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イベント概要

• 今回のイベントでは:

• APIの概念、どのようにアクセスし、どのように活用するのかについて、初
級者向けに解説します。また、APIと対話するためにスクリプトがどのよう
に使用されるのか、さらに自動化の概念についても説明します。
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R8x.x Architecture



5

Management API Version release

詳細はこちら：https://sc1.checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#api_versions~v1.8%20

version1.9はまもなく
リリース！

https://sc1.checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#api_versions~v1.8%20
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API – What is it?

アプリケーション・プログラミング・インタフェース

Application Programming Interface

分かりやすいでしょう？
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APIとは

APIとはソフトウェアの機能を共有できる仕組みのことです。

開発者が「機能」を利用できるようにして、WEB上に公開します。

ユーザーとして、これらの「機能」を使って、データを取得したり、
変更を加えたり、様々なニーズを達成することができます。
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なぜAPIを使うのか?使うメリットは？

• 効率的に開発できる

• データを二次利用できる

• サービス利用者の便利性がアップする

• セキュリティの向上
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API – CRUD操作

CRUD – Create, Read, Update, Delete

(CRUDはAPIが実行するべき4つの基本的な操作)

例 (Check Point GAIA CLI Commands 用語):

• Network objectの作成 (add)

• Network objectを読み込む (show)

• Network objectを更新する (set)

• Network objectを削除する (delete)

データベースの操作に関する頭字語はCRUDです。
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RESTful API 

• RESTful APIは以下のように定義されています:

• Standard HTTP メソッドを使用(e.g., GET, POST, etc…)

• URLで要求・リクエスト 例： https://<mgmt>/web_api/

•レスポンスの形式は HTML , JSON , XML , CSVなど

GET

取得

POST

作成

PUT

更新

DELETE

削除
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RESTful API ワークフロー

Login Send Action Publish Logout

https://<mgmt>/web_api/login https://<mgmt>/web_api/add-host https://<mgmt>/web_api/publish https://<mgmt>/web_api/logout

Install Policy

https://<mgmt>/web_api/install_policy

Show-Task
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Check Point APIの
使用方法



14

Check Point API –アクセスメソッド

• mgmt (Gaia CLI - CLISH command)

• mgmt_cli (Expert mode and windows version)

• Ansible

• SmartConsole CLI

• Web Services (Restful APIまたはJSON format)
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API – example menu

Check Point – API 例

SHOW表示 SET登録 ADD追加 / DELETE削除

show host <name> set host <name> add host <name>

show hosts set group <name> delete host <name>

show group <name> set network <name> add group <name>

show groups delete group <name>

show network <name>

show networks



④Gaia CLI

Configuration templates

mgmt add host name host1 
ip-address 1.1.1.1

API Guide : https://sc1.checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html

③SmartConsole②mgmt_cli tool①Web Services

管理APIサーバーと繋ぐ4つの方法

RESTFul API / JSON 
format

Shell Scripting 高速なオペレーション

# mgmt_cli –r true add host 
name host1 ip-address 1.1.1.1

https://sc1.checkpoint.com/documents/R80/APIs/index.html
https://sc1.checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html
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API リファランスガイド
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https://sc1.checkpoint.com/documents/latest/api_reference/index.html

https://sc1.checkpoint.com/documents/latest/api_reference/index.html
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スクリプト
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スクリプト

定義:

コンピュータが実行するための一連の命令またはコマンド

言語を利用することで、コマンドを積み重ねて様々な動作をさせる

スクリプトを作成することができます。

APIを使うことでソフトウェアレベルで複数アプリ間で機能を共有

できます。

その際の機能共有のプログラムをするために、スクリプトが必要です。
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スクリプト –スクリプト言語

• Powershell – Microsoft Windowsに含まれます

• BASH – Linux ディストリビューションに含まれます

• Python – Windows と Linuxにインストール可能

• 他にもたくさんあります…

チェック・ポイントの管理およびゲートウェイ・オペレーティン
グ・システムには、BASH と Python の両バージョンがインストー
ルされています。
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スクリプト –利用するメリット

• 安定

• すべてのデータが揃っていることを確認する

• 効率的

• 数千のタスクを2~3回のクリック・キーワードで処理可能

• ビジネス・ロジックを適用する

• 生産性向上

• 自動化
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Example Script 
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Example Script –コンポーネント

•変数（ Variables ）
•機能（ Functions ）
•スクリプトを実行させるトリガー
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Example Script –機能

• Login・ログイン
• Add Host・ホスト追加
• Publish・パブリッシュ
• Logout・ログアウト
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Example Script #1 – Loginログイン

function login {

Param([Parameter()]$BASE_URL, $USERNAME, $PASSWORD)

$headers = @{

"Content-Type" = "application/json"

}

$body = (ConvertTo-Json -compress @{

"user" = $USERNAME;

"password" = $PASSWORD;

})

$response = Invoke-WebRequest "$($BASE_URL)/login" -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body -ErrorAction Stop

$SESSION = $response | ConvertFrom-Json | Select-Object -ExpandProperty sid

if($response.StatusCode -eq 200){

Write-Host "Login successful."

Write-Host "Session ID: $($SESSION)"

}

return $SESSION

}
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Example Script #1 – add-hostホストの追加

function add-host {

Param([Parameter()]$BASE_URL, $SESSION, $HOSTNAME, $IP)

$headers = @{

"Content-Type" = "application/json";

"X-chkp-sid" = $SESSION

}

$body = (ConvertTo-Json -Compress @{

"name" = "$($HOSTNAME)";

"ip-address" = "$($IP)";

### Uncomment this line to ignore-warnings - necessary if you want to allow different named objects with the same IP address

###"ignore-warnings" = "true"

})

$response = Invoke-WebRequest "$($BASE_URL)/add-host" -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body -ErrorAction Stop

$content = $response.Content | ConvertFrom-Json

if($response.StatusCode -eq 200){

Write-Host "$($HOSTNAME) added"

}

publish $BASE_URL $SESSION

logout $BASE_URL $SESSION

}
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Example Script #1 – publishパブリッシュ

function publish {

Param([Parameter()]$BASE_URL, $SESSION)

$headers = @{

"Content-Type" = "application/json";

"X-chkp-sid" = $SESSION

}

$body = (ConvertTo-Json @{ })

Write-Host "Publishing Changes."

$response = Invoke-RestMethod "$($BASE_URL)/publish" -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body -ErrorAction Stop

$TASK = $response.'task-id'

Write-Host "Published with task-id $TASK."

show-task $BASE_URL $SESSION $TASK

}
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Example Script #1 – logoutログアウト

function logout {

Param([Parameter()]$BASE_URL, $SESSION)

$headers = @{

"Content-Type" = "application/json";

"X-chkp-sid" = $SESSION

}

$body = (ConvertTo-Json @{ })

Write-Host "Logging Out."

$Response = Invoke-RestMethod "$($BASE_URL)/logout" -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body -ErrorAction Stop

if($Response.message -eq "OK"){

Write-Host "Logout Succeeded."

}

}
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“mgmt_cli”ツールについて
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なぜ “mgmt_cli” ？

• 高速性能:

• 複数ポリシーの設定を効率化できます

• Less Memory:

• GUIよりCLIの方がメモリの使用率が低い
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“mgmt_cli”ツールについて

• R80管理サーバーの一部としてインストールされます。

• このツールは管理サーバー上でAPIスクリプトを実行し管理データ
ベースと直接連携されます。
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“mgmt_cli”ツールの使用について

• mgmt_cliツールはすべてのR80ゲートウェイにGaiaの一部としてイ
ンストールされ、このツールを使用するために、Expertモードでス
クリプトを実行する必要があります。

• mgmt_cli.exeツールはR80 SmartConsoleの一部としてインストール
されます。インストール後の格納先フォルダは下記となります。

（C:\Program Files (x86)\CheckPoint\SmartConsole\R80\PROGRAM\）

※ファイルをコピーして他のWindows端末にも使用可能です。
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• Mgmt_cliツールで使用される構文はSmartConsole GUIと同様ですが、1点大
きな違いがあります：

GUIにコマンド入力する際にユーザー名、パスワードと管理サーバーのIPアドレス入力する
必要がありません。この情報は既にGUIのログインダイアログに取得されています。
mgmt_cliの場合は、コマンドを実行するために、ログイン情報が必要です。事前に取得した
セッションのIDトークンを使用することも可能です。

• Mgmt_cliを ‘-s’ または ‘--session-id’フラグ付きでコマンドを入力すると、‘add 
host’コマンドが実行され、ユーザーが設定変更をPublish（またはdiscard）で
きるようになります。

• Mgmt_cliを認証情報付き(‘-s’)でコマンドを入力すると、4つの異なる操作を実
行することができます。

1. 入力された情報で管理サーバーにログイン

2. [add host]コマンドを実行

3. Publish

4. ログアウト
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”mgmt_cli”のオプションリスト

• オプションリストの表示は“mgmt_cli”を実行し、Enterを押します。

例：

• # mgmt_cli add host name host1 ip-address 192.0.2.100

CLIはユーザー名とパスワードの入力を要求する

• # mgmt_cli add host name host2 ip-address 192.0.2.101 -u myname

CLIはパスワードの入力を要求する

• # mgmt_cli add host name host3 ip-address 192.0.2.102 -u myname -p secret

ユーザー名とパスワードをコマンドで指定する

• # mgmt_cli add host name host4 ip-address 192.0.2.103 -s id.txt

セッションIdentifierは前回ログインのコマンドとレスポンスを読み取り、id.txtファイルに保
存する

※“Login Command”のセクションに他のログイン認証情報方法について確認できます
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ログインコマンド

• ログインコマンドは「セッション」を作成します。

• このセッションで起こした実行や変更などをPublishまたはdiscardかどうかログイ
ンしたユーザーが決めます。

• ログインコマンドの実行例：

• mgmt_cli login user me password secret（ローカル管理サーバーにログイン）

• mgmt_cli login -u me -p secret （ローカル管理サーバーにログインの短縮表記バージョン）

• mgmt_cli login（ユーザー情報なしでログイン。CLIがユーザー名とパスワードを入力するよ
うユーザーに要求する）

• mgmt_cli login user me password secret -m 192.0.2.2（ 192.0.2.2のリモート管理サーバーに
ログインする）

• mgmt_cli login user me password secret domain “my domain” -m 192.0.2.2（リモートのマル
チドメインサーバー「my domain」にログインする）

• mgmt_cli login -u me -p secret -d “my domain” -m 192.0.2.2（上記の短縮表記）
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• mgmt_cli login --root true（スーパーユーザーの権限を取得してログインする）

• mgmt_cli login -r true（上記の短縮表記）

• mgmt_cli login --client-cert path-to-certificate-file.p12 password secret（SmartConsoleが発行
したクライアント証明書で管理サーバーにログインする）

• mgmt_cli login -c path-to-certificate.p12 -p secret（上記の短縮表記）

• mgmt_cli login -c path-to-certificate.p12（パスワードなしでログイン。CLIがユーザー名とパ
スワードを入力するようユーザーに要求する）

• 下記テーブルは環境変数として使用できるコマンドパラ－メータの短縮表記を表示します。

パラメータ名 短縮表記 環境変数

ユーザー名 -u MGMT_CLI_USER

パスワード -p MGMT_CLI_PASSWORD

ドメイン -d MGMT_CLI_DOMAIN

クライアント証明書 -c MGMT_CLI_CLIENT_CERTIFICATE

管理サーバーアドレス -m MGMT_CLI_MANAGEMENT

参考URL：https://sc1.checkpoint.com/documents/latest/APIs/#introduction~v1.8%20
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参考URL
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参考URL

• Check Point API’s Homepage – SK121360

• Check Point API リファランスガイド
https://sc1.checkpoint.com/documents/latest/api_reference/index.ht
ml

• CheckMates Developer Resources（開発者向けリソース）

• https://developer.checkpoint.com/

https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk121360
https://sc1.checkpoint.com/documents/latest/api_reference/index.html
https://developer.checkpoint.com/
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参考URL

• W3 Schools – JSON

• https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp

• Powershell

• https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/learn/ps101/01-
getting-started?view=powershell-7.1

• BASH

• https://sodocumentation.net/bash

• Python：初心者向け

• https://www.python.org/about/gettingstarted/

https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/learn/ps101/01-getting-started?view=powershell-7.1
https://sodocumentation.net/bash
https://www.python.org/about/gettingstarted/
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Q＆Aセッション
後半セッション
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Check Point Software Technologies

ANSIBLE＋CHECK POINTによる

自動化
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自動化について

1
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自動化とは

 複数のタスクを計画された順序で自動的に実行すること
->複数のタスクを短時間にまとめて実行することが可能。各タスクを1個ず
つ実行して行く必要が無い。

（比較）手動操作
->複数タスクを実行するために、各タスクを1個ずつ実行して行く必要が有
り、全てのタスクを完了するのに相当の時間と労力を要する。
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自動化の必要性

 (1)膨大な数のルール設定をする必要が有る(2)膨大な数の機器に設定を投入
する必要が有る(3)異なる種類の多数の設定を機器に投入する必要が有る
上記のようなケース、またはこれらのケースが組み合わされた状況に関して、
必要な設定を完了するには、大きな時間的・人的コストを要する。

 設定作業を自動化出来れば、作業にかかる時間的・人的コストを削減するこ
とが出来る。

 自動化により、ある作業に必要とする時間的・人的コストを削減することが
出来れば、そこに投入しなければならないはずだった時間的・人的コストを
他の作業などに振り向けることが出来、組織の生産性の向上に繋がる。

 迅速性が求められるクラウドインフラの背景の中で、仮想Firewallなどの設
定変更・運用にも迅速性が求められる。クラウド時代の迅速な機器運用を可
能にする。
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API, Scriptを使った自動化の実現

 APIはアプリケーションをプログラミングするためのインターフェース

 Firewallなどのネットワーク機器をAPIを介してScript言語を使ってプログラ
ミングすることで、複数のタスクを計画された順序で実行することが可能と
なる->自動化の実現
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ANSIBLEを使ったルールの追加例

2
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ANSIBLEを使ったルールの追加例(1)

AnsibleによるPlaybook実行前のルールの状況



50

ANSIBLEを使ったポリシーの追加例(2)

Ansibleを使い、複数のルールを追加するPlaybookを実行する
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ANSIBLEを使ったルールの追加例(3)

AnsibleによるPlaybook実行後のルールの状況

追加された
ルール
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ANSIBLEとは?

3
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Ansibleとは?

• Ansibleは、クラウドプロビジョニング、構成管理、アプリケー
ションデプロイメント、サービス内オーケストレーション、およ
びその他の多くのITニーズを自動化するオープンソースソフト
ウェアIT自動化エンジンです。

• Ansibleは2012年にMichaelDeHaanによって作成され、2015年に
RedHatに買収されました。

• Unix系のシステム上で実行出来ます。

• AnsibleはWindows上では実行できませんが、WSL

(Windows System for Linux)上で実行できます。
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ANSIBLE用語

4
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Ansible用語

• Control Node - Ansibleがインストールされているすべてのマシン。 任意のControl Node
からansibleまたはansible-playbookコマンドを呼び出すことで、Ansibleコマンドと
Playbooksを実行できます。 Pythonがインストールされている任意のコンピューターを
Control Nodeとして使用できます。ラップトップ、共有デスクトップ、サーバーはすべて
Ansibleを実行できます。 ただし、WindowsマシンをControl Nodeとして使用することはで
きません。 複数のControl Nodeを持つことができます。

• Managed Node - Ansibleで管理するネットワークデバイス（および/またはサーバー）。
管理対象ノードは“hosts”と呼ばれることもあります。 AnsibleはManaged Nodeにインス
トールされていませんが、Pythonが必要になります。

• Inventory – Managed Nodesのリスト。 Inventoryファイルは”hostfile”と呼ばれることもあ
ります。 Inventoryでは、各Managed NodesのIPアドレスなどの情報を指定できます。
Inventoryは、 Managed Nodesを編成し、グループを作成してネストし、スケーリングを容
易にすることもできます。 Inventoryの詳細については、the Working with Inventory セク
ションを参照してください。

参考 https://docs.ansible.com/ansible/latest/network/getting_started/basic_concepts.html

https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/intro_inventory.html#intro-inventory
https://docs.ansible.com/ansible/latest/network/getting_started/basic_concepts.html


56

Ansible用語
• Collections –Collectionsは、Playbooks、Roles、Modules、Pluginsを含むことができる

Ansibleコンテンツの配布形式です。 Ansible Galaxyを介してCollectionsをインストールして
使用できます。 コレクションの詳細については、 Using collectionsを参照してください。

• Modules - Ansibleのコードの単位が実行されます。 各Modulesには、特定のタイプのデー
タベースでのユーザーの管理から、特定のタイプのネットワークデバイスでのVLANインター
フェイスの管理まで、特定の用途があります。 Tasksを使用して単一のModuleを呼び出すこ
とも、Playbooks内の複数の異なるModuleを呼び出すこともできます。 Ansible 2.10以降、
ModuleはCollectionにグループ化されています。 Ansibleに含まれるCollectionの数について
は、Collection Indexをご覧ください。

• Tasks - Ansibleのアクションの単位。 コマンドを使用して、1つのTaskを1回実行できます。

• Playbooks - Tasksの順序付きリスト。保存されているため、これらのTasksをこの順序で
繰り返し実行できます。 Playbooksには、Tasksだけでなく変数も含めることができます。
PlaybooksはYAMLで記述されており、読み取り、書き込み、共有、理解が簡単です。
Playbooksの詳細については、 Intro to playbooksを参照してください。

参考 https://docs.ansible.com/ansible/latest/network/getting_started/basic_concepts.html

https://galaxy.ansible.com/
https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/collections_using.html#collections
https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/index.html#list-of-collections
https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/playbooks_intro.html#about-playbooks
https://docs.ansible.com/ansible/latest/network/getting_started/basic_concepts.html
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何故ANSIBLEか?

5
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何故Ansibleか?
• Ansibleはエージェントレスです!

• AnsibleはSSH経由またはWindows Remote Management (PowerShell実行タスク)経由でリ
モート接続をします。

• AnsibleはPythonで書かれており、ユーザーフレンドリーです。

Playbooks
Managed Nodes

Tasks
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何故Ansibleか?

• べき等性 (冪等性 / idempotency) :何度繰り返しても同じ結果になる性質。

• 開始状態に関係なく、常に同じ結果をもたらすことが可能になります。

• モジュラリティ：AnsibleはモジュールなしでLinuxコマンドを実行すること
もできますが、モジュールを使うことで使い勝手が向上します。

• インストールの容易さ：Ansibleはただyumにhttpdをインストールさせるので
はなく、Ansibleはhttpdがインストールされているか確認し、無ければ yum
にhttpdをインストールさせます。
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何故Ansibleか?
• 容易な機能追加：追加のケーパビリティはPlugins経由で追加されます。

• Ansibleはプラグインアーキテクチャを使用して、リッチで柔軟かつ拡張可能
な機能セットを有効にします。

• 動的なInventories更新

• コミュニティによる開発の促進：コントリビューターは再利用可能な “Roles”
を Ansible Galaxy (https://galaxy.ansible.com) へアップロードします。
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ANSIBLEのインストール

6
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Ansible有効化の要件

• Check Point環境でAnsibleを有効化するためには、管理サーバー
(Security Management Server)にて下記のVersionのOSとHotfixが
必要です。
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Ansibleの要件

Control Nodeの要件

• Python 2.7 or Python 3がインス
トールされたマシン

• ansible-core 2.11以降、プロジェ
クトはPython3.8以降でのみパッ
ケージ化されます。

• Ansibleを使用してクラウド内のマ
シンを管理している場合は、その
クラウド内のマシンをControl 
Nodesとして使用することを検討
してください (managed nodesに
近いマシン). 

Managed Nodesの要件

• ほとんどのManaged Nodesでは、
AnsibleはSSH経由で接続を確立し、
SFTPを使用してModulesを転送し
ます。

• SSHは機能しているが、一部の管理
対象ノードでSFTPが利用できない
場合は、ansible.cfgでSCPに切り替
えることができます。

• Pythonを実行できるマシンまたは
デバイスには、Python 2（バージョ
ン2.6以降）またはPython 3（バー
ジョン3.5以降）も必要です。
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ANSIBLEコンポーネント
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Ansible コンポーネント

• Control NodesのAnsibleディレクトリは/etc/ansibleです。

• このディレクトリには、デフォルトのホスト（Inventory）ファイル”hosts”と構成
ファイル”ansible.cfg“が含まれています。※Page24参照

• 複数のインベントリファイルを同時に使用したり、動的ソースやクラウドソース、
またはさまざまな形式（YAML、iniなど）からインベントリを取得したりすることも
できます。
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Ansible Playbooks

• Ansible PlaybooksはYAML または JSONで記述されます。

• YAMLがAnsibleでの使用で推奨されます。

• インデントを使います。

https://docs.ansible.com/ansible/latest/reference_appendices/YAMLSyntax.html

Run this playbook against the hosts 
in the check_point section defined 

in the inventory

List of tasks to 
run

Use httapi
plugin

The module used to 
achieve the desired 

state
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Ansible Variables

• Variables変数を使用すると、Playbooksをより簡単に変更できます。

• Variablesはvariables filesに含める必要が有ります。

• Inventory fileとVariablesをgitリポジトリ（等のバージョン管理ツー
ル）に保持することで、Inventoryとhost variablesへの変更を効果的
に追跡することが可能になります。
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ANSIBLEとCHECK POINT
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Check Point Ansible用モジュール
• Check Pointには認定されたAnsible用Moduleがあり、組織がインシデントへの対応と復旧の

作業を自動化し、DevOpsモデルに沿った高効率のアプリケーション展開・運用を実現する支
援をします。

• CheckPointAnsible用モジュールのは、AnsibleGalaxyのサイト Check Point Collection for 
the Management Serverから利用できます。

• APIの操作は、CheckPointのSmart ConsoleのGUIの場合とまったく同じです。

• 現時点で、Check Pointはmanagement modules (cp_mgmt_* modules) とbasic Gaia 
modules (cp_gaia_* modules)を提供しています。

※management moduleはpolicyなどの操作、basic Gaia moduleはノード情報などの操作

ができます

• Ansible2.8で導入されたcheckpoint_*モジュールですが、必要な場合を除き、Ansible2.9で導
入された最新のcp_mgmt_*モジュールを使用することを推奨しています。

https://galaxy.ansible.com/check_point/mgmt
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Check Point Modules

• hosts fileのサンプル:

[check_point]

10.1.1.100  # Mgmt IP address

[check_point:vars]

ansible_httpapi_use_ssl=True

ansible_httpapi_validate_certs=False

ansible_user=admin

ansible_password=vpn123

ansible_network_os=check_point.mgmt.checkpoint
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Check Point Modules

• Playbookのサンプル

network objectを作成するPlaybook例

• playbookを実行するコマンド:

---
- name: playbook name
hosts: check_point
connection: httpapi
tasks:
- name: task to have network
check_point.mgmt.cp_mgmt_network:
name: "network name"
subnet: “10.1.1.0"
mask_length: 24
auto_publish_session: true

vars: 
ansible_checkpoint_domain: "SMC User"

ansible-playbook -C your_ansible_playbook.yml
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ANSIBLEとCHECK POINT R80 

MANAGEMENT MODULEを使うための

UBUNTSマシーンのセットアップ
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AnsibleとCheck Point R80 Management Moduleを使うためのUbuntsマシーンのセットアップ

• 目的: Ubuntu18.04LTSサーバーでAnsibleをセットアップします。 galaxy.ansible.comのサイトから最
新バージョンのAnsibleモジュールと、Ansible2.9を一緒にインストールします。

• 詳細な手順は、下記のAnsible InstallationサイトのUbunts installの箇所に記載されています。

https://docs.ansible.com/ansible/latest/installation_guide/intro_installation.html#installing-
ansible-on-Ubuntu

• 1. SSH経由で新しくインストールしたUbuntuマシンに接続します

• 2. 次のコマンドを実行して、システムを更新します

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

• 3. 次のコマンドを実行してAnsibleをインストールします

sudo apt install software-properties-common

sudo apt-add-repository --yes --update ppa:ansible/ansible

sudo apt install ansible
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CHECK POINT R80 MANAGEMENT 

MODULEを使うためのANSIBLEのセットアッ

プ
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Check Point R80 Management Moduleを使うためのAnsibleのセットアップ
• 目的: インストールされたチェックポイントモジュールを使用するために、Ansibleをセットアップします。

• この例では、Check Point Smart CenterのIPアドレスは10.5.0.82になります。詳細な手順は、下記の
Ansible InstallationサイトのUbunts installの箇所に記載されています。

https://docs.ansible.com/ansible/latest/installation_guide/intro_installation.html#installing-
ansible-on-Ubuntu

• 1. R80マネージャーにアクセスでき、APIサーバーがAnsibleサーバーとの通信用に開いていること
を確認します。

SmartConsoleを開き、“Manage & Settings > Blades > Management API > Advanced 
settings” をチェックします。

• 2. SSHを介して、R80管理サーバーで”api status”を実行し、APIがオープンされて、APIサーバー
がRunningの状態になり、準備ができていることを確認します。
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Check Point R80 Management Moduleを使うためのAnsibleのセットアップ
• 3. Ansibleホストで、初期設定を含むhostsファイルを作成します 下記がその例です

※/etc/ansible/hostsのパス配下にhostsという名前のファイルが有りますので、それを編集
します

 [check_point]の下のエントリは、管理サーバーのIPアドレスリストです

 Check Point R80 Ansibleモジュールで使用される変数は、[check_point：vars]セクションにリス
トされています。

 ansible_user / ansible_passwordは、管理サーバーで構成されているR80ユーザーです。

 ansible_network_osプロパティは、使用するモジュールをAnsibleに通知します 上に示したように、
これはチェックポイントモジュール用にGalaxyからインストールされた最新のモジュールを使用し
ます

※ Ansible 2.9から提供されたオリジナルのモジュールを使用する場合は、この設定を
ansible_network_os=checkpointに置き換えます
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Check Point R80 Management Moduleを使うためのAnsibleのセットアップ
• 4. 次に、単純なAnsibleプレイブックを作成して、単純なネットワークを作成します

※Nework Objectを作成するためのプレイブックの例です

• 5. ここで、ansible-playbookコマンドを実行し、playbookのhostsファイルを参照します。 次
のコマンドを使用します

※上記のplaybook用のYAMLファイルはAnsible serverのどのパスに保存しても大丈夫です

ansible-playbook -i hosts ansible_network.yml
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Check Point R80 Management Moduleを使うためのAnsibleのセットアップ
• 6. 以下のプレイブックの例では、状態を不在に変更してネットワークを削除する例です

• 7. 次に、次のコマンドを実行して、サンプルネットワークを削除します。

ansible-playbook -i hosts ansible_network.yml

※下記のように-vvvvオプションを使ったコマンドを入れると更に詳細な情報を表示出来ます

ansible-playbook -i hosts ansible_network.yml –vvvv
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PLAYBOOKSを使う

11



80

Playbooksを使う

• Ansible Playbooksは、繰り返し可能で、再利用可能な、シンプルな設定管理とマ
ルチマシン展開システムを提供します。これは、複雑なアプリケーションの展開
に最適です。

• Playbooksには、タスクだけでなく変数も含めることができます。 Playbooksは
YAMLで記述されており、読み取り、書き込み、共有、理解が簡単です。
Playbooksは、順序付きリスト内の1つ以上の”Play”で構成されます。

• 各プレイは、 Playbooksの全体的な目標の一部を実行し、1つ以上のタスクを実行
します。 各タスクはAnsibleモジュールを呼び出します。

• Playbooksは次のことができます。

• 設定を宣言します。

• 手動で注文したプロセスのステップを、複数のマシンセットで定義された順序で調整します。

• タスクを同期的または非同期的に起動します。
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• Playbookを実行すると、Ansibleは接続に関する情報、すべてのPlayとTaskに
関する行を実行します。

• Playbookの実行の下部に、Ansibleはターゲットにされたノードとそれらがど
のように実行されたかの要約を提供します。 一般的な失敗と致命的な「到達
不能」な通信は、カウントされます。

Playbooksを使う
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- name: update web servers
hosts: ubuntu
tasks:
- name: ensure apache is at the latest 

version
yum:

name: httpd
state: ‘{{apache_state}}’

- name: write the apache config file
template:

src: /srv/httpd.j2
dest: /etc/httpd.conf

- name: update db servers
hosts: all: ubuntu
remote_user: root
tasks:
- name: ensure postgresql is at the latest 

version
yum:

name: postgresql
state: latest

- name: ensure that postgresql is started
service:

name: postgresql
state: started

1つ目のPlay

2つ目のPlay

Ubuntuに対してPlayを実行す
る

Stateはvariableを含んでいます Variableは

inventoryか playbookで定義できます

Variableは –extra-vars or –eオプションで提供できます

ansible-playbook webservers.yml --extra-vars “apache_state=latest”  

1つ目のPlayに
含まれるtasks

Ubuntuを除く
全てのhostsに

適用

remote userを
定義するキー

ワード

2つ目のPlayに
含まれるtasks

Stateは、Moduleに基づいて異なる方法で

定義できます。 一般的な用語は次のとおりです: 

present, absent, started, latest etc..

yum moduleを使う

Playbooksを使う
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