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である．パッケージ生成は，メタデータに基づいてベー

1 概要

スシステムを 1000 個あまりのパッケージの集合に再編

歴史的経緯により，BSD Unix ベースシステムは一

成する処理である．パッケージの作成には，サードパー

つのシステムとして維持管理・ビルドされ，荒い粒度で

ティのパッケージを管理するシステム pkgsrc(http:

配布されてきたが，現代では，特にセキュリティアップ

//pkgsrc.org) を利用する．basepkg を pkgsrc フ

デートのために，きめ細かな更新機能が提供されている

レームワーク上に構築することで，高機能なパッケージ

ことがのぞましい．我々は NetBSD ベースシステムを

管理のしくみをベースシステム管理にも適用できるよう

細粒度化し細かなアップデートが可能なシステムを開

になった．これにより，後述するクライアントで “更新

発・運用している．本システム (図 1) は細粒度パッケー

時にデーモンの再起動を確実に実行する機能” や “失敗

ジを生成するシステム basepkg [1, 2, 3] と配布サービス

時のロールバック機能” などが実装可能となっている．

[4] および概念実証用 (PoC) クライアント (nbpkg.sh)
から構成される．本システムはコミュニティベース開

3 パッケージ配布システム

発であり，そのリソースは潤沢ではないが，比較的低ス

basepkg はベースシステムの分割をするだけのソフ

ペックのマシンでも既存のビルドシステムと連携し，か

トウエアであり，OS アップデートのしくみ全体の構築

つバイナリ中の ident(RCS のタグ) 情報をもとに更新部

には，別途，配布システムおよびクライアントの作りこ

品のパッケージだけを生成・配布するしくみを実装する

み，そして，それらのサービス運用が必要である．

ことで NetBSD 8.0 stable ブランチ (以下 stable) の 60

パッケージ配布システム (図 1) は，(1) ダウンロード

種類超のアーキテクチャの最新パッケージを，daily で

部 (2) バイナリの分析部 (3)basepkg によるパッケージ

提供する運用が可能である．

生成部から構成される．また，我々は生成されたパッ
ケージを配布するサーバも運用している．

2 basepkg の概要

パッケージの対象数は，ひとつのブランチあたり，

basepkg は 1200 行程度の Bourne shell スクリプト

60 を超える (stable で 62)．現在，実行しているマシン

である．システムの持続性・互換性のために POSIX

は，さくらインターネットの VPS(v3) (3 コア，メモリ

準 拠 [5] を こ こ ろ が け ，コ ー デ ィ ン グ ス タ イ ル は

2GB，HDD 200GB) で，あまり能力が高いとはいえな

ShellCheck(http://www.shellcheck.net/) によりチ

いが，以下の実装方法を選択したことにより，低コス

ェックをおこない，可能なかぎり素直なコードを目指し

トで，一つのブランチあたりシングルスレッドでも，ほ

ている．

ぼ一日での処理が可能となっている．また，ブランチと

basepkg は，メタデータとパッケージ生成部から構

アーキテクチャごとに独立した処理なので，並行処理を

成される．ベースシステムを 1000 個あまりのパッケー

すれば処理速度は向上する．現在の処理速度でも，ほぼ

ジに分類するメタデータは，NetBSD ソースコード内

毎日ビルドされている NetBSD 8.0 の開発版と安定版の

の src/distrib/sets/lists/ を元に，basepkg 側で

パッケージを daily で提供可能と見積もられる．

バグ修正やフールプルーフ対策をほどこした独自拡張版

バイナリは nycdn.netbsd.org からダウンロードする．
ニューヨークにあるシステムが，最新のソースコードを
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図1

全体構成図

して配布されているためダウンロードは高速である．生

アントでの alias 機能を提供している．(1) は自動更新用

成するパッケージの管理上は，ソースコードからビルド

パッケージ一覧を修正することで対応している．(2) は

するのが望ましいが，膨大なマシンパワーを必要とする

デフォルトのパッケージ命名規則が分かりにくいため，

ため，ダウンロード方式を採用している．

“nbpkg.sh upgrade openssl” のようなユーザにとって

ダウンロードしたバイナリは ident 情報を元に分析

馴染みのある名称での操作を可能にするための機能だ．

し，更新分を含むパッケージのみを生成する．これは，

現 状 ，迅 速 な 細 粒 度 ア ッ プ デ ー ト 運 用 が 実 現 で き

BSD のソースコードが統一的に ident で管理されてい

てお り 十分 実用 的と 考え るが ，(1)basepkg の NetB-

るために可能となっている．また，必要なパッケージの

SD 9.0 へむけた開発ブランチ (current) へのマージ

みを生成するため，処理速度も向上する．

(2) 粒度 (3) パッケージのバージョン名などの課題が
ある．(2) は当面クライアント側の alias で解決する．

4 PoC クライアント

(3) は etc-passwd-20181031 のような日付つきパッ

NetBSD で Linux ディストリビューションにおける

ケ ー ジ 名 に な る 問 題 で あ る ．た と え ば Debian で は

“apt update; apt upgrade” のような自動アップデー

etc-passwd-1.0.2~deb9u1 といったパッケージ名に

トを可能とする PoC クライアント (nbpkg.sh) も製作・

なるが，NetBSD の場合，daily build の生成が日単位の

配布している．車輪の再発明を避け，nbpkg.sh は pk-

ため，etc-passwd-20181031 のようなパッケージ名に

gin(pkgsrc/pkgtools/pkgin) という apt 的な機能を提供

しかできない．しかしながら，一般ユーザはシステムを

するユーティリティの wrapper として実装されている．

最新の状態に保ちたいのであって，バージョン名をひと

我々の配布サーバが提供するパッケージはベースシス

つひとつ確認したいわけではないだろうから現方式で十

テム全体ではなく更新分のみであるため，nbpkg.sh の推
奨動作 ( “nbpkg.sh update; nbpkg full-upgrade” ) で
は，配布パッケージをすべてインストールし，システム
を最新版にする．別途，ユーザが一つ一つ確認しながら
インストールする操作も，またメジャーリリースへ戻す
ことも可能だ．これらは，パッケージ管理フレームワー
クで，いつ何を入れ替えたかの履歴が明確になったこと
による利点である．

5 課題と議論

分妥当と考える．
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本配布システムはフールプルーフをめざし (1) 推奨動
作では危険な/etc の更新を行わなず (2)nbpkg.sh クライ
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