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はじめに：ネットワーク自動化による運用の迅速化

ネットワーク構成とアップデートを手動で行う従来の方法はかなりの時間を必要
とし、ミスが発生しやすいため、現代の急速に変化するアプリケーションおよび
データ転送の要件に効果的に対応することができません。プログラム可能でソフ
トウェアベースの自動化テクノロジーがあれば、組織のデジタル業務をより良くサ
ポートできるようになります。

ネットワークを自動化すると、ネットワーク運用 (NetOps) チームは、絶えず変化
する動的なワークロード要件に迅速に対応して、容量、アプリケーションのセキュ
リティ、負荷分散、マルチクラウド統合を柔軟に処理できるようになるほか、セル
フサービスやオンデマンドのネットワーク・アクティビティも実装できます。

その結果、NetOps チームはアプリケーションおよびインフラストラクチャ・チー
ムと同じようにアジャイルで柔軟になり、先進的なビジネス要求をサポートでき
ます。
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RED HAT ANSIBLE AUTOMATION の概要
Red Hat® Ansible® Automation は、コミュニティ・プロジェクトの Ansible に Red Hat 
が大規模なチームベースの自動化に必要な機能や特性を追加し、エンタープライズ向
けに改良したものです。2 つの自動化製品が含まれ、チームが必要とする機能を選択
できます。Red Hat Ansible Engine は、Ansible プロジェクトに対するサポートを提供す
ることで、自動化に取り組むお客様に安心をお届けします。Red Hat Ansible Tower が
提供する追加の管理インタフェースを利用することで、自動化のデプロイ方法を制御
できます。さらに、自動化のソースと結果に関する監査可能な情報を取得できます。

ネットワーク自動化タスクに合わせて調整された  Red Hat Ansible Network 
Automation もバンドルされています。Red Hat Ansible Network Automation の詳細
については、e ブック「Network automation for everyone (全員に役立つネットワー
ク自動化)」をお読みください。

この E ブックの使い方

この e ブックでは、一般的なネットワーク自
動化タスクへの取り組みを始める方法を説
明します。本書で説明する内容は、Red Hat 
Ansible Engine と Red Hat Ansible Tower 
の両方に対応しています。それぞれの製品で
手順が異なる場合、以下のシンボルを使用
して区別しています。

 Red Hat Ansible Engine

 Red Hat Ansible Tower

主な関連資料

トレーニング：Ansible Essentials

e ブック：Network automation for 
everyone (全員に役立つネットワーク 
自動化)

RED HAT ANSIBLE ENGINE
Ansible プロジェクト用のサポート製品
で、IT 環境やプロセスをあらゆる側面か
ら自動化するための Ansible 実行エンジ
ンと数百のモジュールが含まれます。

RED HAT ANSIBLE TOWER
デプロイ作業を支援する製品とサポート
により、Ansible 導入環境に管理/制御、
知識、そして権限委任の機能を追加しま
す。

RED HAT ANSIBLE TOWER が役立つ状況
Red Hat Ansible Tower は、以下が必要な場合に使用することをお勧めします。

• 複数のユーザーが同じ Playbook を 
使用する場合の一元管理

• Playbook のアプリケーション・ 
プログラミング・インタフェース  
(API) 制御

• リモート認証ツールとの統合

• コンプライアンスチェックと 
強化されたロギング

• ネットワーク自動化以外の機能

https://www.redhat.com/ja/resources/ansible-network-automation-e-book
https://www.redhat.com/ja/resources/ansible-network-automation-e-book
https://www.ansible.com/resources/webinars-training/introduction-to-ansible
https://www.redhat.com/ja/resources/ansible-network-automation-e-book
https://www.redhat.com/ja/resources/ansible-network-automation-e-book
https://www.redhat.com/ja/resources/ansible-network-automation-e-book
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第 1 章：RED HAT ANSIBLE AUTOMATION のインストールと構成

RED HAT ANSIBLE AUTOMATION のインストール
Red Hat Ansible Engine および Red Hat Ansible Tower のインストールは簡単で、短時間で完了します。

YUM を使用して RED HAT ANSIBLE ENGINE をインストールする

ステップ 1
以下のコマンドを実行します。
$ sudo yum install ansible

詳しい手順については、Ansible インストールガイドを参照してください。

インストールツールを使用して RED HAT ANSIBLE TOWER をインストールする

ステップ 1
必ず最新版を 
お使いください。 
フリートライアル版は  
ansible.com/products/ 
tower/trial から 
ダウンロードできます。

詳しい手順については、Ansible Tower クイックインストールガイドを参照してください。

ステップ 2
tar ファイルを解凍します。
$ tar xvzf ansible-

tower-setup-latest.

tar.gz

ステップ 3
パスワードを設定します。
admin_password：管理用
rabbitmq_password： 
メッセージング用
pg_password： 
データベース用

ステップ 4
セットアップスクリプトを 
実行します。

インストールが完了したら、 
ホスト名または IP アドレスを 
使用して、Google Chrome  
または Mozilla Firefox で  
Ansible Tower ホストに 
アクセスします。

https://docs.ansible.com/ansible-tower/3.4.3/html_ja/quickinstall/
https://releases.ansible.com/ansible-tower/setup/ansible-tower-setup-latest.tar.gz
https://www.ansible.com/products/tower/trial
https://www.ansible.com/products/tower/trial
https://docs.ansible.com/ansible-tower/latest/html/quickinstall/index.html?sc_cid=701f2000000Rd6vAAC
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ネットワーク環境のセットアップ
以下のベストプラクティスに従って Red Hat Ansible Automation のネットワーク環境を構成することをお勧めします。

ログインおよび認証用の Ansible  
サービスアカウントをルーターと 
スイッチにインストールします。 
Red Hat Ansible Tower には、 
Terminal Access Controller Access-
Control System Plus (TACACS+) 
や Remote Access Dial-In User 
Service (RADIUS) などの 
エンタープライズ認証方式を 
使用することをお勧めします。 
詳細については、 
Ansible Tower ドキュメントの 
「エンタープライズ認証の設定」の
セクションを参照してください。

ANSIBLE サービスアカウントを
インストールする

Ansible を使い始めるために 
必須ではありませんが、 
動的インベントリースクリプトを 
作成して SCM ツールに 
保管することをお勧めします。

• Red Hat Ansible Tower には 
一般的なクラウド・ 
プラットフォームや 
カスタム・インベントリー・ 
スクリプトのサンプルが 
付属しています。

• その他のサンプルは、 
コミュニティおよび GitHub から 
入手できます。

静的インベントリーを使用して 
始めることもできます。

インベントリーを設定するPLAYBOOK リポジトリを作成する

Ansible Tower にプロジェクトを
セットアップし、Ansible Tower を 
Source Control Management (SCM) 
ツールに接続して、 
このリポジトリにあるすべての  
Playbook へのアクセスを 
取得します。

https://docs.ansible.com/ansible-tower/3.4.3/html_ja/administration/ent_auth.html
https://docs.ansible.com/ansible-tower/3.4.3/html_ja/administration/ent_auth.html
https://docs.ansible.com/ansible-tower/3.4.3/html_ja/administration/custom_inventory_script.html
https://docs.ansible.com/ansible-tower/3.4.3/html_ja/administration/custom_inventory_script.html
https://docs.ansible.com/ansible-tower/3.4.3/html_ja/userguide/inventories.html#credential-sources
https://github.com/network-automation
https://docs.ansible.com/ansible-tower/3.4.3/html_ja/userguide/projects.html#projects
https://docs.ansible.com/ansible-tower/3.4.3/html_ja/userguide/projects.html#projects
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ネットワーク環境のセットアップ (続き)

パスワードを保持する認証情報を 
作成します。

ANSIBLE パスワードを設定する ANSIBLE TOWER テンプレートを
作成する

ジョブテンプレートを作成して、 
インベントリー、認証情報、 
プロジェクトを接続します。

Ansible がポート 22 を使用して 
ルーターとスイッチに 
接続できるように 
ファイアウォール・ルールを 
設定します。このポート番号は、 
必要に応じて  
ansible_port ホスト変数を 
使用して変更できます。

ネットワーク・ファイアウォール・
ルールを設定する

https://docs.ansible.com/ansible-tower/latest/html/userguide/credentials.html#credentials
https://docs.ansible.com/ansible-tower/3.4.3/html_ja/userguide/job_templates.html
https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/intro_inventory.html#hosts-and-groups
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第 2 章：最初のコマンドと PLAYBOOK の実行

PLAYBOOK とは
Playbook とは、Ansible の構成、デプロイ、オーケストレーションの言語です。人間が読める形式の手順のセット (「play」) で構成され、
ホストのインベントリーに対する自動化を定義します。それぞれの play にはインベントリー内の 1 つ、複数、またはすべてのホストを対象
とする、1 つ以上のタスクが含まれています。各タスクは Ansible モジュールを呼び出し、有益な情報の収集、ネットワークファイルのバッ
クアップ、ネットワーク構成の管理、接続性の検証など、固有の機能を実行します。

Playbook は複数のチームで共有して再利用できるので、反復可能な自動化を作成できます。

開発 品質保証 運用担当者 管理 アウトソーサー

開発 本番稼働

ANSIBLE 
PLAYBOOK
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PLAYBOOK の解説：仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN) の作成

 1 ---

 2 - hosts: ios

 3   gather_facts: no

 4   connection: network_cli

 5 

 6   vars:

 7     vlan: 10

 8 

 9   tasks:

10      - name: Create VLAN

11        ios_vlan:

12          vlan_id: “{{ vlan }}”

13          name: test-vlan

14          state: present

15 

16      - name: Add interfaces to VLAN

17        ios_vlan:

18          vlan_id: “{{ vlan }}”

19          interfaces:

20            - GigabitEthernet0/10

21            - GigabitEthernet0/11

Playbook の開始を示します。

変数の定義
この Playbook では、変数の値を直接定義します。

Ansible Tower を使用している場合、Survey を作成 して、
Playbook を実行する際にユーザーが変数の値を入力でき
るようにすることもできます。この場合は、行 6 と 7 を次
の行に置き換えます。
# {{vlan}} input

詳細は、9 ページの「Ansible Tower の Survey の作成」
のセクションを参照してください。

タスク
タスクと Ansible モジュールは 1 対 1 の関係にあります。 
このセクションではモジュールを呼び出して VLAN を作成
し、この VLAN へ Gigibit Ethernet インタフェースを追加
します。

network_cli 接続プラグインを呼び出します。
Linux® ホストのみに使用されます。(Ansible 2.7 およびそれ以前)
ios という名前のデバイスまたはデバイスのグループを呼び出します。

https://docs.ansible.com/ansible-tower/latest/html/userguide/job_templates
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ANSIBLE TOWER の SURVEY の作成
Survey は、わかりやすい質問と回答という形式で、Playbook 
の変数を追加で設定します。Survey は、次の手順で作成しま
す。

1. Ansible Tower インタフェースで [Add survey] ボタンを 
クリックします。

2. 各質問に対して、次の情報を入力します

• Name：ユーザーに尋ねる質問

• Description (任意)： 質問内容の説明

• Answer variable name：応答を保存する Ansible  
変数名

• Answer type：テキスト入力、多肢選択、番号など、 
回答の形式

• Default answer：変数のデフォルト値

• Required：質問が任意かどうか

3. + ボタンをクリックして、質問を Survey に追加します。

4. 他にも質問を追加するには、ステップ 3 を繰り返します。

5. 終了したら、[Save] ボタンをクリックして Survey を 
保存します。

詳細については、Ansible Tower ドキュメントの「Survey」のセ
クション を参照してください。

PLAYBOOK の実行
Playbook の実行はシンプルですが、Red Hat Ansible Engine 
と Red Hat Ansible Tower ではプロセスが異なります。

RED HAT ANSIBLE ENGINE
以下のコマンドを実行します。
ansible-playbook <playbook name> 

-i <inventory file>

RED HAT ANSIBLE TOWER
Ansible Tower ユーザー・インタフェースで、
テンプレートの横にあるジョブ起動ボタン 
(ロケット) を押します。

https://docs.ansible.com/ansible-tower/3.4.3/html_ja/userguide/job_templates.html#surveys
https://docs.ansible.com/ansible-tower/3.4.3/html_ja/userguide/job_templates.html#surveys
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第 3 章：インベントリーの構築

インベントリーとは
インベントリーは、Ansible コマンドと Playbook を使用して実行されるホスト
の集合です。インベントリーファイルはホストをグループに分類し、ネットワー
クの信頼ソースとして機能します。インベントリーファイルを使用すると、1 つの 
Playbook から数百のネットワークデバイスを、コマンド 1 つで保守することも
できます。この章では、インベントリーファイルを構築する方法を説明します。

基本インベントリーの作成
まず、インベントリーを論理的にグループ化します。ベストプラクティスとして、
何を (アプリケーション、スタック、またはマイクロサービス)、どこで (データ
センターまたはリージョン)、いつ (開発段階) という基準で、サーバーとネット
ワークデバイスをグループ化します。

• 何を：db、web、leaf、spine

• どこで：east、west、floor_19、building_A

• いつ：dev、test、staging、prod

このサンプルコードでは、極めて小規模なデータセンターの基本グループ構
造を示しています。[metagroupname:children] という構文を使用して、
メタグループのメンバーとしてグループを登録することで、グループをグループ
化することもできます。

ここでは、グループ network にはすべてのリーフとすべてのスパインが含まれ
ています。グループ datacenter には、すべてのネットワークデバイスと、す
べての Web サーバーが含まれています。

詳細については、Ansible ドキュメントの「Build your inventory (インベント
リーの構築)」のセクションを参照してください。

 1 [leafs]

 2 leaf01

 3 leaf02

 4 

 5 [spines]

 6 spine01

 7 spine02

 8 

 9 [network:children]

10 leafs

11 spines

12 

13 [webservers]

14 webserver01

15 webserver02

16 

17 [datacenter:children]

18 network

19 webservers

注：インベントリーレポートのサンプル Playbook 
は GitHub で参照できます。

https://docs.ansible.com/ansible/latest/network/getting_started/first_inventory.html#basic-inventory
https://docs.ansible.com/ansible/latest/network/getting_started/first_inventory.html#basic-inventory
https://github.com/network-automation/ansible_inventory_report
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変数の使用
インベントリー内の最初の Ansible コマンドで必要とした変数
の多くについて値を設定できるので、ansible-playbook コ
マンドでは省略することができます。

変数の設定
このサンプルでは、インベントリーには各ネットワークデバイス
の IP が含まれています。

 1 [leafs]

 2 leaf01 ansible_host=10.16.10.11

 3 leaf02 ansible_host=10.16.10.12

 4 

 5 [spines]

 6 spine01 ansible_host=10.16.10.13

 7 spine02 ansible_host=10.16.10.14

 8 

 9 [network:children]

10 leafs

11 spines

12 

13 [servers]

14 server01 ansible_host=10.16.10.15

15 server02 ansible_host=10.16.10.16

16 

17 [datacenter:children]

18 leafs

19 spines

20 servers
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変数のグループ化
オペレーティングシステム (OS) や Secure Shell (SSH) ユーザー
など、グループ内のデバイスが同じ変数値を共有している場合、
グループ変数にまとめることで、重複を解消して保守を単純化
できます。

 1 [leafs]

 2 leaf01 ansible_host=10.16.10.11

 3 leaf02 ansible_host=10.16.10.12

 4 

 5 [leafs:vars]

 6 ansible_network_os=ios

 7 ansible_user=my_ios_user

 8 

 9 [spines]

10 spine01 ansible_host=10.16.10.13

11 spine02 ansible_host=10.16.10.14

12 

13 [spines:vars]

14 ansible_network_os=ios

15 ansible_user=my_ios_user

16 

17 [network:children]

18 leafs

19 spines

20 

21 [servers]

22 server01 ansible_host=10.16.10.15

23 server02 ansible_host=10.16.10.16

24 

25 [datacenter:children]

26 leafs

27 spines

28 servers
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変数の構文
変数値の構文は、インベントリー、Playbook、group_vars ファイルで異なります。この点について以下で説明します。 
Playbook と group_vars ファイルが両方とも YAML で作成されていても、それぞれ異なる変数を使用します。

機密性の高い変数の保護
ベストプラクティスとして、パスワードなどの機密性の高い変数に対して保護を追加します。

 RED HAT ANSIBLE TOWER
Red Hat Ansible Tower には、パスワードとキー情報に対する認証情報管理機能が備わっています。Ansible Tower インタフェースの 
[Credentials] ページを使用して、認証情報をユーザーに開示せずにユーザーやチームに認証情報を使用する権限を付与できます。詳
細については、Ansible Tower ドキュメントの「Credentials (認証情報)」のセクションを参照してください。

Ansible Tower は Federal Information Processing Standards (FIPS) モードが有効になっているシステムで実行できることに注意し
てください。

詳細については、Ansible ドキュメントの「Variable syntax (変数の構文)」のセクションを参照してください。

変数値に構文 key=value を 
使用します。
ansible_network_os=ios

INI 形式の 
インベントリーファイル

YAML 構文を使用します。
key: value

.YML および .YAML 拡張子を
持つファイル

完全な key 名を使用します。
ansible_network_os: ios

GROUP_VARS および 
PLAYBOOK ファイル

https://docs.ansible.com/ansible-tower/3.4.3/html_ja/userguide/credentials.html#credentials
https://docs.ansible.com/ansible-tower/3.4.3/html_ja/installandreference/install_notes_reqs.html#installing-tower-on-systems-with-fips-mode-enabled
https://docs.ansible.com/ansible/latest/network/getting_started/first_inventory.html#variable-syntax
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インベントリーのグループ化 (プラットフォーム別)

インベントリーのサイズが大きくなってきた場合、デバイスをプ
ラットフォーム別にグループ化することができます。これにより、
プラットフォーム固有の変数を該当するプラットフォーム上のす
べてのデバイスで簡単に指定できるようになります。

 1 [student1@ansible ~]$ cat hosts

 2 

 3 [routers:children]

 4 cisco

 5 juniper

 6 

 7 [routers:vars]

 8 ansible_ssh_private_key_file=key.pem

 9 

10 [cisco]

11 rtr1 ansible_host=35.183.105.202

12 rtr2 ansible_host=35.183.136.23

13 

14 [juniper]

15 rtr3 ansible_host=35.183.93.48

16 rtr4 ansible_host=35.183.57.54

17 

18 [cisco:vars]

19 ansible_user=ec2-user

20 ansible_network_os=ios

21 

22 [juniper:vars]

23 ansible_user=jnpr

24 ansible_network_os=junos

25 

26 [dc1]

27 rtr1

28 rtr3

詳細については、Ansible ドキュメントの「Group inventory by platform (インベントリーのプラットフォーム別グループ化)」の
セクションを参照してください。

https://docs.ansible.com/ansible/latest/network/getting_started/first_inventory.html#group-inventory-by-platform
https://docs.ansible.com/ansible/latest/network/getting_started/first_inventory.html#group-inventory-by-platform
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第 4 章：一般的なユースケースの実装

 1 ---

 2 - hosts: ios

 3   gather_facts: no

 4   connection: network_cli

 5 

 6   vars:

 7    vlan: 10

 8 

 9   tasks:

10      - name: Create vlan

11        ios_vlan:

12         vlan_id: “{{ vlan }}”

13         name: test-vlan

14          state: present

15 

16      - name: Add interfaces to VLAN

17        ios_vlan:

18          vlan_id: “{{ vlan }}”

19          interfaces:

20            - GigabitEthernet0/10

21            - GigabitEthernet0/11

この章では、一般的なネットワーク自動化のユースケースのサンプル Playbook を示します。

VLAN の追加
複数のネットワークデバイスにわたる VLAN の設定は、NetOps にとって日常的な作業です。Ansible を使うと、VLAN の作成やネットワークへの
伝搬が容易になります。
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情報の収集
多くの場合、ネットワークでは多数の異なるプラットフォームやデバイスが使われています。Ansible は、ソフトウェアバージョンやインタ
フェース情報などのネットワークデータに対して、クエリ、保存、レポートを実行できます。 

 1 ---

 2 - name: GATHER INFORMATION FROM ROUTERS

 3   hosts: cisco

 4   connection: network_cli

 5   gather_facts: no

 6 

 7   tasks:

 8     - name: GATHER ROUTER FACTS

 9       ios_facts:

10 

11     - name: DISPLAY VERSION

12       debug:

13         msg: “The IOS version is: {{ ansible_net_version }}”

14 

15     - name: DISPLAY SERIAL NUMBER

16       debug:

17         msg: “The serial number is: {{ ansible_net_serialnum }}”
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 1 ---

 2 - hosts: ios

 3   gather_facts: no

 4   connection: network_cli

 5 

 6   tasks:

 7   - name: BACK UP CONFIG 

 8     ios_config:

 9       backup: yes

設定のバックアップ
設定のバックアップの保存は、NetOps にとって重要な業務です。Ansible を使うと、設定の一部または全体をネットワークデバイスから
取得するのが容易になります。
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第 5 章：コミュニティ・コンテンツへのアクセス

ANSIBLE GALAXY

Ansible Galaxy では、ユーザーが作成した無数の Role、Playbook、モジュールにアクセスできます。

GALAXY の ROLE
Role は、Ansible 自動化コンテンツをバンド
ルして再利用可能にします。Role を使用する
と、数百ものタスクを含む長い Playbook を
作成することなく、タスクを整理して、独立性
の高い小規模な作業単位に分割できます。
Role には、作業単位の完了に必要な、タス
ク、変数、ハンドラーのすべてが含まれます。

Ansible Galaxy で ansible-network を検索
すると、ネットワーク自動化専用の Role をダ
ウンロードできます。

Galaxy ホームページで非常によく利用されている Role を見つけたり、検索
ツールを使用してすべての利用できる Role を検索したりできます。

Ansible にバンドルされている ansible-galaxy コマンド (ansible-
galaxy install username.rolename など) を使用して Role をダ
ウンロードします。

ROLE のダウンロード

Role を使用して、ワークフローのステップから製品のパッケージおよび配布
まで、多数のタスクを自動化できます。

開発を終えたら、以下のコマンドをプロジェクト・ディレクトリから実行し
て、変更内容を GitHub にプッシュします。
$ git commit -a

$ git push

Galaxy の GitHub リポジトリの一覧が表示されます。表示されない場合は、
表示を更新してください。

ROLE の作成と共有

https://galaxy.ansible.com/
https://galaxy.ansible.com/ansible-network
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関連資料：その他の情報

Red Hat では、詳細なドキュメント、記事、ビデオ、ディスカッションなど、Red Hat Ansible Automation 向けの多数の資料を用意してい
ます。ほとんどの資料は Ansible.com および Red Hat カスタマーポータルで閲覧できます。

• リポジトリ：Ansible ドキュメント

• トレーニング：Ansible Essentials

• ユーザーガイド：Inventories and variables

• e ブック：Network automationfor everyone

• Web サイト：Red Hat Ansible Network 
Automation

• Web サイト：Ansible のネットワーク Role

• トレーニングクラス：Ansible for Network 
Automation

• ワークショップ：今後の Ansible イベント

• データシート：ネットワーク設定の標準化と 
自動化

• インフォグラフィック：サービス提供の高速化と
自動化

ANSIBLE 全般の資料

• リポジトリ：Red Hat Ansible Tower ドキュメント

• ドキュメント：Ansible Tower クイック 
インストールガイド

• ユーザーガイド：Survey

• ユーザーガイド：認証情報

• Web サイト：Red Hat Ansible Tower  
トライアル版のダウンロード

RED HAT ANSIBLE TOWER の資料

• リポジトリ：Ansible ドキュメント

• ドキュメント：インストールガイド

RED HAT ANSIBLE ENGINE の資料

https://www.ansible.com/
https://access.redhat.com/
https://docs.ansible.com/
https://www.ansible.com/resources/webinars-training/introduction-to-ansible
https://docs.ansible.com/ansible/latest/network/getting_started/first_inventory.html
https://www.redhat.com/ja/resources/ansible-network-automation-e-book
https://www.ansible.com/products/network-automation
https://www.ansible.com/products/network-automation
https://galaxy.ansible.com/ansible-network
https://www.redhat.com/ja/services/training/do457-ansible-network-automation
https://www.redhat.com/ja/services/training/do457-ansible-network-automation
https://www.ansible.com/community/events/workshops
https://www.redhat.com/ja/resources/consulting-standardize-network-integration-ansible-automation-tower-datasheet
https://www.redhat.com/ja/resources/consulting-standardize-network-integration-ansible-automation-tower-datasheet
https://www.redhat.com/ja/resources/accelerate-automate-service-delivery-consulting-infographic
https://www.redhat.com/ja/resources/accelerate-automate-service-delivery-consulting-infographic
https://docs.ansible.com/ansible-tower/
https://docs.ansible.com/ansible-tower/3.4.3/html_ja/quickinstall/
https://docs.ansible.com/ansible-tower/3.4.3/html_ja/quickinstall/
https://docs.ansible.com/ansible-tower/latest/html/userguide/job_templates.html#surveys
https://docs.ansible.com/ansible-tower/3.4.3/html_ja/userguide/credentials.html#credentials
https://www.ansible.com/products/tower/trial
https://www.ansible.com/products/tower/trial
https://docs.ansible.com/ansible/latest/index.html
https://docs.ansible.com/ansible/latest/installation_guide/intro_installation.html
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