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クラスタ設定のパッケージ化の設計と実装
高宮 安仁†

松岡 聡‡

本研究は,自動インストーラが一般のユーザに普及しない主因が設定の困難さにあると考え,典型
的なインストーラ設定のテンプレートをパッケージ化・ネットワーク配布し,これをエンドユーザ
がカスタマイズ用フロントエンドを通じてカスタマイズすることによって,ローカルサイトごと
に用いる設定ファイルを自動生成することを試みた.また,ソフトウェアパッケージ管理システム
のデータベース情報と自動インストーラの機能を利用することで,設定ファイル中に起こるイン
ストール対象のソフトウェアパッケージ同士の衝突の高速な解決を試みた.このほか,テンプレー
トパッケージ開発者支援機構として,同データベースを用いてパッケージ化されたソフトウェア
同士の依存関係の問題点を指摘する仕組みや,カスタマイズ用フロントエンド定義の自動生成な
どの,パッケージ作成支援機能を提供した.

Design and Implementation of Configuration Packaging Methods for Cluster
Installers
†

‡

YASUHITO TAKAMIYA SATOSHI MATSUOKA
While the wide spread of commodity clusters, fully automatic cluster installers haven’t
become the setup tool of choice for many users because of its complexity and difficulty in
configuration. This paper introduces methods of 1) by packaging a set of typical
configurations of cluster installers into common software package format (MetaPackaging)
and make it downloadable for end-users with standard package managers, allows automatic
generation of customized configurations for each local sites over integrated template
customization GUI, and 2) by making use of package dependency information stored at
underlying software package management system and pseudo installation environment
built by automatic installer, allows sanity check of contentment of dependencies between
user selected software packages without actual executions of installer. Moreover, for
MetaPackage developers, we deploy a helper toolkit to enable detecting package dependency
problems occurs when building metapackages and code generation of metapackage
customization front-end.

1.

はじめに

OS やソフトウェアの設定を自動的に行う自動
インストーラは，クラスタリングシステムのような
ほぼ同一のセットアップが施された多数のマシン
から成るシステムでは特に有効である．全マシンへ
のインストール作業を完全に自動化することがで
きるため，対話的インストーラで一台ごとに手作業
でインストールする場合に比べ，セットアップ作業
を短時間で確実に行うことが出来る．また，この性
質をソフトウェア障害の復旧手段として利用し，シ
ステム全体を再インストールすることによって簡
便に障害復旧を行う手法が試みられている[1][2]．

このように大きな利点のある自動インストーラ
であるが，このシステムはあまり一般的には利用さ
れていない．この原因としては，（１）利用可能な
ソフトウェアパッケージが多岐にわたるため，実際
にインストールするソフトウェアパッケージの選
択が難しい点，（２）インストールを成功させるた
めには，インストールするソフトウェアパッケージ
間の依存関係を解決しなければならない点，（３）
ソフトウェア毎の設定内容をインストール前に把
握し，あらかじめ設定しておく必要がある点，
（４）
クラスタノードとスタンドアロンのホストとでは
設定内容が異なり，クラスタ特有のさまざまな設定
ノウハウが必要である点，などが考えられる．
そこで本研究では，自動インストーラの設定作業
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を大幅に簡略化する仕組みを提案し，そのアイデア
の大部分を有用なプロトタイプシステムとして実
装した．本システムは，クラスタシステムやソフト
ウェア固有の情報について特段の知識をもたない
一般ユーザにも，自動インストーラの有効な運用を
可能にするために，（１）典型的なソフトウェアパ
ッケージの選択やインストーラ設定をユーザによ
るカスタマイズ可能なフォーマットでテンプレー
ト化およびパッケージ化し，（２）テンプレートの
エンドユーザによるカスタマイズ機構を自動イン
ストーラ設定ツールに組み込むことで，事実上，エ
ンドユーザが自動インストーラやソフトウェア固
有の細かい知識を意識することなく運用できるよ
うに工夫した．また，ソフトウェアパッケージ管理
システムのデータベース情報と自動インストーラ
Lucie [2]の機能を利用することで，生成される設定
ファイルの正当性の保障を可能とした．さらに，テ
ンプレートパッケージ開発者向けのパッケージ開
発支援ツールを実装した．
2.

これら図に挙げた例は，あくまで設定ファイルの
ごく一部の例である．実際には，たとえ小規模なク
ラスタシステムでも，１ノードあたり数百～数千の
ソフトウェアパッケージがインストールされ，それ
ぞれについてポストインストール処理が必要であ
ることから，数百～数千行もの設定ファイルを作成
する必要があり，ユーザへの負担は極めて大きい．
また，設定ファイルの作成には以下のような難しい
点もある．選択したパッケージ中に衝突し合うパッ
ケージがあった場合，インストーラはエラーで途中
停止してしまう．また，ポストインストールスクリ
プト部の記述にはシェルスクリプトやソフトウェ
アごとの設定に関する詳しい知識を前提としてお
り，記述ミスはインストーラの異常終了や思わぬ誤
設定につながる．これらを考えると，人手に頼って
これらのような設定ファイルを作成することが現
実的でないことが分かるであろう．
2.2 要件とアプローチ

設定ファイルのパッケージ化

本節では，自動インストーラの設定ファイルのテ
ンプレート化やパッケージ化手法の概要を述べる．
2.1 設定ファイルの例
自動インストーラの設定ファイル例の一部を 図
1，図 2に示す．この設定ファイルは，自動インス

ト ー ラ と し て 広 く 用 い ら れ て い る RedHat
Kickstart[5] の設定ファイルである．設定ファイル
は基本的に，インストールするソフトウェアパッケ
ージの選択部分（図 1）と，インストーラの終了処
理として実行され管理コマンドの実行などを行う
ポストインストールスクリプト部分 (図 2) から成
る．
%packages
am-utils
dmalloc
gperf
j2sdk
rsh-server
sysstat
sysreport
…

図 1 : パッケージ選択の設定例（一部）
%post
exec >/dev/tty5
echo "Kickstart-installed Red Hat Linux `/bin/date`" > /etc/motd
# configure start up daemons
chkconfig --level 0123456 bootparamd off 2>&1 > /dev/null
chkconfig --level 0123456 gated off 2>&1 > /dev/null
chkconfig --level 0123456 innd off 2>&1 > /dev/null
…

ここでは，多くのユーザにとって自動インストー
ラを効率よく運用できるための要件と，それを満た
すための本研究のアプローチを述べる．
2.2.1

パッケージのグループ化

パッケージの選択にあたって，選択したパッケー
ジに含まれる任意の２つのパッケージがお互いに
衝突しないようなパッケージリストを作る必要が
ある．しかし，利用可能なソフトウェアパッケージ
の数は数千にのぼっており，またパッケージ間の依
存関係が複雑に入り組んでいるため，システムにと
って本当に必要なパッケージをもれなく選択し，か
つそれぞれの依存関係を満足させることは難しい．
本研究では，パッケージを機能や概念別にいくつ
かのグループに分類し，それぞれをひとつのソフト
ウェアパッケージとしてインストール単位とする
手法を提案する．本研究ではこれを，メタパッケー
ジと呼ぶ．具体的には，C コンパイラ，C デバッ
ガ，開発系ライブラリパッケージなど，C 言語開
発環境に必要なパッケージ一式を `c-devel’メタパ
ッケージなどと１つのメタパッケージにまとめ，こ
れをパッケージ選択部分に指定可能とする．
# メタパッケージの選択
lmp-mpich-runtime # MPICH ランタイム環境一式
lmp-c-dev
# C 開発環境一式
lmp-java
# Java 環境一式
lmp-nis
# NIS アカウント管理一式
# 追加的な通常パッケージの選択
lv
w3m
kterm

図 3 : メタパッケージを用いた場合のパッケージ選択例

図 2 : ポストインストールスクリプトの設定例（一部）
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また，１つのメタパッケージ中に含まれるパッケ
ージは互いに依存関係を満足することをあらかじ
め保障することで，余分な依存問題の発生を防ぎ，
ソフトウェアパッケージ選択部分を簡潔に短く記
述できるようにする (図 3)．
2.2.2

設定ファイルのカスタマイズ

ポストインストールスクリプトを簡単に記述で
きるようにするためには，あらかじめ出来合いのポ
ストインストールスクリプト集をベンダ側で提供
し，これをエンドユーザがローカルサイトごとにカ
スタマイズできるような仕組みが好ましい．
本研究では，ベンダ側でテンプレート化した典型
的なスクリプトをメタパッケージ中に含めること
によって，スクリプトのネットワーク経由でのダウ
ンロード・インストール・更新を可能とした．また，
ダウンロードしたテンプレートをカスタマイズす
るための設定ダイアログ (図 4) を提供することに
よって，エンドユーザが簡単にスクリプトをカスタ
マイズできるようにした．

の仕組みが必要であるといえる．
本研究では，インストーラ実行前にあらかじめイ
ンストーラを実機とほぼ同等の擬似環境で
dry-run する機構を提供しており，インストーラを
実際に実行するのに比べ，極めて短い時間でインス
トール可能性をチェックすることができる．
2.2.4

メッセージ出力

インストーラはパッケージ間の依存関係に問題
が生じたときに，問題が生じたパッケージと周辺パ
ッケージの依存関係を，数レベルに渡って表示する
(図 5)．しかし，多くのユーザはこのようなメッセ
ージに対応することが難しいであろう．
以下のパッケージには満たせない依存関係があります:
libmutexm-ruby: 依存: libruby (< 1.7.0-0) しかし,1.8.0-1 は
インストールされようとしています
mhc-utils: 依存: ruby (< 1.7) しかし,1.8.0-1 はインストール
されようとしています
racc-runtime: 依存: libruby (< 1.7.0-0) しかし,1.8.0-1 は
インストールされようとしています
・・・

図 5 : 依存関係によるエラーメッセージの例（一部）
(a) メタパッケージの依存 MPa

MPb
MPb

MPa

(b) メタパッケージの競合 MPa

MPb
MPb

MPa

図 4 : 設定ダイアログのスクリーンショット (c-dev メ
タパッケージ)

2.2.3

選択したパッケージの正当性チェック

選択したパッケージが実際にインストール可能
であるかどうかは，インストール先ホストのソフト
ウェア構成や，パッケージ取得元サーバの状態に依
存する．一般に，インストール先ホストに選択した
パッケージと衝突するパッケージがすでにインス
トールされていた場合，依存関係が解決できないた
めインストーラはエラー終了する．また，パッケー
ジ取得元サーバが選択したパッケージを提供して
いない場合，やはりインストールは失敗する．
このためパッケージ選択部分などの設定ファイ
ルのデバッグには，設定ファイルを修正し，実機上
でインストーラを実際に動作させるといったトラ
イアンドエラー的な作業が繰り返し必要であり時
間がかかる．自動インストーラを普及するには，実
際にインストーラを起動させることなく，インスト
ール可能かどうかを短い時間でチェックするため

MPa, MPb : メタパッケージ
: パッケージ

依存
競合

図 6 : メタパッケージ間への依存関係の導入

そこで本システムではこの点を改善し，あらかじ
め依存関係をメタパッケージ間に設定しておくこ
とによって (図 6)，依存問題を引き起こしたパッケ
ージそれぞれがメタパッケージ中に含まれ，メタパ
ッケージ間の依存関係に還元できる場合には，エラ
ー表示をメタパッケージ同士の簡潔な依存関係エ
ラーとして表示する (図 7)．この場合，競合するパ
ッケージの数が，高々それらを含むメタパッケージ
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の数だけに減少するため，表示されるエラーメッセ
ージが単純化されるため，選択パッケージの修正が
容易になる．
以下のパッケージには満たせない依存関係があります:
lmp-ruby: 競合: lmp-c-dev しかし,0.2-1 はインストール
されようとしています

図 7 : メタパッケージによる改善された依存関係エラー
メッセージの例

2.2.5

パッケージのネットワーク配布

セキュリティ勧告やメタパッケージのバージョ
ンアップによって，メタパッケージは頻繁に更新さ
れる可能性がある．この場合，従来のような
CD-ROM メディア等による更新だと[1]，更新の遅
れやし忘れがどうしても起こるため，セキュリティ
パッチが適切に適用されない可能性がある．
本システムでは，メタパッケージを通常のソフト
ウェアパッケージと同じフォーマット (rpm や
deb) で配布し，またパッケージマネージャ apt
(Advanced Package Tool) のネットワークインス
トール機能を用いることによって，メタパッケージ
の安全なネットワークダウンロードやインストー
ル，自動更新を可能とする．
メタパッケージをネットワーク上で配布する場
合，メタパッケージ開発者は作成したメタパッケー
ジを scp 等を用いて http/ftp サーバ上に配置する．
また，配置先の URL を apt-line と呼ばれる形式
に従って Web ページ等でユーザに通知する (図 8)．
deb http://lucie.sourceforge.net/debian/lmp/woody/ ./

図 8 : メタパッケージの取得元 (apt-line) の例

ユーザは，必要なメタパッケージを含む apt-line
を自動インストーラの設定に追加することによっ
て，必要なメタパッケージをパッケージに含まれる
PGP や MD5 情報を利用して安全にネットワー
クインストールできる．また，cron 等の設定によ
って，更新されたメタパッケージと依存するすべて
のパッケージの自動更新が可能である．
2.2.6

メタパッケージ作成支援

メタパッケージを作成するにあたって，メタパッ
ケージに含まれるパッケージがお互いに衝突しな
いことを保障し，また作成したメタパッケージ間に
適切な依存関係を設定するのはメタパッケージ開
発者の作業である．膨大な数のパッケージ依存情報
に精通していなくともメタパッケージが作成でき
るようにするためには，依存関係の解析や設定を自

動的に行う仕組みが必要であるといえる．また，メ
タパッケージの生成には make 等のコマンドに対
する知識や，rpm や deb といったパッケージフォ
ーマット固有の知識も必要である．メタパッケージ
の普及のためには，こうした煩雑な知識をメタパッ
ケージ開発者から隠蔽する機構が必要といえる．
本研究では，（１）メタパッケージの提供するパ
ッケージリスト，（２）Lucie 設定ファイルのテン
プレート，
（３）設定ダイアログ定義 (状態遷移表，
ポストインストールスクリプト)，といった最低限
の情報のみを与えることによって，依存情報を自動
的に解析し，依存関係に問題のあるパッケージの指
摘やメタパッケージ自体の依存関係の適切な設定，
メタパッケージのビルドに必要なパッケージフォ
ーマット固有ファイルの自動生成，開発者情報
(PGP サイン) や MD5 情報の組み込みから，最終
的なメタパッケージの生成までを自動的に行う，メ
タパッケージ作成支援ツールを提供する．
3.

システムの設計

本節では，前節で述べた方針に基づいて作成した
システムの設計について説明する．
3.1 メタパッケージ間の依存関係
本システムでは，メタパッケージ間の依存関係を
求めるにあたって，すべてのパッケージに必ず含ま
れているメタデータのうち Depends:， Conflicts:，
Provides: という情報を利用している．Depends:
は，そのソフトウェアパッケージが依存する他のパ
ッケージ名と，そのバージョン番号を表したもので
ある．Conflicts: は，そのソフトウェアパッケージ
が衝突する他のソフトウェアパッケージ名とバー
ジョン番号を表したものである．Provides: は，そ
のソフトウェアパッケージが提供する機能を，仮想
的なパッケージとして表したものである．
以上の依存関係より，以下のようなパッケージの
集合を定義する．Depends(p) はパッケージ p が
直接，あるいは間接的に依存するすべてのパッケー
ジの集合であり，依存関係を正向きにたどる関係で
ある．Reverse-Depends(p) はパッケージ p に直
接，あるいは間接的に依存するすべてのパッケージ
の集合であり，依存関係を逆向きにたどる関係であ
る．Provided-Depends(p) はパッケージが提供す
るすべての仮想パッケージについて，
Reverse-Depends をとったものの和集合である．
以上より，メタパッケージ間の依存関係を以下の
ように定める ( 図 6)．メタパッケージを MPa，
MPb，また通常のパッケージを pa，pb とすると，
MPa が MPb に依存する条件:
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∃pa∈MPa， depends(pa)∩MPb≠φ， or
∃pb∈MPb， provided-depends(pb)∩MPa≠φ

db_get c-dev/gcc
GCC_LINK=$RET
db_get c-dev/gpp
GPP_LINK=$RET
db_get c-dev/cpp
CPP_LINK=$RET

MPa が MPb と衝突する条件:
∃pa∈MPa， conflicts(pa)∩MPb≠φ

cat <<EOF > /etc/lucie/lmp/c-dev/scripts/symbolik_links
#!/bin/sh
chroot /tmp/target ln -sf /usr/bin/${GCC_LINK} /usr/bin/gcc
chroot /tmp/target ln -sf /usr/bin/${GPP_LINK} /usr/bin/g++
chroot /tmp/target ln -sf /usr/bin/${CPP_LINK} /usr/bin/cpp
EOF

以上の方法で求めたメタパッケージ自体の依存
情報は，メタパッケージのビルド時，支援ツールに
よってメタデータに自動的に設定される．
3.2 テンプレートのカスタマイズ
本システムが提供する Lucie 設定ファイルのテ
ンプレートおよびカスタマイズ機能は，汎用設定フ
レームワークである Debconf[6] を用いて構築され
ている．実際のテンプレートの導入とカスタマイズ
の流れは，図 9 のようになる．
パッケージマネージャー

ポストインストール

②メタパッケージのインストール

インストールフック

Debconf

Lucie インストーラは，生成された各設定ファイ
ルを入力として，クラスタノード上で実際のインス
トール処理を自動実行する (図 11)

ユーザ

Lucie インストーラ
クラスタノード上での
実行

Lucie サーバ上
での実行

Lucie インストーラ

図 10 : ポストインストールスクリプトの例 (一部)

①起動
③起動

パッケージリスト、設定
テンプレートのインストール
カスタマイズ済み
テンプレートのインストール ⑤起動

質問の表示
状態遷移
ユーザ入力を取得

④入力

ユーザ

インストーラ起動

パッケージのインストール
メタパッケージでインストールされた
パッケージリストを使用
他のインストール処理実行

ユーザ入力を取得
⑥Lucie ポストインストールスクリプト
ポストインストールスクリプト実行
カスタマイズされた
ポストインストールスクリプトを使用

図 9 : 設定ダイアログによるカスタマイズの流れ

インストール完了

まず，ユーザがメタパッケージ公開サイトからパ
ッケージマネージャを通じて Lucie インストーラ
上にメタパッケージをダウンロード・インストール
すると (①)，メタパッケージに含まれるパッケージ
リストや，Lucie 設定ファイルの各テンプレートが
Lucie インストーラ上に展開される (②)．
展開後，パッケージマネージャはメタパッケージ
中に含まれインストール時のフックとして起動さ
れる，インストールフックスクリプトを実行する
(③)．インストールフックスクリプトは，設定ダイ
アログ (図 4) と通信し，カスタマイズに関する質
問項目の表示要求と，ユーザ入力に応じた質問項目
の状態遷移を設定ダイアログへ送信する．ユーザが
設定ダイアログを通じて入力(④)した値は，
Debconf DB に一旦保存される．
すべての質問が終了後，パッケージマネージャは，
メタパッケージ中に含まれ，パッケージ開発者によ
って記述されるポストインストールスクリプト
(図 10)を実行する (⑤)．ポストインストールスクリ
プトは，Debconf DB に保存されたユーザ入力項目
の各値を読み込み，これと設定ファイルの各テンプ
レートをもとに，カスタマイズされた最終的な
Lucie 設定ファイルを生成する (⑥)．

図 11 : 生成された設定ファイルを用いた Lucie インス
トーラの実行

3.3 設定フロントエンドの生成
設定ダイアログを制御するためのインストール
フックスクリプトでは，パッケージごとに状態遷移
マシンをシェルスクリプトで実装する必要があり，
開発者の負担が大きかった．
本システムが提供する支援ツールでは，こうした
状態遷移マシンを簡単に記述するための仕組みと
して，ユーザが定義した XML による状態遷移表
( 図 12) を 入 力 と し て ， オ ブ ジ ェ ク ト 指 向 言 語
Ruby で記述された，デザインパターンの State パ
ターンによる状態遷移マシン (図 13) を自動生成
する仕組みを提供する．
3.4 Dry-run 機能
設定ファイルによって指定されたソフトウェア
パッケージが実際にインストール可能であるかど
うかをチェックするために，本システムでは自動イ
ンストーラ Lucie がインストーラサーバ上に生成
する NFSroot 環境を利用する．
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<statemap name="c-dev">
<state name="c-dev/overview" priority="medium"
template="c-dev/overview" start="true"
next="package_information"/>
<state name="c-dev/package_information" priority="medium"
template="c-dev/package_information" next="gcc"/>
<state name="c-dev/gcc" priority="medium" template="c-dev/gcc">
<case value="gcc-2.95" next="gpp"/>
<case value="gcc-3.0" next="gpp"/>
<case value="gcc-3.3" next="gpp"/>
</state>
・・・
</statemap>

4.

関連研究

LCFG[7]や NPACI Rocks[1]，FAI[8]といった自
動インストーラは，設定ファイルの断片（スニペッ
ト）とスニペット間の継承関係を提供することによ
って，ユーザによるインストーラ設定ファイルの生
成や再利用を可能としている． メタパッケージと
比較すると，スニペットの問題点として，（１）ス
ニペット間の競合関係が考慮されていないために，
生成される設定ファイルに矛盾が発生する場合が
ある点，（２）その操作には各インストーラ独自の
専用ツールが必要である点，（３）テンプレート化
されておらず，カスタマイズ性が低い点（４）PGP
サインや MD5 チェックサムなどの改ざんされて
いないことを保障する仕組みが無い点，などがある．

図 12 : XML による状態遷移表の定義 （一部）
class PackageInformation < TextState
def transit( aDebconfContext )
super aDebconfContext
aDebconfContext.current_state = DebconfContext::GCC_STATE
end
end
class Gcc < SelectState
def transit( aDebconfContext )
super aDebconfContext
aDebconfContext.current_state = \
case get( @name )
when 'gcc-2.95'
DebconfContext::GPP_STATE
when 'gcc-3.0'
DebconfContext::GPP_STATE
when 'gcc-3.3'
DebconfContext::GPP_STATE
end
end
end
・・・
class DebconfContext
PACKAGE_INFORMATION_STATE =
PackageInformation.new( 'c-dev/package_information', 'medium' )
GCC_STATE = Gcc.new( 'c-dev/gcc', 'medium' )
・・・
attr_writer :current_state
def initialize
@current_state = PACKAGE_INFORMATION_STATE
end
def transit
@current_state.transit self
end
end
# Main
title 'c-dev Lucie Meta Package のカスタマイズ'
debconf_context = DebconfContext.new
while true do
rc = debconf_context.transit
exit 0 if rc.nil?
end

5.

おわりに

これまでほとんどのユーザにとって利用するこ
とができなかった自動インストーラの設定方式を
改善し，ソフトウェア固有の細かい知識等を意識す
ることなく運用できる仕組みとして，メタパッケー
ジを実装した．また，メタパッケージ開発者用の支
援ツールを開発した．今後の課題として，これらの
ツールを用いてどの程度設定コストが軽減される
かを実環境上で評価する必要がある．
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