latestからコンテナをすることはです。のようにubuntu:latestイメージです。

オンラインでのをむ https://riptutorial.com/ja/docker/topic/690/の
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