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

It is an unofficial and free salt-stack 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 salt-stack.

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: ソルトスタックのい
このセクションでは、salt-stackのと、なぜがそれをいたいのかをします。

それはまた、のスタックののきなにし、トピックにリンクするがあります。 salt-stackのドキュメ
ンテーションはしいので、これらのトピックのバージョンをするがあります。

バージョン

バージョン

2016.3.2 の 2016-08-02

2016.3.1 2016-06-09

2016.3.0 2016526

2015.8.11 るリリース 201606-14-14

2015.8.10 2016520

2015.8.9 2016517

2015.8.8 2016-03-17

2015.8.7 2016-02-11

2015.8.6 2016-02-04

2015.8.5 2016-02-02

2015.8.4 2016-01-25

2015.8.3 2015-11-25

2015.8.2 2015-11-13

2015.8.1 2015-10-01

2015.8.0 2015-09-09

2015.5.11 2016520

2015.5.10 2016-03-11

2015.5.9 2016-01-09

2015.5.8 2015-11-24
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バージョン

2015.5.7 2015-11-13

2015.5.6 2015-10-01

2015.5.5 2015-08-20

2015.5.4 2015-08-13

2015.5.3 2015-07-01

2015.5.2 20150603

2015.5.1 2015-05-20

2015.5.0 2015-05-06

2014.7.9 2016-03-11

2014.7.8 2015-11-13

2014.7.7 2015-10-01

2014.7.6 2015-05-18

2014.7.5 2015-04-16

2014.7.4 2015-03-30

2014.7.3 2015-03-25

2014.7.2 2015-02-09

2014.7.1 2015-01-13

2014.7.0 2015-11-03

Examples

インストールまたはセットアップ

はのでインストールできます

salt-bootstrap Unix / Linuxプラットフォームにsaltクライアントおよび/またはマスターパッ
ケージをインストールできるシェルスクリプト、

•

プラットフォームのバイナリWindows、Mac OS X、Linux、•

パッケージシステムpacman、apt-get、yumなどのパッケージシステムでできます。•
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ソルト・ブートストラップによるのインストール
ダウンロードSalt

curlで curl -o bootstrap_salt.sh -L https://bootstrap.saltstack.com•
wget wget -O bootstrap_salt.sh https://bootstrap.saltstack.com•

bootstrap_salt.shはくのオプションがあります。それらのでスクリプトをすると

-Mフラグはsalt-masterをインストールし、•
-Nフラグはsalt-minionパッケージをインストールしませんが、•
-Aフラグをして、 salt-master ipをすることができます。•

これは、インストールするのバージョンでびすことができます。

なパターンはのとおりです。

sh bootstrap_salt.sh -M -N stableしたソルトマスターをインストールし、•
sh bootstrap_salt.sh -A <ip> stableしたsalt minionをインストールし、マスターIPをします
。

•

はここにあります 。

プラットフォームのバイナリによるのインスト
ール
のしたインストーラは、ここでつけることができます

Windows•
マックOS•

パッケージシステムによるのインストール
Ubuntu 16.04

wget -O - https://repo.saltstack.com/apt/ubuntu/16.04/amd64/latest/SALTSTACK-GPG-KEY.pub | 

sudo apt-key add -してAPTにsaltstackリポジトリキーをしwget -O - 
https://repo.saltstack.com/apt/ubuntu/16.04/amd64/latest/SALTSTACK-GPG-KEY.pub | sudo apt-
key add -

•

sudo echo "deb http://repo.saltstack.com/apt/ubuntu/16.04/amd64/latest denial main" > 

/etc/apt/sources.list.d/saltstack.listからaptでリポジトリをしてください
•

apt-get updateってaptキャッシュをapt-get update•
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あなたは、・マスターのをインストールしたいはapt-get install salt-master 、それのはapt-get 

install salt-minion 。

のOSのはここにあります

コマンド

ソルトコマンドは、のをしてされます。

salt '*'      pkg.install       vim 
     [target] [module.function] [arguments]

ターゲットは、コマンドをするシステムをします。のでは、すべての '*' ソルト・ミニオンをとし
ています。ソルト・ミニオンのターゲットのについては、 ターゲット・ミニオンのドキュメントを
してください。

コマンドmodule.functionはするです。のでは、 pkg.installをしてターゲットにパッケージのイ
ンストールをします。

は、びすがとするデータをします。のでは、 pkg.installにvimというのパッケージをインストール
するようします。

バージョン

Saltバージョン2014.1.0では、Saltはバージョンにベースのシステムをします。バージョンのは
YYYY.MM.Rです。 YYYY と MM は、リリースがいつされたかをします。バグリリース R は、そのリリ
ースでされます。

のリリースとのリリースをするために、コードがされています。はをしてのコードネームをきし
ます。ベースのシステムののリリースはコードネームHydrogenでした。そののリリースはのアト
ミックリリースにします。

オンラインでソルトスタックのいをむ https://riptutorial.com/ja/salt-stack/topic/1700/ソルトスタッ
クのい
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