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概要 近年,セットトップボックスや家庭用ルータなどの組み込み用途といったリソ‑スの制,Wの多いシス
テムに, Linuxなどの汎用OSを使用するごとが増えてきている.通常のLinuxディストリビューションは,
ユーザインタフェースの拡充に伴い肥大イヒし・インストーラのr最小構成」を選択しても数百MByte程度
が必要となり,そのままでは組み込み用途には大きすぎるという閏髭がある.
本稿では, Linuxディストリビューションに対して,ある用途に持イヒした最小パッケージ構成を自動抑こ生
成するツールの実現を目的とする.本ツールは, Linuxディストリビューションのインストーラの「最小構
成」から,稼働時のファイルアクセス記録に基づいて必要なパッケージを自動的に抽出し,不要なパッケー
ジを削減する.本ツールを, 「最小構成」のDebian Linux4.0上に設定したインターネット脅威観測プロジェ
クト(WCLSCAN)の観測ボックスに適用したところ,パッケ‑ジ数やインストール額域がおよそ50%に削
減できた.
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Abstract
Recently, embedded Linux systems are widely used for STB (Set Top Box) or consumer
broadband routers. These systems often have small memory and disk subsystems.
Ordinary Linux
distributions
such as Fedora and/or Debian have very large number of packages. It is not suitable
for embedded system that these distributions
require several hundreds Mega bytes HDD in spite of
"smallest configuration".
In this

paper,

we propose that automatic

package selection

system of minimized

package set. Our tool

can generate the "required packages" from access list of files in some execution, and un-install
all "unrequired packages" automatically.
We apply our tool for WCLSCAN with Debian, then it reduce about
50% packages

and disk area.
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1 はじめに

なく,目的環境に適合した最小パッケージ構成を
自動的に作成することができる.

従来,セットトップボックスや家庭用ルータな
どの組み込み用途といったリソースの制限の多い
システムでは,携帯電話向けOS 「Symbianm」に
代表されるように組み込み専用OSや独自OSな
どがよく使用されている.近年,汎用OSとしての
Linuxディストリビューションは, IntelのⅩ86系
cpUだけではなく, PowerPCやARM, SH4など
の組み込み分野に用いられているCPUでも動作す

2

要求
本稿では,最小パッケージ構成に対する要求と

して以下の3つを考える.
● 目的環境に必要な条件は事酌に与える.

るようになってきているため,組み込み用途への適

組込み用途を指向するため,一般的な使い方
がすべてできる必要はなく,ある目的に限定

用も行われるようになってきた[2]一通常のLinux
ディストリビューションは,ある目的を持ったファ

したシステムを構成すれば良い,と考える.

イル群をパッケージという基本単位として管理し

●ディストリビューションのパッケージ構成ポ

ており,パッケージ間の依存関係情報を管理した

リシーに潜み込まずに実現する.

り,セキュリティ・バグフィックスをパッケージ単

Linuxディストリビューションのポリシーに

位で行うことが普通である.最近のLinuxディス

より,パッケージの構成方法は全く異なるた

‑トリビューションは,ユーザインタフェースの拡充

め,目的環境に必要なツールとそれに依存さ

に伴い非常に大がかりとなってきているため,イ
ンストーラが提供する「最小構成」を選択しても

れているパッケージのみインストールするだ

数百MByteのインストール償域が必要であること
が普通であり,そのままでは組み込み用途には大

けでは大抵の場合は不足する.特にパッケー
ジ管理システムに関わるパッケージなどは構
成ポT)シーを理解しなければOから導入する

きすぎる問題がある.そのため,組み込み用途で

ことは難しいうえに,構成ポリシーの理解に

は依存関係などを考慮しながら試行錯誤の上で必

は大抵の場合時間がかかるので,ポリシーに
潜み込まずに実現するべきと考える.

要最低限のパッケージなどを厳選して導入するこ
とがよく行われている.
しかし, Linuxディストリビュ‑ションに対する

●パッケージ単位の管理方法は崩さない.

セキュリティ・バグフィックスを適切に適用する為

Linuxディストリビューションはファイル単

には,目的とする環境に最低限必要なパッケージ

位ではなく,パッケージ単ノ位で管理されてお

だけでは不足する場合があり得る上に,ベースと

り,セキュリティ・バグフィックスもパッケー

するLinuxディストリビューションのバージョン
アップの際には,パッケージ構成ポリシーが刷新

ジ単位で行われている.従って,目的環境で

される場合もあり,その度に試行錯誤をしなけれ
ばならなくなってしまう.逆に目的とする環境に

て削除/変更するようなことを考えると,この
管理方針と馳齢が生じてしまい,管理上の問

不要なパッケージが多く含まれていては,不必要
なセキュリティ・バグフィックスが必要になってし

題が発生する.すなわち,パッケージ管理シ
ステムで扱われているパッケ‑ジに関しては,

まい管理上不利となってしまう.

ソースからコンパイルすることは行わないも

そこで本稿では,目的環境に適合した最小パッ
ケージ構成を自動的に生成するツールを実現する

使用するファイルを元にファイル単位におい

のとする.
また,ベースとするLinuxディストリビュ‑

ことを目的とし,実装した必要パッケージの自動

ションのバージョンアップの際に,パッケー

抽出手法と不要パッケージの自動削除手法に加え

ジ構成ポ7)シーが刷新される場合もあり得る

て,様々なパッケージシステムについて考察した上
で判明した選択的な依存関係によるさらなるディ

ので,パッケージを大きく改変することは避

スク使用量最小イヒの方策ついて述べる.
本ツールが実現できれば, Linuxディストリビ

構築したシステムのメンテナンスはオリジナ
ルのディストリビューションにより行われる

ュ‑ションの構成ポリシーに大きく依存すること

それにイ壬せることができる.

ける方が一般性が高いと考える.これにより,

・自動的に構成可能な範囲で実現する.
本稿では,目的環境に適合した最小パッケー
ジ構成の自動構成システムの実現を目指すた
軌より小さなシステムを構成しうるパッケー
ジのカスタマイズやファイル単位でのコンパ
イルなどは,言及しないものとする.

3

設計

3.1想定する手帳
2節の要求に従って,目的環境に適合する最小
パツケ‑ジ構成を実現するた糾こは,以下のよう
な手帳が必要と考えられる.
1. Linuxディストリビューションをr最小構成」
でインスト‑ルする.
2・目的環境の仕様を与える(必要な機能やその
プログラムなど).
3. 2の仕職を満たすためのパッケージのうち不
足しているものを追加インストールする.
4・インストールされているパッケージのうち,冒
的環境に対して不要なパッケージをアンイン
ストールする.
5.動作確認をする.
本稿では,上記の手膳のうち,手帳4の自動化
を行う.

実際の動作の記録を収集するため,勤的なア
クセス先の決定に対しても記録が収集できる.
しかし,システム上起こりうる全ての状況に
おいて実施しないと,全てのファイルアクセ
スパターンを記録できるわけではない.
今回は,使用目的を事前に与えている為,比較
的短期間でほとんどのファイルアクセスパターン
を網羅できると仮定し,方法2を採用する.
次に,アクセスされるファイルの記録を集める
手法について検討する.この収集方法には,以下
の2通りの方法が考えられる.
1・ファイルアクセスのシステムコールを監視
"stra,ce"などのデバッグコマンドを使用するこ
とで実現可能であり,アクセスしたファイル
をすべて記録することが可能となる.しかし,
システム全体のシステムコ‑ルを監視する必
要があるため,実施は非常に高負荷となる.
2.ファイルに対するアクセスタイムの記録
システムの稼働開始時刻よりも後のアクセス
タイムを持つファイルは,目的環境に対して使
用したファイルである,とみなすものである.
この方法は,実際のシステムの稼働に影響を
与えずに済む.しかしながら,運用中に時刻
情報が大きく変イヒするような場合や,ファイ
ルシステムが読み込みのみのモードでマウン
トされている間の記録が残らない問題がある.

3.2 必要なパッケージの選択

通常,読み込みのみのモードでマウントされて
いる期間はカーネルのローダブルモジュ‑ルの読

目的環境に対して,必要最低限のパッケージを
選択する為には,どのファイルが実際に使われる
のかを調べる必要がある.この調査のため,以下
の二通りの方法を考えた.

み込み時とファイルシステムチェック(feck)のとき
のみであると考え,本稿では方法2で十分な情報
が得られると判断した.

1.日的環境に用いるプログラムの静的な解析

パッケージに含まれるファイルのうち,どのファ
イルもアクセスされていない場合,そのパッケー
ジは,目的環境に対して不要とみなす.しかし,〜

プログラムのソースコードを解析したり,そ
こから呼び出されるプログラムのコードなど
を追跡する.自動イヒする上では非常に困難で
ある.また,動的にファイルアクセス先を決
のるようなアプリケーションではすべてを網
羅することはできない.
2.実際にシステムを動作させてアクセスされる
ファイル記録の収集

3.3 不要なパッケージの削除

般にパッケ‑ジには,正常に動作するため別のパッ
ケージの存在に依存しているものがある.ゆえに,
システム稼働時にアクセスがなく目的環境に不要
と思われるパッケージであっても,目的環境に必
要となるパッケ‑ジから依存されているため削除
することができない場合が有り得る.
これを考慮し,パッケージ削除のアルゴリズム
は以下のように決める.

1.インストールされているパッケージから,必
要なパッケージ(システムに使用されるファイ
ルを含む)と,必要なパッケージに依存されて
いるパッケージ以外を「不要なパッケージ」と
して分類する.
2.不要なパッケージに関して,依存関係に対す
るトポロジカルソ‑トを実施する.

て指定する.ただし,システム起動後は目的環境
に必要な操作以外は行わないものとする.
4.2 削除するパッケージ一覧の作成
4.1節により探索した使用ファイルのそれぞれに
対して, 「指定したファイルを含むパッケージを出
力する」コマンドを実行し,使用パッケージの一覧
(リストA)を作成する(dpkg‑Sファイル名)・次
に,リストAのそれぞれのパッケージに対して,倭

3.ソートした着果を元に,依存されているパッ

存関係などの情報を収集(dpkg ‑statusパッケージ

ケージ数が少ないパッケ‑ジから臍に削除を
試行する.

名)し,リストAのパッケージが依存しているパッ

4.削除できるパッケ‑ジが存在しなくなるまで
3を実行する.

てのパッケージ一覧(リストC)を列挙する(dpkg

ケージの一覧(リストB)を列挙する.また,ディ
ストリビューションにインストールされている全

‑!)蝣

ここでリストCのパッケージのうち,リストA,

4

実装

3節の設計に従い, debian linux 4.0をベース
osとし,インターネット脅威観測システムである
wCLSCANプロジェクト[3]の観測ツ‑ルIWRを
目的環境とし,このツールを通用した.
WCLSCANプロジェクトは鈴木裕信氏を中心に
企業や大学からのボランティアにより運営されて
いる研究プロジェクトである.このプロジェクト
は,インターネット上の特定のIPアドレスにおい
て観測されるポートスキャンログから,ベイズ推
定に基づき広域的なネットワ‑ク攻撃の活発イヒに
よるインターネットの危険状態を検知する手法を
実践している.そのプロジェクトのうち観測ボック
スとして使われるツールがIWR(Internet Weather
Report)である.観測ボックスの特性上ル‑タな
どへの組込みイbbS望まれるため,本ツールを実践
するには最適である.
4.1使用ファイルの探索

Bに含まれるものを消去する.これにより作成さ
れるパッケージ一覧(リストD)が目的の削除する
パッケージ群となる.
4.3 パッケージの削除
パッケージを削除する場合,他のパッケージか
ら依存されている状態にあるパッケージは削除で
きない.そのため,他のパッケージから依存されい
る数の少ないパッケージから膳に削除すれば,削
除可能なパッケージを効率良く削除できることに
なる.一般にパッケージシステムは,あるパッケー
ジを導入する為に「必要なパッケージが何である
か」 ,つまり依存するパッケージに関する情報を
保持している.そこで,リストDに対して,その
パッケージが依存するパッケージの情報を,以下
のフォーマットとしてリストEを作成する.
"パッケージ名1" "依存するパッケージ名1‑1"
"パッケージ名2" "依存するパッケージ名2‑1"
"パッケージ名2" "依存するパッケージ名2‑2"
リストEに対して,トポロジカルソート(tsort)

3.2節の方法に従いアクセスタイムをもとに使用

を実施すると,依存関係があるパッケージについ

ファイルの探索を行なう.その際に,探索にはfind

ては出現帳が「依存関係が多く持つものが下値」と
なる.そこから,リストDに含まれていないパヅ

コマンドを用い, /procなどの仮想ファイルシステ
ムは探索対象から外すものとする.また,丘ndのオ

ケージ名を削除したものをリストFとして作成す

プションとして基準となるファイルのアクセスタ

る.以降は,リストFに含まれるパッケージを情に

イムより後に更新されたアクセスタイムを考慮で
きる‑anewerオプションを用いる.基準となるファ

パッケージ削除コマンド(dpkg‑Pパッケージ名)
で削除すれば良い.
しかし,パッケージの作成ポリシーによっては,

イルの作成にもouchコマンドを用い,アクセスタ
イムと更新時刻を指定した時刻に設定する(touch
‑am ‑t YYYymmddHHMMSS).設定する時刻は,

パッケージ間に相互依存の関係がある場合が存在
する.これが一つのパッケージとして扱われない

システムの起動時刻を/proc/uptimeから取り出し

のは,アップデートなどの際に小分けにできるこ

とを想定しているものと考えられる.この場合に
は,欄互依存のあるパッケージを同時に削除(dpkg
‑Pパッケージ名1パッケ‑ジ名2)することで対
応できる.相互依存のパッケージの確認は,トポ
ロジカルソート時にループを検出することで判定
できる.

また,自動イヒツールの実行後, 3節の手帳5を実
施したところ,問題なく動作していることが確認
できた.

6 選択的パッケージの存在
パッケージ管理システムでは,依存しているパッ

5

評価

本節では,作成した自動イヒツールについて,自
動で削除できたパッケ‑ジ数やディスク占有量の
減少量について評価を行う.まず,本稿での自動
イヒツールを, Debian Linux 4.Orlに対して適用し
た場合のパッケージ数やディスク占有量の削減量
を,表1に示す.対して,文献国にて,試行錯誤
により実施された手動削除の箱巣を,表2に示す.
ただし,文献[4]ではDebian Linux 3.2r3に対し
て適用しているので,パッケージ数には若干の違
いが存在しているが,他の環境はほぼ同等である.

ケージを指定する際に, "いくつかのパッケージの
うちのどれかひとつを選択すればよい"というポリ
シーをとっている場合がある.本稿では, "いくつ
かのパッケージのうちのどれかひとつを選択すれ
ばよい"パッケージ群を選択的パッケージと呼ぶ.
ベースOSと使用しているdebian4.0では,パッ
ケージ間の関係としていくつかのフィールドが定
められており,最初に本稿に関係するものを以下
に示す.
6・1パッケージ間の関係を表すフィールド[5]
PKGa Field PKGb
・Depends:

絶対的依存関係を示す. Depends:リストに示
されたパッケージ(PKGb)が全てインスト‑
ルされていない限りPKGaは正しく構成され
ないことを示すフィールド.
・Pre‑Depends:

PKGaをインストールするより酌にPKGb
のインストールが完了されている必要がある
ことを示すフィールド.
・Provides: PKGaはPKGhと同等の機能を
提供することを示すフィールド. Depends:に
PKGbが指定されているときPKGaも選択
可能であることを示す.
ォi.2 1(x思ハツケ‑シiサl

ここで, "削除駒"とは, 3節の手脹3までを実
施した状態である.
本稿では自動化ツールにより,パッケ‑ジ数で
約48%の削減,ディスク使用量で約50%の削減が
自動的に実施できることが分かった.この値は,文
献l4]の手動作業とほぼ同程度の箱異といえる.ま
た,本研究での自動イヒツールの実行時間は2分19
秒であった.文献[4]では試行錯誤を繰り返してい
るため,数日かかっており,十分な高速イヒがはか
れているといえる.

パッケージ管壬里システムには同等の機能を提供
するが異なる名称をもつパッケージが有数存在す
る場合がある.その特定の機能をもつパッケ‑ジ
群の総称を,その機能を名称にもつ仮想パッケー
ジとする.すなわち,仮想パッケージは「その特
定の梯能を持つパッケージ」を指すもので「ある
目的を持った固有のファイル群」を指すものでは
ない.ある特定の機能をもつPKGaは,その機能
を意味する仮想パッケージvPKGと以下の関係を
持つ.

PKGa Provides VPKG
すなわち仮想パッケージは,その機能を持つパッ
ケージ群のうち一つを選択するという点から,漢
択的パッケージである.
4の実装手法では 6.1節におけるフィールド"De‑
pendtf'とフィールド"Pre‑Depends?'に関してのみ考
慮している.しかし,フィールド"Providedの存在
により,現行の手法ではディスク使用量において
真に最小システムを構成できない可能性があるこ
とが分かった.
6.3 選択的パッケージによるさらなるシステム縮
3BI5
ここで,選択的パッケージによりさらにシステ
ムを縮小できるという実例を示す.
図1は,表1の削除後の84個のパッケージの依
存関係をグラフにしたものである.
各ノードはパッケージを示す.二重ノードはEs‑
sentialパッケージと呼ばれるdebianシステムに必
要とされるパッケージ,濃い有色ノードは目的環
境のシステム(IWR)のアクセスしたファイルを含
むパッケージである.無色ノードは目的環境のシ
ステムからアクセスされていないが依存関係上必
要となるパッケージ,薄い有色ノードは仮想パッ
ケージである.原則として依存関係ぽ'上のものが
下に依存"となっている.また,四角で囲まれたい
くつかのノードは選択的パッケージを示し,そのう
ちシステムにインストールされていないパッケー
ジとそれらが依存しているパッケージも図1に載
せている.その都合上,実際にシステムにインス
トールされていないパッケ‑ジを破線ノードで示
している.
この図1のうち,本稿において重要となる部分
を抜粋したものを図2に示す.
この図2は,図1の一部で各パツケ‑ジの
インストールサイズ(Byte)を付加したもので
ある. "perl‑base"はEssentialパッケージ, "deb‑
conf", "perl‑base", " Iibc6", "tzdata"は目的環
境のシステムに必要なファイルを含むパッケージを
示す.また, "debconf‑il8n ど'debconf‑english
のいずれかが選択可能であり,現在ぽ'debconf‑
il8n"がインストールされていることを意味する.
ここで, "debconf‑il8n"の依存している'libtext‑
wrapil8n‑perl " , " libtext‑charwidth‑perl ,
liblocale‑gettext‑perl , libtext‑iconv‑perl は
他のパッケージからは依存されていない.ゆえ

6.4 パッケージ選択アルゴリズム
6・3節を踏まえて本節では、選択的パッケージの
選択アルゴリズムについて考える.
11インストールされている仝パッケージの依存
関係グラフ中から選択的パッケージの個数を
数える.
2・それぞれの選択的パツケ‑ジにおいて1つず
つパッケ‑ジを選択するという組み合せを全
て出力する.
3・それぞれの組み合せに関して,パッケージ管
理システムの依存関係定義に適合しているか
調べ,適合ならばインストールサイズの総計
を算出する.
41算出されたインストールサイズの中から最小
なものを選択する.
ここで,ル‑ル2における計算量は,
に, "debconf‑il8n"の代わりに"debconf‑english"
を選択することで,ディスク使用量を936kByte削
減できることになる.

(ルール2の計算量) ‑昭蝣=i¥vhl ≦ P" (1)
Vn :選択的パッケージ

これに加えて仮想パッケージと選択的パッケー
ジの関係を示す(図3).
図3 (a)中の"awk"は仮想パッケージであ

n :選択的パッケージの個数
脇I :選択的パッケ‑ジを構成するパッケージ数
催し,P≧¥Vn ≧2

り"mawk", "gawk", "original‑awk"の3つのパ
ツケ‑ジにより提供されている.すなわち図3(a)
は,選択的パッケージを示す図3 (b)と同等である
ことを示し,依存関係如何ではさらにシステムを

となり,大規模なシステムになればその計算量は
指数関数的に増大することとなる.

小さく構築できる可鰹性を含む.
以上のように選択的パッケージを上手く選択す
ることによって,より小さなシステムを構築でき
る可儲性がある.

e^E!巨星
7.1必要なパッケージの抽出手法
本稿で探用したファイルアクセス記録からシス
テムに必要となるパッケージを抽出する手法(4.1
節)では,システムに必要なファイルを網羅してア
クセスする間,実際にシステムを稼働させる必要
がある.現在,このツールの対象システムとして
いる,観測ツールIWRは,システムに必要なファ
イル全てをアクセスする時間がたかだか10分から
1時間というものである.しかし,システムに必要
なファイルに全てアクセスするのに数ヶ月〜数年の
時間を要するシステムを対象にする場合,本ツ‑
ルを用いても言式行錯誤して最小システムを構築
するのと変わらない時間がかかる可酸性がある.
これより,現行の手法を改善する必要がある.

7.2 選択的パッケージの存在
本稿では,最小パヅケージ構成を自動的に生成
するツールの実現を目的としている.しかし 6.3
節により,さらにパッケージ数を削減できる可能
性とパッケ‑ジ数を減らすことが一意にディスク
使用量最小構成にならない可能性があることが分
間SS3

パッケージ構成をより小さくするためには6.4節
で述べたアルゴリズムは指数時間であるため、よ
り効率イbbゞ求められる.現時点では、選択的パヅ
ケージに含まれるそれぞれのパッケージが、他の
パッケージに全く依存していない場合など、非常
に限定された状況であれば、選ぶべきパッケージ
を決定可能であることが分かっているが、一般的
な状況では全数組合せを試す方法しか分かってい
ないoアルゴリズムの定式イヒをすすめ、勤的計画
法や近似アルゴリズムなどが適用できないかどう
かを検討する必要がある。

8

まとめ

本稿では,パッケージ単位でOSが管理されて
いるLinuxディストリビューションに対して,冒
的環境に適合した最小パッケージ構成を自動的に
生成するため,目的環境に不要なパッケージを自
動的に削除するツ‑ルの実装とその評価を行った.
必要なパッケージの抽出には,システムを稼働さ
せた際のファイルアクセス記録を用い,それらの
依存しているパッケージをのぞく目的環境に不要
なパッケージを依存関係を元にしたトポロジカル
ソートを使用して効率良く削除している.その箱
果,手動では試行錯誤に数日かかる作業が3分未
満で実施できることを示せた.また,単純な依存
関係と選択的な依存関係を者慮した真の最小イヒ手
法に関しても検討した.
今後の課題として,パッケージの依存関係の表
現を詳細イヒかつ一般イヒし,他のパツケ‑ジシステ
ムに対しても実行できるツールとすること,真の
最小化アルゴリズムをより少ない計算量となるよ
うグラフ理論の問題への帰着,さらに最小イヒアル
ゴリズムの本ツールへの反映などが挙げられる.

