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はじめに 
CloudCenter のコマンドライン アクセスは、CloudCenter コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用して複数の機能を実行するために、経験豊富な 
CloudCenter プラットフォーム、システム、およびテナント管理者が使用可能です。CloudCenter CLI によって、さらに別の形式の CliQr との相互作用が可

能です。 
 
 

Rerun Bash フレームワーク 
CloudCenter CLI は、再実行 Bash フレームワーク（複数 CliQr API を呼び出す CloudCenter のスクリプトを整理するために CliQr が使用するモジュラ型

シェル自動化フレームワーク）に基づいています。 
 
 

タイムスタンプ形式 
CloudCenter CLI は、ミリ秒レベルまでの Unix エポック時間をサポートしています。 

 
CloudCenter API は日付と時間帯に依存しません。 

 
 

CLI の前提条件 
CloudCenter CLI を使用するには、次の前提条件に対応していることを確認してください。 
 

● 対応 OS：Linux、OS X、Unix、および Windows CYGWIN。 
● CloudCenter CLI のセットアップ プロセスは、Bash バージョン 4.x をすでにインストール済みであることを前提としています。 
● Mac ユーザ： 

● CloudCenter CLI のセットアップ プロセスは、Mac 用の XCode が最新バージョンであることを前提としています。 
● 次のコマンドを使用して、Homebrew をインストールします（Bash の更新に必要）。 

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" 
● CliQr CLI のセットアップ プロセスは、次のユーティリティをすでにインストール済みであることを前提としています。 

● 一部の Mac コンピュータでは、バージョンが古い Bash フレームワークが使用されています。このような場合は、Bash バージョン 
4.x を使用するように Mac を更新します。 

a. Bash バージョンを確認します。 
bash -version && which bash 

b. 最新の bash バージョンを取得します。 
brew install bash 
このコマンドは、bash を /usr/local/cellar/bash/4.*/bin/bash にインストールします 

c. 古い bash と sh のバージョンは、引き続き /bin フォルダ内に存在します。新しい bash バージョンをインストールした後、

古い実行可能ファイルの名前を変更します 
$ sudo mv /bin/bash /bin/bash_old 
$ sudo mv /bin/sh /bin/sh_old 

d. シンボリック リンクを新しくインストールされた bash バージョンに置き換えます（または作成します）。 
$ sudo ln -s /usr/local/Cellar/bash/4.*/bin/bash /bin/bash 
$ sudo ln -s /usr/local/Cellar/bash/4.*/bin/bash /bin/sh 

 
 

CloudCenter CLI の設定 
「CloudCenter CLI の設定」を参照してください。 
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はじめに 
CloudCenter のコマンドライン アクセスは、CloudCenter コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用して複数の機能を実行するために、経験豊富な 
CloudCenter プラットフォーム、システム、およびテナント管理者が使用可能です。CloudCenter CLI によって、さらに別の形式の CliQr との相互作用が可

能です。 
 

Rerun Bash フレームワーク 
CloudCenter CLI は、再実行 Bash フレームワーク（複数 CliQr API を呼び出す CloudCenter のスクリプトを整理するために CliQr が使用するモジュラ型

シェル自動化フレームワーク）に基づいています。 
 

タイムスタンプ形式 
CloudCenter CLI は、ミリ秒レベルまでの Unix エポック時間をサポートしています。 

 
CloudCenter API は日付と時間帯に依存しません。 

 

CLI の前提条件 
CloudCenter CLI を使用するには、次の前提条件に対応していることを確認してください。 
 

● 対応 OS：Linux、OS X、Unix、および Windows CYGWIN。 
● CloudCenter CLI のセットアップ プロセスは、Bash バージョン 4.x をすでにインストール済みであることを前提としています。 
● Mac ユーザ： 

● CloudCenter CLI のセットアップ プロセスは、Mac 用の XCode が最新バージョンであることを前提としています。 
● 次のコマンドを使用して、Homebrew をインストールします（Bash の更新に必要）。 

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" 
● CliQr CLI のセットアップ プロセスは、次のユーティリティをすでにインストール済みであることを前提としています。 

● 一部の Mac コンピュータでは、バージョンが古い Bash フレームワークが使用されています。このような場合は、Bash バージョン 
4.x を使用するように Mac を更新します。 

a. Bash バージョンを確認します。 
bash -version && which bash 

b. 最新の bash バージョンを取得します。 
brew install bash 
このコマンドは、bash を /usr/local/cellar/bash/4.*/bin/bash にインストールします 

c. 古い bash と sh のバージョンは、引き続き /bin フォルダ内に存在します。新しい bash バージョンをインストールした後、

古い実行可能ファイルの名前を変更します 
$ sudo mv /bin/bash /bin/bash_old 
$ sudo mv /bin/sh /bin/sh_old 

d. シンボリック リンクを新しくインストールされた bash バージョンに置き換えます（または作成します）。 
$ sudo ln -s /usr/local/Cellar/bash/4.*/bin/bash /bin/bash 
$ sudo ln -s /usr/local/Cellar/bash/4.*/bin/bash /bin/sh 

 

CloudCenter CLI の設定 
「CloudCenter CLI の設定」を参照してください。 
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使用例のシナリオ 
● 概要 
● あるシステムから別のシステムへのアプリケーション プロファイルのエクスポート/インポート 

 

概要 
複数の繰り返しタスクまたは人為ミスが起きやすいタスクを実行するには、CloudCenter CLI を使用します。この項では、これらのタスクのいくつかを取り上

げています。 
 

あるシステムから別のシステムへのアプリケーション プロファイルのエクスポート/インポート 
ある企業のカスタム イメージとサービスをエクスポートおよびインポートするために、CloudCenter では CloudCenter CLI の自動ツールが提供されます。 

 
企業の管理者が CloudCenter CLI を使用して完全なアプリケーション プロファイル（関連するサービスおよびイメージの定義を含む）をエクスポートおよびイ

ンポートできる一方、CloudCenter ブラウザベースの UI エクスポート/インポート機能にはカスタム イメージおよびサービスの定義は含まれていません。 
 

このシナリオの CLI プロセスには 2 つのフェーズがあります。 
 

● エクスポート フェーズ：サービス、イメージ、およびアプリケーションを個別にエクスポートできます。このフェーズでは、再実行フレームワークを使用

する service get、image get、application get コマンドを使用してすべての詳細が取得されます。 
● インポート フェーズ：サービス、イメージ、およびアプリケーションを個別にインポートできます。このフェーズでは、再実行フレームワークを使用する 

service import、image import、および app import コマンドを使用して CloudCenter プラットフォームが更新されます。 
 

CLI の表記法 
● CLI コマンドの表記法 
● 表記法 

 

CLI コマンドの表記法 
CliQr CLI コマンドは次の表記法に従います。 

 
● すべての CLI コマンドに小文字を使用します。コマンドの大文字と小文字は区別されます。 
● 各リソース（イメージ、サービス、アプリケーションなど）を特定するには、複数形を使用します。 
● type-resource-operation-option-value のように、コマンド内の各単語を区切るにはハイフンを使用します。例：cli-get-ssh-keys-afasf8axaf 
● Bash プロンプトで CloudCenter CLI コマンドを実行する場合は cliqr: を指定します。CloudCenter プラットフォームは、cliqr: モジュールを使用す

る再実行フレームワークを使用します。 
● プロンプトに対して ? （疑問符 ? の後にスペース）を入力すると、コマンドライン ヘルプをいつでも取得できます。 
● コマンドをオートコンプリートするには、キーボードの Tab キーを入力します。rer tab cliq tab a tab i と入力すると、次のコマンドが自動的に端末

に表示されます：rerun-cliqr:-apps-import 
 

表記法 
CliQr のマニュアルでは、次の表記法を使用しています。 

 
● 太字：太字で示されているとおりにコマンドを入力します。 
● 斜体：斜体の単語を適切な値に置き換えます。 

 

CLI コマンドのタイプ 
● コマンド形式 
● コマンド タイプ 

 

コマンド形式 
各コマンドは次の形式に従います。 
type-resource-operation -option -value 
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コマンド タイプ 
CloudCenter コマンドには 2 つのコマンド タイプがあります。 

● cli キーワードを使用するコマンド 
1. cli-add-environments 
2. cli-select-environment 
3. cli-get-ssh-keys  

● cli キーワードを使用しないコマンド 
1. apps-import 
2. apps-export 
3. images-create 
4. images-get 
5. images-delete 
6. jobs-get 
7. jobs-submit 
8. jobs-delete 
9. services-create 

10. services-get 
11. services-delete 

 

CloudCenter CLI の設定 
● 前提条件 
● パッケージのダウンロード 
● 設定プロセス 

● アーカイブ設定のプロセス 
● モジュール設定のプロセス 

 

前提条件 
CloudCenter CLI のセットアップ プロセスは、必要なユーティリティがすでにインストール済みであることを前提としています。 

 
詳細については、「CloudCenter CLI の概要」 > 「CLI の前提条件」を参照してください。 

 

 CloudCenter CLI パッケージをダウンロードして CLI 環境をセットアップすると、CloudCenter ソフトウェアが自動的に jq ユーティリティをインス

トールします。 

 

パッケージのダウンロード 
CloudCenter CLI ダウンロード パッケージを取得するには、CloudCenter サポートにお問い合わせください。 

 
次のパッケージ オプションの（両方ではなく）いずれか 1 つを選択します。 

 

ダウンロード  
パッケージ名 

説明 利点 

CliQr rerun archive 
(rerun.sh) 

このパッケージには、再実行フレームワークと 
CliQr 再実行モジュールが含まれています。 

 
次に示す CliQr アーカイブ設定プロセスに従

います。 

アーカイブ（rerun.sh）パッケージは完全なソリューションですが、モジュール パッ

ケージに備わっているような柔軟性は提供されません。 

CliQr 再実行 
モジュール 
（CliQr CLI バンドル） 

このパッケージには、CliQr 再実行モジュール

のみが含まれます。 
 
すでにシステムで実行している再実行フレー

ムワークがある場合は、このオプションを使用

します。 
 
次に示す CliQr モジュール設定プロセスに従

います。 

モジュール（CliQr CLI バンドル）パッケージでは bash 自動完了が提供されるの

で、これらの CLI コマンドを定期的に使用する場合により便利です。 
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設定プロセス 

適切なパッケージ プロセス（アーカイブ パッケージまたはモジュール パッケージの（両方ではなく）いずれか 1 つ）を選択します。 
 

アーカイブ設定のプロセス 
 

ここでは、アーカイブ プロセスを使用して CloudCenter CLI をインストールおよび設定する手順について説明します。 
 

1. CliQr アーカイブ パッケージ（rerun.sh）をホーム ディレクトリにダウンロードし、必要な CLI コマンドを発行します。 
2. CliQr CLI を使用するには、次のコマンドを発行します。 

./rerun.sh cliqr: CLIcommand 
3. 環境が適切であることを確認するために、他のコマンドを発行する前に cli-add-environment コマンドを発行します。 
4. 使用できるコマンドの一覧については、「コマンドの説明」を参照してください。 

 

モジュール設定のプロセス 
 

ここでは、モジュール プロセスを使用して CloudCenter CLI をインストールおよび設定する手順について説明します。 
 

1. OS に再実行パッケージをダウンロードします。 
a. mkdir ~/projects && cd ~/projects 
b. git clone git://github.com/rerun/rerun.git 
c. sudo cp rerun/rerun /usr/bin 

2. ~/.bash_profile ファイルまたは ~/.profile ファイルに次のパスを追加します。 
a. export RERUN_MODULES=$HOME/projects/rerun/modules 
b. source $HOME/projects/rerun/etc/bash_completion.sh 

3. bash プロファイル ファイル内のソース。 
source ~/.profile 

4. CliQr 再実行モジュール（rerun_cliqr_module.zip）をダウンロードします。 
5. モジュール ディレクトリに変更します。 

cd$HOME/projects/rerun/modules 
6. CliQr 再実行モジュールをモジュール ディレクトリに移動します。 

mv <path>/rerun_cliqr_module.zip . 
7. CliQr 再実行モジュールを解凍します。 

unzip rerun_cliqr_module.zip 
8. 環境が適切であることを確認するために、他の CLI コマンドを発行する前に cli-add-environment コマンドを発行します。 

 

 CCM ホストの選択とユーザ認証 
コマンド cli-add-environment は、後続の CLI コマンドが CloudCenter との通信に使用する CCM ホストとユーザ クレデンシャルを

設定するために使用されます。 

9. 使用できるコマンドの一覧については、「コマンドの説明」を参照してください。 
 
 
 
 
 

CloudCenter CLI コマンドの説明 
 
 

apps-export 
 

コマンド構造 rerun cliqr: apps-export --app-id application-id --target-dir target-directory 

コマンドの説明 指定したアプリケーション ID とロケーションの関連サービスとイメージ定義を含む、完全なアプリケーション プロファイルをエクスポートし

ます。 

オプション  

オプション 必須かどうか デフォルト  

target-dir はい /tmp エクスポートするアプリケーションのディレクトリの場所。 

app-id はい なし エクスポートするアプリケーションのアプリケーション ID。 

app-name いいえ なし エクスポートするアプリケーションの名前。 

app-listFile いいえ なし アプリケーション名のリストを含むテキスト ファイルを指定します。このオプションは、クラウド間でエク

スポートする際に便利です。 
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ガイドライン デフォルトのダウンロード ディレクトリを指定しない場合、アプリケーションは /tmp に保存されます。 

CloudCenter リリース CloudCenter 3.2.6.5 で導入されました 

コマンドと応答の例 $ rerun cliqr: apps-export --app-id 12 --target-dir /tmp 
 
Preparing target directory...Exporting: temp (96)-1 

$ rerun cliqr: apps-export --app-name Jenkins --target-dir /tmp 
 
Preparing target directory...Exporting: temp (96)-1 

 
apps-export 

apps-export 
 

コマンド構造 rerun cliqr: apps-export --app-id application-id --target-dir target-directory 

コマンドの説明 指定したアプリケーション ID とロケーションの関連サービスとイメージ定義を含む、完全なアプリケーション プロファイルをエクスポートし

ます。 

オプション  

オプション 必須かどうか デフォルト  

target-dir はい /tmp エクスポートするアプリケーションのディレクトリの場所。 

app-id はい なし エクスポートするアプリケーションのアプリケーション ID。 

app-name いいえ なし エクスポートするアプリケーションの名前。 

app-listFile いいえ なし アプリケーション名のリストを含むテキスト ファイルを指定します。このオプションは、クラウド間でエク

スポートする際に便利です。 
 

ガイドライン デフォルトのダウンロード ディレクトリを指定しない場合、アプリケーションは /tmp に保存されます。 

CloudCenter リリース CloudCenter 3.2.6.5 で導入されました 

コマンドと応答の例 $ rerun cliqr: apps-export --app-id 12 --target-dir /tmp 
 
Preparing target directory...Exporting: temp (96)-1 

$ rerun cliqr: apps-export --app-name Jenkins --target-dir /tmp 
 
Preparing target directory...Exporting: temp (96)-1 

 
apps-import 

apps-import 
 

コマンド構造 rerun cliqr: apps-import --target-dir target-directory --suffix application-name 

コマンドの説明 指定したサフィックスを使用して必要なディレクトリから関連サービスとイメージの定義を含む完全なアプリケーション プロファイルをインポート

します。 

オプション  

オプション 必須かどうか デフォルト 説明 

target-dir はい なし アプリケーション ファイルのインポート元の場所。 

suffix はい なし インポートするアプリケーションの名前。 

prop-file いいえ なし クラウド名のリストを含むテキスト ファイルを指定します。このオプションは、クラウド間でエクスポート

する際に便利です。 
 
 

ガイドライン ● このコマンドを使用して異なるクラウド間でアプリケーションをインポートする場合は、prop-file オプションを使用してテキスト ファイルで

クラウド名を指定する必要があります。 
● このコマンドは、インポートされたアプリケーションのすべてのインスタンスがクラウドにあることを前提としています。 

CloudCenter リリース CloudCenter 3.2.6.5 で導入されました 

コマンドと応答の例 $ rerun cliqr: apps-import --suffix temp --target-dir /tmp/app_38 
 
adding: Jenkins/(in = 0) (out= 0)(stored 0%)adding: Jenkins/1.0.json(in = 21516) (out= 
2440)(deflated 88%) 
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cli-add-environment 

cli-add-environment 
 

コマンド構造 rerun cliqr: cli-add-environment --email emailAddress --password password --vendor-id vendor-id --env-name environmen t-id 
--server server-ip-address 

コマンドの説明 一連の使用可能な環境に環境ファイルを追加するには、環境を追加するためのこのコマンドを使用します。 

オプション 
 

オプション 必須かどうか デフォルト 説明 

電子メール はい なし この環境の管理者の電子メール アドレス。 

password はい なし この環境の管理者のパスワード。 

vendor-id はい なし この環境のテナントのベンダー ID。 

env-name はい なし この CLI を使用して設定された環境の環境 ID。 

サーバ はい なし CCM サーバの IP アドレス。 
 
 

ガイドライン ● すべてのオプションが必須です。 
● 有効なオプションを指定すると、環境が追加されます。 
● 必要なオプションのいずれも指定しないと、このコマンドはエラーを発行します。 

CloudCenter リリース CloudCenter 3.2.6.5 で導入されました 

コマンドと応答の例 $ rerun cliqr: cli-add-environment --email admin@clitech.com --password DisplayPassword --env-name admin 
--vendor-id 1 --server 10.10.13.100 

 
Adding env: admin 
API User: cliqradmin 
API Key: 4FE624EE6A5A6BB2 

 

cli-get-ssh-keys 

cli-get-ssh-keys 
 

コマンド構造 rerun cliqr: cli-get-ssh-key --user-id user-id 

コマンドの説明 現在のユーザの SSH キーを取得し、/tmp フォルダに保存します。 

オプション 
 

オプション 必須かどうか デフォルト 説明 

user-id いいえ 現在のユーザの SSH キー このユーザの SSH キー。 
 
 

ガイドライン ユーザ ID を指定しないと、現在のユーザのキーが表示されます。 

CloudCenter リリース CloudCenter 3.2.6.5 で導入されました 

コマンドと応答の例 $rerun cliqr: cli-get-ssh-key --user-id 2 

 
 このコマンドには、応答はありません。すべてのキーが /tmp フォルダに保存されるだけです。  
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cli-select-environment 

cli-select-environment 
 

コマンド構造 rerun cliqr: cli-select-environment --env-name 

コマンドの説明 使用する CliQr 環境を選択します。 

オプション  

オプション 必須かどうか デフォルト 説明 

env-name はい なし 使用中の環境の ID。 
 
 

ガイドライン 環境が無効な場合、コマンドは失敗します。env-name オプションを指定しないと、環境のリストを受信し、リストされた環境のいずれかを選択で

きます。 

CloudCenter リリース CloudCenter 3.2.6.5 で導入されました 

コマンドと応答の例 $ rerun cliqr: cli-select-environment 
 
1) SG 
2) SD_env 
#? 2 
You picked module SD_env (2) 

$ rerun cliqr: cli-select-environment --env-name SG 
 

images-create 

images-create 
 

コマンド構造 rerun cliqr: images-create --data-file data-file --raw raw-file-type 

コマンドの説明 指定されたパスおよびタイプを使用して新しいイメージを作成します。 

オプション  

オプション 必須かどうか デフォルト 説明 

data はい なし 作成するイメージのファイル パス。 

raw いいえ なし 作成するイメージのメタデータ ファイルのタイプ。このオプションは、RAW イメージ ID を出力す

るだけです。 
 
 

ガイドライン ● JSON ファイル（データ ファイル）には一意のイメージ名が必要です。 
● インスタンス タイプとクラウド名はイメージが作成される環境と同じ環境にすでに存在している必要があります。 

CloudCenter リリース CloudCenter 3.2.6.5 で導入されました 

コマンドと応答の例 $ rerun cliqr: images-create --data /Users/SG/Desktop/test/CloudWorker-73.json 
 
Successfully created image 44 

 

images-delete 

images-delete 
 

コマンド構造 rerun cliqr: images-delete --image-id image-id 

コマンドの説明 指定されたイメージを削除します。 

オプション  

オプション 必須かどうか デフォルト 説明 

image -id はい なし イメージのイメージ ID。 
 
 

ガイドライン なし。 

CloudCenter リリース CloudCenter 3.2.6.5 で導入されました 

コマンドと応答の例 $rerun cliqr: images-delete --image-id 22 
 
Successfully deleted resource 22 
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images-get 

images-get 
 

コマンド構造 rerun cliqr: images-get --image-id image-id --service-id service-id 

コマンドの説明 使用可能なイメージのリスト、またはイメージ ID またはサービス ID によって指定されたイメージのみを取得し

ます。 

オプション  

オプション 必須かどうか デフォルト 説明 

image-id いいえ なし イメージのイメージ ID。 

service-id いいえ なし イメージのサービス ID。 
 
 

ガイドライン オプションを指定しないと、このコマンドは使用可能なすべてのイメージと対応する詳細を返します。 

CloudCenter リリース CloudCenter 3.2.6.5 で導入されました 

コマンドと応答の例 $ rerun cliqr: images-get 
 
{ 
"cloudImages": [ 
{ 
"id": "4", 
"resource": "https://<HOST>:<PORT>/service/v1/imagelib/images/4", 
"perms": [], 
"name": "CentOS 6.x", 
"description": "CentOS 6.x", 
"visibility": "PUBLIC", 
"cloudNodeType": "CLOUD_WORKER", 
"osName": "LINUX", 
"internalImageName": "CloudWorker-CentOS6.x", 
"disabled": false, 
"systemImage": true, 
"mappingCount": 2 
}, 
{ 
"id": "2", 
"resource": "https://<HOST>:<PORT>/service/v1/imagelib/images/2", 
"perms": [], 
"name": "Ubuntu 12.04", 
"description": "Ubuntu 12.04", 
"visibility": "PUBLIC", 
"cloudNodeType": "CLOUD_WORKER", 
"osName": "LINUX", 
"internalImageName": "CloudWorker-Ubuntu12.04", 
"disabled": false, 
"systemImage": true, 
"mappingCount": 3 
} 
] 
} 
 

$ rerun cliqr: images-get --service-id 13 
 
{ 
"cloudImages": [ 
{ 
"id": "2", 
"resource": "https://<HOST>:<PORT>/service/v1/imagelib/images/2", 
"perms": [], 
"name": "Ubuntu 12.04", 
"description": "Ubuntu 12.04", 
"visibility": "PUBLIC", 
"cloudNodeType": "CLOUD_WORKER", 
"osName": "LINUX", 
"internalImageName": "CloudWorker-Ubuntu12.04", 
"disabled": false, 
"systemImage": true, 
"mappingCount": 0 
} 
] 
} 
 
{ 
"id": "2", 
"resource": "https://<HOST>:<PORT>/service/v1/imagelib/images/2",  
"perms": [], 
"name": "Ubuntu 12.04", 
"description": "Ubuntu 12.04",  
"visibility": "PUBLIC",  
"cloudNodeType": "CLOUD_WORKER",  
"osName": "LINUX", 
"internalImageName": "CloudWorker-Ubuntu12.04",  
"disabled": false, 
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"systemImage": true,  
"mappings": [ 
{ 
"cloud": "Openstack-region2", 
"cloudProviderImageId": "2f68b7b5-5584-499b-9e94-9b2c755242b1", 
"launchUserName": "ubuntu", 
"resourcesText": "[]",  
"supportedInstanceTypes": [ 
{ 
"instanceType": "00487266-7ba9-4652-8ad9-f57c78c2b073",  
"cost": 0 
} 
] 
}, 
{ 
"cloud": "OS-Sec", 
"cloudProviderImageId": "2f68b7b5-5584-499b-9e94-9b2c755242b1", 
"launchUserName": "ubuntu", 
"resourcesText": "[]",  
"supportedInstanceTypes": [ 
{ 
"instanceType": "00487266-7ba9-4652-8ad9-f57c78c2b073",  
"cost": 0 
} 
] 
}, 
{ 
"cloud": "Openstack-one", 
"cloudProviderImageId": "2f68b7b5-5584-499b-9e94-9b2c755242b1", 
"launchUserName": "ubuntu", 
"resourcesText": "[]",  
"supportedInstanceTypes": [ 
{ 
"instanceType": "00487266-7ba9-4652-8ad9-f57c78c2b073",  
"cost": 0 
} 
] 
} 
], 
"tags": [] 
} 
 

$ rerun cliqr: images-get --service-id 13 
 
{ 
"cloudImages": [ 
{ 
"id": "2", 
"resource": "https://<HOST>:<PORT>/service/v1/imagelib/images/2", 
"perms": [], 
"name": "Ubuntu 12.04", 
"description": "Ubuntu 12.04",  
"visibility": "PUBLIC",  
"cloudNodeType": "CLOUD_WORKER",  
"osName": "LINUX", 
"internalImageName": "CloudWorker-Ubuntu12.04",  
"disabled": false, 
"systemImage": true,  
"mappingCount": 0 
} 
] 
} 
 

 
jobs-delete 

jobs-delete 
 

コマンド構造 rerun cliqr: jobs-delete --job-id job-id 

コマンドの説明 ジョブ ID で指定されたジョブを削除します。 

オプション  
 

オプション 必須かどうか デフォルト 説明 

job -id はい なし ジョブの ID。 
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ガイドライン なし。 

CloudCenter リリース CloudCenter 3.2.6.5 で導入されました 

コマンドと応答の例 $ rerun cliqr: jobs-delete --job-id 24 
 
Successfully deleted resource 24 

 

jobs-get 

jobs-get 
 

コマンド構造 rerun cliqr: jobs-get --job -id job-id --number numberOfItemsToReturn --status filterJobsByStatus 

コマンドの説明 使用可能なジョブのリスト、またはジョブ ID または他の条件（数字または英数字の ID またはエラー状態）によって指定されたジョブのみを取

得します。 

オプション  
 

オプション 必須かどうか デフォルト 説明 

job-id はい なし ジョブの ID。 

number いいえ なし このコマンドに対して返された項目の数。2 つの最新のレコードが表示されます。 

status いいえ なし ジョブのステータスに基づくフィルタの応答。 
 
ジョブ ステータスのオプションは、[Running]、[Finished]、[Error]、[Cancelled]、[Error]、[Stopped]、
[Suspended]、[Submitted]、[Scaling]、[Migrating]、および [Migration Error] です。 

 
 

ガイドライン オプションを指定しないと、このコマンドは使用可能なすべてのジョブと対応する詳細を返します。 

CloudCenter リリース CloudCenter 3.2.6.5 で導入されました 

コマンドと応答の例  
Response 

$ rerun cliqr: jobs-get 
 
{ 
"id": "33", 
"resource": "https://<HOST>:<PORT>/v1/jobs/33", 
"name": "JenkinsDmg_1_run_1", 
"status": "Error", 
"appId": "66", 
"appVersion": "3.0", 
"appName": "Jenkins_dmg", 
"cloud": "Openstack-one", 
"instance": null, 
"depInitiatingUserId": "2", 
"environmentId": "1", 
"environment": "LongDeploymentEnvironmentToTestLongDeplo", 
"environmentApprovalStatus": null, 
"startTime": "2015-04-29 04:31:09.0", 
"endTime": "2015-04-29 04:35:03.0" 
} 
{ 
"id": "31", 
"resource": "https://<HOST>:<PORT>/v1/jobs/31", 
"name": "JenkinsZip_1_run_1", 
"status": "Stopped", 
"appId": "66", 
"appVersion": "2.0", 
"appName": "Jenkins_dmg", 
"cloud": "Openstack-one", 
"instance": null, 
"depInitiatingUserId": "2", 
"environmentId": "1", 
"environment": "LongDeploymentEnvironmentToTestLongDeplo", 
"environmentApprovalStatus": null, 
"startTime": "2015-04-29 04:30:04.0", 
"endTime": "2015-04-30 00:19:15.0" 
} 
{ 
"id": "28", 
"resource": "https://<HOST>:<PORT>/v1/jobs/28", 
"name": "Sleep10Sec_2", 
"status": "Canceled", 
"appId": "65", 
"appVersion": "0.0.0.0.0..0.0..0..0..00.", 
"appName": "SleepJob", 
"cloud": "Openstack-one", 
"instance": null, 
"depInitiatingUserId": "2", 
"environmentId": "1", 
"environment": "LongDeploymentEnvironmentToTestLongDeplo", 
"environmentApprovalStatus": null, 
"startTime": "2015-04-29 02:49:49.0", 
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"endTime": "2015-04-29 02:59:19.0" 
} 
{ 
"id": "25", 
"resource": "https://<HOST>:<PORT>/v1/jobs/25", 
"name": "Apache_R1_run_1", 
"status": "Running", 
"appId": "63", 
"appVersion": "1", 
"appName": "Apache", 
"cloud": "Openstack-one", 
"instance": null, 
"depInitiatingUserId": "2", 
"environmentId": "1", 
"environment": "LongDeploymentEnvironmentToTestLongDeplo", 
"environmentApprovalStatus": null, 
"startTime": "2015-04-28 23:48:45.0", 
"endTime": "N/A" 
} 

$ rerun cliqr: jobs-get --job-id 3 
 
{ 
"id": "3", 
"resource": "https://<HOST>:<PORT>/v1/jobs/3", 
"perms": [ 
"authorize", 
"execute", 
"approve", 
"write", 
"delete", 
"read", 
"move_out", 
"manage", 
"move_in",  
"administration" 
], 
"name": "Run2_run_1", 
"desc": "", 
"status": "JobStopped",  
"statusMsg": null,  
"serviceTierId": "Jenkins-38",  
"appId": "38", 
"appName": "Jenkins", 
"appVersion": "1.0", 
"depInitiatingUserId": "2", 
"environmentId": "1", 
"environment": "LongDeploymentEnvironmentToTestLongDeplo",  
"environmentApprovalStatus": "NOT_APPLICABLE",  
"keepExistingDeploymentAfterPromote": null, 
"startTime": "2015-04-24 23:27:09.0", 
"endTime": "2015-04-24 23:39:40.0", 
"preventTermination": false,  
"accessLink": "",  
"parameters": { 
"appParams": [ 
{ 
"name": "launchUserName", 
"value": "cliqradmin" 
}, 
{ 
"name": "cliqrUseCustomCert", 
"value": "0" 
}, 
{ 
"name": "cliqrWebappAccessLink", 
"value": "" 
}, 
… 
{ 
"name": "cliqrNonStandardPort", 
"value": "" 
} 
], 
"cloudParams": { 
"cloud": "Openstack-one", 
"instance": "00487266-7ba9-4652-8ad9-f57c78c2b073", 
"rootVolumeSize": null,  
"storage": null,  
"cloudProperties": [] 
} 
}, 
"virtualMachines": [], 
"nics": [], 
"metadatas": [], 
"tags": [], 
"policies": [], 
"volumeInfos": [], 
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"jobs": [ 
{ 
"id": "4", 
"resource": "https://<HOST>:<PORT>/v1/jobs/4", 
"perms": [  
"authorize",  
"execute",  
"approve",  
"write", 
"delete", 
"read",  
"move_out",  
"manage",  
"move_in",  
"administration" 
], 
"name": "tomcat6_0", 
"desc": null 
"status": "JobStopped",  
"statusMsg": null,  
"serviceTierId": "tomcat6-39",  
"appId": "39", 
"appName": "tomcat6_0",  
"appVersion": "1.0",  
"depInitiatingUserId": null,  
"environmentId": "1", 
"environment": "LongDeploymentEnvironmentToTestLongDeplo",  
"environmentApprovalStatus": null,  
"keepExistingDeploymentAfterPromote": null, 
"startTime": "2015-04-24 23:27:09.0", 
"endTime": "2015-04-24 23:39:39.0", 
"preventTermination": false,  
"accessLink": null,  
"parameters": { 
"appParams": [ 
{ 
"name": "minAppClusterSize", 
"value": "1" 
}, 
{ 
"name": "cliqrSSLCert", 
"value": "" 
}, 
… 
{ 
"name": "attachPublicIP", 
"value": "false" 
}, 
{ 
"name": "numNICs", 
"value": "1" 
} 
] 
} 
}, 
"virtualMachines": [ 
{ 
"id": "c7f04a7c-d99b-45b8-bc25-e2de8e7e3f47", 
"resource": "https://<HOST>:<PORT>/v1/virtualmachines/c7f04a7c-d99b-45b8-bc25-e2de8e7e3f47/met 
rics?jobId=4", 
"perms": [], 
"publicIp": "", 
"privateIp": "10.0.0.30",  
"hostName": "cqjw-bbe367842",  
"status": "NodeTerminated", 
"startTime": "2015-04-24 23:28:51.0", 
"endTime": "2015-04-24 23:39:39.0" 
} 
], 
"nics": [], 
"metadatas": [], 
"tags": [], 
"policies": [], 
"volumeInfos": [], 
"jobs" 
} 
] 
} 
 

$ rerun cliqr: jobs-get --job-status Running 
 
{ 
"id": "25", 
"resource": "https://<HOST>:<PORT>/v1/jobs/25",  
"name": "Apache_R1_run_1", 
"status": "Running", 
"appId": "63", 
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"appVersion": "1", 
"appName": "Apache",  
"cloud": "Openstack-one",  
"instance": null,  
"depInitiatingUserId": "2", 
"environmentId": "1", 
"environment": "LongDeploymentEnvironmentToTestLongDeplo",  
"environmentApprovalStatus": null, 
"startTime": "2015-04-28 23:48:45.0", 
"endTime": "N/A" 
} 
{ 
"id": "21", 
"resource": "https://10.110.13.100/v1/jobs/21",  
"name": "WP_Run1_run_1", 
"status": "Running", 
"appId": "59", 
"appVersion": "1.0", 
"appName": "WP", 
"cloud": "Openstack-one",  
"instance": null,  
"depInitiatingUserId": "2", 
"environmentId": "1", 
"environment": "LongDeploymentEnvironmentToTestLongDeplo",  
"environmentApprovalStatus": null, 
"startTime": "2015-04-28 23:18:12.0", 
"endTime": "N/A" 
} 
{ 
"id": "18", 
"resource": "https://<HOST>:<PORT>/v1/jobs/18",  
"name": "Migrate1_run_1", 
"status": "Running", 
"appId": "43", 
"appVersion": "1.6",  
"appName": "Jenkins_T7",  
"cloud": "Openstack-one",  
"instance": null,  
"depInitiatingUserId": "2", 
"environmentId": "1", 
"environment": "LongDeploymentEnvironmentToTestLongDeplo",  
"environmentApprovalStatus": null, 
"startTime": "2015-04-28 05:35:48.0", 
"endTime": "N/A" 
} 

 $ rerun cliqr: jobs-get --number 2 
 
{ 
"id": "33", 
"resource": "https://<HOST>:<PORT>/v1/jobs/33",  
"name": "JenkinsDmg_1_run_1", 
"status": "Error", 
"appId": "66", 
"appVersion": "3.0",  
"appName": "Jenkins_dmg",  
"cloud": "Openstack-one",  
"instance": null,  
"depInitiatingUserId": "2", 
"environmentId": "1", 
"environment": "LongDeploymentEnvironmentToTestLongDeplo",  
"environmentApprovalStatus": null, 
"startTime": "2015-04-29 04:31:09.0", 
"endTime": "2015-04-29 04:35:03.0" 
} 
{ 
"id": "31", 
"resource": "https://<HOST>:<PORT>/v1/jobs/31",  
"name": "JenkinsZip_1_run_1", 
"status": "Stopped", 
"appId": "66", 
"appVersion": "2.0",  
"appName": "Jenkins_dmg",  
"cloud": "Openstack-one",  
"instance": null,  
"depInitiatingUserId": "2", 
"environmentId": "1", 
"environment": "LongDeploymentEnvironmentToTestLongDeplo",  
"environmentApprovalStatus": null, 
"startTime": "2015-04-29 04:30:04.0", 
"endTime": "2015-04-30 00:19:15.0" 

} 
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jobs-submit 

jobs-submit 
 

コマンド構造 rerun cliqr: jobs-submit --job-name job-name --job-id job-id --data data-file --raw raw-file-type 

コマンドの説明 新しいジョブを送信します。 

オプション  
 

オプション 必須かどうか デフォルト 説明 

Job-name はい なし ジョブの名前。 

job-id はい なし 送信中のジョブの ID。 

data はい なし 作成するイメージのファイル パス。 

raw いいえ なし 作成するイメージのメタデータ ファイルのタイプ。このオプションは、RAW イメージ ID を出力す

るだけです。 
 
 

ガイドライン job-id を取得するには、jobs-get コマンドを使用します。 

CloudCenter リリース CloudCenter 3.2.6.5 で導入されました 

コマンドと応答の例 $ rerun cliqr: jobs-submit --job-id 9 
 
Successfully submitted job 9 

$ rerun cliqr: jobs-submit --data-file /Users/SG/Desktop/test/jobs.json --job-name abc 
 
Successfully submitted job 10 

 

services-create 

services-create 
 

コマンド構造 rerun cliqr: services-create --data data-file 

コマンドの説明 指定されたデータ ファイルに基づいて新しいサービスを作成します。 

オプション  
 

オプション 必須かどうか デフォルト 説明 

data はい なし 作成するイメージのファイル パス。 

data はい なし 作成するイメージのファイル パス。 

raw いいえ なし 作成するイメージのメタデータ ファイルのタイプ。このオプションは、RAW イメージ ID を出力す

るだけです。 
 
 

ガイドライン ● JSON ファイル（データ ファイル）には一意のサービスと表示名が必要です。 
● インスタンス タイプとクラウド名はサービスが作成される環境と同じ環境にすでに存在している必要があります。 

CloudCenter リリース CloudCenter 3.2.6.5 で導入されました 

コマンドと応答の例 rerun cliqr: services-create --data /tmp/ services/service_61.json –raw 
 
Successfully created service 77 
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services-delete 

services-delete 
 

コマンド構造 rerun cliqr: services-delete --service-id service-id 

コマンドの説明 指定されたサービス ID を持つサービスを削除します。 

オプションs  
 

オプション 必須かどうか デフォルト 説明 

service-id いいえ なし イメージのサービス ID。 
 
 

ガイドライン なし。 

CloudCenter リリース CloudCenter 3.2.6.5 で導入されました 

コマンドと応答の例 $ rerun cliqr: services-delete --service-id 48 
 
Successfully deleted resource 48 

 

services-get 

services-get 
 
 

コマンド構造 rerun cliqr: services-get --service-id service-id --service-name service-name 

コマンドの 
説明 

使用可能なサービスのリスト、またはサービス ID またはサービス名によって指定されたサービスのみを取得します。 

オプション  
 

オプション 必須かどうか デフォルト 説明 

service-id いいえ なし イメージのサービス ID。 

service-name いいえ なし イメージのサービス名。 
 
 

ガイドライン オプションを指定しないと、このコマンドは使用可能なすべてのサービスと対応する詳細を返します。 

CloudCenter 
リリース 

CloudCenter 3.2.6.5 で導入されました 

 $ rerun cliqr: services-get --service-id 13 
 
{ 
"id": "13", 
"resource": "https://<HOST>:<PORT>/api/v1/services/13",  
"perms": [ 
"write", 
"delete", 
"read", "administration" 
], 
"name": "tomcat7",  
"displayName": "Tomcat7", 
"description": "Implementation of the Java Servlet v7",  
"logoPath": "/assets/img/tiers/tomcat7.png",  
"parentServiceId": 37, 
"isAGroup": false,  
"isSystemService": true,  
"isExternal": false,  
"isVisible": true,  
"isBundleRequired": true,  
"bundleLocation": null,  
"costPerHour": 0,  
"owner": null, 
"internalImageName": null,  
"serviceBasePackage": null,  
"serviceExecutorPackage": null,  
"serviceExecutionProfile": null,  
"serviceActions": [ 
{ 
"actionName": "CLEANUP",  
"actionType": "SCRIPT",  
"exec": "service cleanup" 
}, 
{ 
"actionName": "INSTALL",  
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"actionType": "SCRIPT",  
"exec": "service install" 
}, 
{ 
"actionName": "CONFIGURE",  
"actionType": "SCRIPT",  
"exec": "service configure" 
}, 
{ 
"actionName": "UPGRADE",  
"actionType": "SCRIPT",  
"exec": "service upgrade" 
}, 
{ 
"actionName": "RESTART",  
"actionType": "SCRIPT",  
"exec": "service restart" 
}, 
{ 
"actionName": "RELOAD",  
"actionType": "SCRIPT",  
"exec": "service reload" 
}, 
{ 
"actionName": "DEPLOY",  
"actionType": "SCRIPT",  
"exec": "service deploy" 
}, 
{ 
"actionName": "STOP",  
"actionType": "SCRIPT",  
"exec": "service stop" 
}, 
{ 
"actionName": "START",  
"actionType": "SCRIPT",  
"exec": "service start" 
} 
], 
"serviceParamSpecs": [ 
{ 
"paramName": "cliqrJDKVersion",  
"displayName": "App Run-time",  
"helpText": null, 
"type": "list", 
"valueList": "JDK 6:JDK6,JDK 7:JDK7", 
"defaultValue": "JDK6", 
"userVisible": true,  
"userEditable": true,  
"systemParam": true,  
"exampleValue": null,  
"dataUnit": null,  
"optional": false,  
"valueConstraint": {  
"minValue": 0, 
"maxValue": 0, 
"regex": null,  
"allowSpaces": true,  
"maxLength": 0, 
"sizeValue": 0, 
"step": 0 
}, 
"collectionList": [] 
}, 
{ 
"paramName": "cliqrWebappConfigFiles",  
"displayName": "App Config files", 
"helpText": "Application config files that contain CliQr system tokens and will be modified at deployment 
time.The config file is a relative path from the webapp context folder, e.g., WEB-INF/classes/db.conf.If there 
are multiple files, separate with semicolon.", 
"type": "string",  
"valueList": null,  
"defaultValue": "",  
"userVisible": true,  
"userEditable": true,  
"systemParam": true,  
"exampleValue": null,  
"dataUnit": null,  
"optional": true,  
"valueConstraint": {  
"minValue": 0, 
"maxValue": 0, 
"regex": null,  
"allowSpaces": true,  
"maxLength": 255, 
"sizeValue": 0, 
"step": 0 
}, 
"collectionList": [] 
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}, 
{ 
"paramName": "cliqrWARFile",  
"displayName": "App Package", 
"helpText": "Application package file.The file is in relative path from %rootPath%.",  
"type": "path", 
"valueList": null,  
"defaultValue": "",  
"userVisible": true,  
"userEditable": true,  
"systemParam": true, 
"exampleValue": "myapp/myapp.war",  
"dataUnit": null, 
"optional": false,  
"valueConstraint": {  
"minValue": 0, 
"maxValue": 0, 
"regex": null,  
"allowSpaces": false,  
"maxLength": 0, 
"sizeValue": 0, 
"step": 0 
}, 
"collectionList": [] 
}, 
{ 
"paramName": "cliqrWebappContext",  
"displayName": "Deploy Context",  
"helpText": null, 
"type": "string",  
"valueList": null,  
"defaultValue": "ROOT",  
"userVisible": true,  
"userEditable": true,  
"systemParam": true,  
"exampleValue": null,  
"dataUnit": null,  
"optional": false, 
"valueConstraint": {  
"minValue": 0, 
"maxValue": 0, 
"regex": null,  
"allowSpaces": false,  
"maxLength": 255, 
"sizeValue": 0, 
"step": 0 
}, 
"collectionList": [] 
}, 
{ 
"paramName": "cliqrEARPath",  
"displayName": "EAR file",  
"helpText": null, 
"type": null,  
"valueList": null,  
"defaultValue": "",  
"userVisible": false,  
"userEditable": false,  
"systemParam": true,  
"exampleValue": null,  
"dataUnit": null,  
"optional": false,  
"valueConstraint": null,  
"collectionList": [] 
}, 
{ 
"paramName": "cliqrPlanPath",  
"displayName": "Plan file",  
"helpText": null, 
"type": null,  
"valueList": null,  
"defaultValue": "",  
"userVisible": false,  
"userEditable": false,  
"systemParam": true,  
"exampleValue": null,  
"dataUnit": null,  
"optional": false,  
"valueConstraint": null,  
"collectionList": [] 
}, 
{ 
"paramName": "appMigrationFiles",  
"displayName": "Application Migration Files",  
"helpText": null, 
"type": null,  
"valueList": null, 
"defaultValue": "cliqrWARFile,cliqrEARPath,cliqrPlanPath",  
"userVisible": false, 

 

Cisco CloudCenter CLI ガイド 19 

http://docs.cloudcenter.cisco.com/


Cisco CloudCenter のドキュメント  
 

 
"userEditable": false,  
"systemParam": true,  
"exampleValue": null,  
"dataUnit": null,  
"optional": false,  
"valueConstraint": null,  
"collectionList": [] 
} 
], 
"egressRestrictions": [],  
"childServices": [],  
"images": [ 
{ 
"imageId": "2", 
"imageName": "Ubuntu 12.04",  
"internalImageName": "CloudWorker-Ubuntu12.04",  
"osName": "Linux", 
"owner": "2",  
"visibility": "PUBLIC" 
} 
] 
} 
 

 $ rerun cliqr: services-get --service-name CustomService 
 
{ 
"id": "48", 
"resource": "https://<HOST>:<PORT>/api/v1/services/name/CustomService", 
"perms": [ 
"write", 
"delete", 
"read",  
"administration" 
], 
"name": "CustomService",  
"displayName": "Custom Service",  
"description": "Custom service", 
"logoPath": "/assets/img/tiers/CustomService.png", 
"parentServiceId": 0,  
"isAGroup": true,  
"isSystemService": true,  
"isExternal": false,  
"isVisible": true,  
"isBundleRequired": false,  
"bundleLocation": null,  
"costPerHour": 0,  
"owner": null,  
"internalImageName": null, 
"serviceBasePackage": null,  
"serviceExecutorPackage": null,  
"serviceExecutionProfile": null,  
"serviceActions": [],  
"serviceParamSpecs": [ 
{ 
"paramName": "cliqrNoOfVolumes", 
"displayName": "Number of Volumes", 
"helpText": "Number of persistent data storage volumes for Custom Service.", 
"type": "number",  
"valueList": null,  
"defaultValue": "0",  
"userVisible": true,  
"userEditable": true,  
"systemParam": true,  
"exampleValue": null,  
"dataUnit": null,  
"optional": true,  
"valueConstraint": {  
"minValue": 0, 
"maxValue": 65536,  
"regex": null,  
"allowSpaces": false,  
"maxLength": 0, 
"sizeValue": 5, 
"step": 1 
}, 
"collectionList": [] 
}, 
{ 
"paramName": "cliqrDBDataStorageSize", 
"displayName": "Default Volume Size", 
"helpText": "Persistent data storage for Custom Service.", 
"type": "number",  
"valueList": null,  
"defaultValue": "",  
"userVisible": true,  
"userEditable": true,  
"systemParam": true,  
"exampleValue": null,  
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"dataUnit": "GB",  
"optional": true,  
"valueConstraint": {  
"minValue": 0, 
"maxValue": 65536,  
"regex": null,  
"allowSpaces": false,  
"maxLength": 0, 
"sizeValue": 5, 
"step": 5 
}, 
"collectionList": [] 
} 
], 
"egressRestrictions": [], 
"childServices": [ 
{ 
"id": "52", 
"resource": null,  
"perms": [ 
"write", 
"delete", 
"read",  
"administration" 
], 
"name": "CliqrDeployment", 
"displayName": "CliQr Deployment", 
"description": "Utilize an existing deployment",  
"logoPath": "/assets/img/tiers/CliqrDeployment.png",  
"parentServiceId": 48, 
"isAGroup": false,  
"isSystemService": true,  
"isExternal": false,  
"isVisible": false,  
"isBundleRequired": false,  
"bundleLocation": "",  
"costPerHour": 0,  
"owner": null,  
"internalImageName": null, 
"serviceBasePackage": null,  
"serviceExecutorPackage": null,  
"serviceExecutionProfile": null,  
"serviceActions": [],  
"serviceParamSpecs": [ 
{ 
"paramName": "baseApp", 
"displayName": "Application", 
"helpText": "Select application to be utilized", 
"type": "list", 
"valueList": "", 
"defaultValue": "",  
"userVisible": true,  
"userEditable": true,  
"systemParam": true,  
"exampleValue": null,  
"dataUnit": null,  
"optional": false,  
"valueConstraint": {  
"minValue": 0, 
"maxValue": 0, 
"regex": null,  
"allowSpaces": true,  
"maxLength": 0, 
"sizeValue": 0, 
"step": 0 
}, 
"collectionList": [] 
} 
], 
"egressRestrictions": [], 
"childServices": [], 
"images": [] 
}, 
{ 
"id": "49", 
"resource": null,  
"perms": [ 
"write", 
"delete", 
"read",  
"administration" 
], 
"name": "custom", 
"displayName": "Custom", 
"description": "Custom Image to run the application",  
"logoPath": "/assets/img/tiers/custom.png",  
"parentServiceId": 48, 
"isAGroup": false,  
"isSystemService": true,  
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"isExternal": false,  
"isVisible": false,  
"isBundleRequired": false,  
"bundleLocation": null,  
"costPerHour": 0,  
"owner": null,  
"internalImageName": null, 
"serviceBasePackage": null,  
"serviceExecutorPackage": null,  
"serviceExecutionProfile": null,  
"serviceActions": [],  
"serviceParamSpecs": [ 
{ 
"paramName": "minClusterSize",  
"displayName": "Minimum number of nodes",  
"helpText": null, 
"type": "number",  
"valueList": null,  
"defaultValue": "1",  
"userVisible": true,  
"userEditable": true,  
"systemParam": true,  
"exampleValue": null,  
"dataUnit": null,  
"optional": false,  
"valueConstraint": {  
"minValue": 1, 
"maxValue": 1000,  
"regex": null,  
"allowSpaces": false,  
"maxLength": 0, 
"sizeValue": 0, 
"step": 0 
}, 
"collectionList": [] 
}, 
{ 
"paramName": "maxClusterSize",  
"displayName": "Maximum number of nodes",  
"helpText": null, 
"type": "number",  
"valueList": null,  
"defaultValue": "2",  
"userVisible": true,  
"userEditable": true,  
"systemParam": true,  
"exampleValue": null,  
"dataUnit": null,  
"optional": false,  
"valueConstraint": {  
"minValue": 1, 
"maxValue": 1000,  
"regex": null,  
"allowSpaces": false,  
"maxLength": 0, 
"sizeValue": 0, 
"step": 0 
}, 
"collectionList": [] 
}, 
{ 
"paramName": "defaultService",  
"displayName": null,  
"helpText": null, 
"type": null,  
"valueList": null,  
"defaultValue": "custom",  
"userVisible": false,  
"userEditable": false,  
"systemParam": true,  
"exampleValue": null,  
"dataUnit": null,  
"optional": false,  
"valueConstraint": null,  
"collectionList": [] 
} 
], 
"egressRestrictions": [], 
"childServices": [], 
"images": [] 
}, 
{ 
"id": "55", 
"resource": null,  
"perms": [ 
"write", 
"delete", 
"read",  
"administration" 
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], 
"name": "docker", 
"displayName": "Docker", 
"description": "Docker container service",  
"logoPath": "/assets/img/tiers/docker.png",  
"parentServiceId": 48, 
"isAGroup": false,  
"isSystemService": true,  
"isExternal": false,  
"isVisible": true,  
"isBundleRequired": true,  
"bundleLocation": null,  
"costPerHour": 0,  
"owner": null,  
"internalImageName": null, 
"serviceBasePackage": null,  
"serviceExecutorPackage": null,  
"serviceExecutionProfile": null,  
"serviceActions": [ 
{ 
"actionName": "STOP",  
"actionType": "SCRIPT",  
"exec": "service stop" 
}, 
{ 
"actionName": "INSTALL",  
"actionType": "SCRIPT",  
"exec": "service install" 
}, 
{ 
"actionName": "RELOAD",  
"actionType": "SCRIPT",  
"exec": "service reload" 
}, 
{ 
"actionName": "START",  
"actionType": "SCRIPT",  
"exec": "service start" 
}, 
{ 
"actionName": "RESTART",  
"actionType": "SCRIPT",  
"exec": "service restart" 
}, 
{ 
"actionName": "CLEANUP",  
"actionType": "SCRIPT",  
"exec": "service cleanup" 
}, 
{ 
"actionName": "UPGRADE",  
"actionType": "SCRIPT",  
"exec": "service upgrade" 
} 
], 
"serviceParamSpecs": [ 
{ 
"paramName": "dockerContainer",  
"displayName": "Docker Container",  
"helpText": "", 
"type": "collection",  
"valueList": null,  
"defaultValue": "",  
"userVisible": true,  
"userEditable": true,  
"systemParam": true,  
"exampleValue": null,  
"dataUnit": null,  
"optional": false,  
"valueConstraint": {  
"minValue": 0, 
"maxValue": 0, 
"regex": null,  
"allowSpaces": false,  
"maxLength": 0, 
"sizeValue": 0, 
"step": 0 
}, 
"collectionList": [ 
{ 
"collectionType": "string",  
"collectionName": "containerName",  
"collectionDisplayName": "Container Profile", 
"collectionValue": "", 
"collectionDefaultValue": "", 
"collectionHelpText": "Unique name for Docker container",  
"collectionSampleText": "Docker Container Name",  
"optional": false, 
"unique": true 

 

Cisco CloudCenter CLI ガイド 23 

http://docs.cloudcenter.cisco.com/


Cisco CloudCenter のドキュメント  
 

 
}, 
{ 
"collectionType": "path",  
"collectionName": "dockerImage",  
"collectionDisplayName": "Docker Image", 
"collectionValue": "{\"Docker Repo\":{\"Docker Hub\":\"%dockerHub%\",\"helpText\":\"Please input Docker  
Image 
Name\"},\"Github\":{\"https://\":\"%github_https%\",\"git://\":\"%github_git%\",\"helpText\":\"Please  
input Github url of the Docker Image Project\"}}", 
"collectionDefaultValue": "{\"Repositories\":{\"helpText\":\"Please Input Docker Image Zip file path in 
%rootPath%\"},\"Storage\":{\"helpText\":\"Please Input Docker Image Zip file path in %rootPath%\"},\"Other 
Input\":{\"helpText\":\"Please specify the full url of Docker Image Zip file\"}}", 
"collectionHelpText": "Select Docker image from Docker hub, Github, Repo or Storage", 
"collectionSampleText": "",  
"optional": false,  
"unique": false 
}, 
{ 
"collectionType": "string",  
"collectionName": "portMap",  
"collectionDisplayName": "Port Mapping",  
"collectionValue": "",  
"collectionDefaultValue": "", 
"collectionHelpText": "Hostport:DockerPort mappings seperated by comma", 
"collectionSampleText": "80:80, 90:8080", 
"optional": true, 
"unique": false 
}, 
{ 
"collectionType": "string",  
"collectionName": "dockerParam",  
"collectionDisplayName": "Docker Parameters",  
"collectionValue": "",  
"collectionDefaultValue": "", 
"collectionHelpText": "Additional Docker command parameters",  
"collectionSampleText": "-e DB_PORT=3306 -e DB_HOST=\"my.company.com\"",  
"optional": true, 
"unique": false 
}, 
{ 
"collectionType": "string", 
"collectionName": "progParam",  
"collectionDisplayName": "Additional Commands",  
"collectionValue": "",  
"collectionDefaultValue": "", 
"collectionHelpText": "Commands for applications to be run in Docker", 
"collectionSampleText": "/bin/bash", 
"optional": true, 
"unique": false 
}, 
{ 
"collectionType": "string",  
"collectionName": "ipAddress",  
"collectionDisplayName": "IP Address",  
"collectionValue": "",  
"collectionDefaultValue": "", 
"collectionHelpText": "Static IP address to be assigned to this container.Note: Open TCP//UDP for  
containers to communicate across VMs", 
"collectionSampleText": "192.168.0.1", 
"optional": true, 
"unique": true 
}, 
{ 
"collectionType": "string",  
"collectionName": "linkedContainers",  
"collectionDisplayName": "Linked Containers",  
"collectionValue": "",  
"collectionDefaultValue": "", 
"collectionHelpText": "Container name:Alias name separated by comma", 
"collectionSampleText": "mysql:db, redis:db2", 
"optional": true, 
"unique": false 
} 
] 
} 
], 
"egressRestrictions": [],  
"childServices": [],  
"images": [ 
{ 
"imageId": "20", 
"imageName": "Ubuntu 14.04",  
"internalImageName": "CloudWorker-Ubuntu14.04",  
"osName": "Linux", 
"owner": "2", 
"visibility": "PUBLIC" 
} 
] 
}, 
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{ 
"id": "53", 
"resource": null,  
"perms": [ 
"write", 
"delete", 
"read",  
"administration" 
], 
"name": "customagentless", 
"displayName": "Custom (Agentless)", 
"description": "Custom Image without bootstraping CliQr Tools", 
"logoPath": "/assets/img/tiers/custom.png", 
"parentServiceId": 48,  
"isAGroup": false,  
"isSystemService": true,  
"isExternal": false,  
"isVisible": false,  
"isBundleRequired": false,  
"bundleLocation": null,  
"costPerHour": 0,  
"owner": null,  
"internalImageName": null, 
"serviceBasePackage": null,  
"serviceExecutorPackage": null,  
"serviceExecutionProfile": null,  
"serviceActions": [],  
"serviceParamSpecs": [ 
{ 
"paramName": "defaultService",  
"displayName": null,  
"helpText": null, 
"type": null,  
"valueList": null,  
"defaultValue": "custom",  
"userVisible": false,  
"userEditable": false,  
"systemParam": true,  
"exampleValue": null,  
"dataUnit": null,  
"optional": false,  
"valueConstraint": null,  
"collectionList": [] 
}, 
{ 
"paramName": "agentlessBootstrap", 
"displayName": null,  
"helpText": null,  
"type": null,  
"valueList": null,  
"defaultValue": "true",  
"userVisible": false,  
"userEditable": false,  
"systemParam": true,  
"exampleValue": null,  
"dataUnit": null,  
"optional": false,  
"valueConstraint": null,  
"collectionList": [] 
} 
], 
"egressRestrictions": [], 
"childServices": [], 
"images": [] 
} 
], 
"images": [] 
} 
 

 

CLI コマンドの使用例 
● 停止した最新の 3 つのジョブを削除します 
● 複数の手順でサービス ID を表示します 
● 1 つのコマンドを使用してサービス ID を表示します 
● 複数の手順で特定のアプリケーションをエクスポートします 
● 1 つのコマンドを使用して特定のアプリケーションをエクスポートします 
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停止した最新の 3 つのジョブを削除します 
[Stopped] ステータスの最新の 3 つのジョブを取得して削除するには、次のコマンドを使用します。 

$ rerun jobs-get --job-status Stopped --number 3 | rerun  
jobs-delete 

複数の手順でサービス ID を表示します 
最初のコマンドを発行すると、イメージをリストする必要があるサービスのサービス ID を取得します。 

2 番目のコマンドを発行すると、指定したサービスのイメージをリストします。 

$ id=$(jq -r '.id' < (rerun cliqr: services-get --service-name 
tomcat7)) 
 
$ rerun cliqr: images-get --service-id $id 

1 つのコマンドを使用してサービス ID を表示します 
指定したサービスを取得するには、単一のコマンドを発行します。 

 

$ rerun cliqr: images-get --service-id $(jq -r '.id' <(rerun cliqr: services-get --service-name 
tomcat7)) 

 

複数の手順で特定のアプリケーションをエクスポートします 
最新の実行中のジョブのアプリケーション ID を取得するには、最初のコマンドを発行します  

指定したアプリケーションをエクスポートするには、2 番目のコマンドを発行します。 

$ id=$(jq -r '.appId' < (rerun cliqr: jobs-get --job-status Running --number 1)) 
 
 
$ rerun cliqr: apps-export --app-id $id 

 

1 つのコマンドを使用して特定のアプリケーションをエクスポートします 
指定したアプリケーションをエクスポートするには、単一のコマンドを発行します。 

 

$ rerun cliqr: apps-export --app-id $(jq -r '.appId' <(rerun cliqr: jobs-get --job-status Running 
--number 1)) 
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