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こんにちは
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はじめる前に

当セッションでは,後半で Live DVD/USBを用いたパッ
ケージ作成実習を行ないます.

Live DVD/USBを受け取ってない方は申し出て下さい.
数量限定/品切れ御免

受け取った方は試しに bootしてみて下さい.

起動しなかったらゴメンナサイ
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おことわり/disclaimer

毎度毎度の無保証です

用法,用量を守って正しくお使い下さい

疑問/質問/茶々/ツッコミ大歓迎

遠慮なくどうぞ.

佐々木洋平—野良ビルドから始めるパッケージ作成 4/49



bg=white

発表者について

名前
佐々木洋平

IRC
uwabami

所属
Debian JP Project
地球流体電脳倶楽部

連絡先
uwabami@debian.or.jp

uwabami@gfd-dennou.org
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話のまくら
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Debian Package’s Life Cycle
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Freeze is comming. . .

当初は 3月?
ミラー障害とかあって, 5月末 or 6月に変更

移行/修正が終わらないアレやコレがあって. . .

多分 8月に freeze
年内リリース?

またバレンタインになったりして.
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...そうは言っても...



魅力的なソフトウェア
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例 (1) ibuz-mozc

ibus-mozc
open-source project
originates from Google
Japanese Input.

ITP: Bug#581158

もうすぐ unstableに入る Yo!
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例 (2) chromium-browser

chromium-browser
Chromium is an
open-source browser
project originates from
Chrome.

unstableなら apt一発

% apt-get install chromium-browser
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魅力的な更新
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魅力的な更新

emacs 23
gnome 2.30
KDE 4
ruby 1.9.1
python 2.6

. . .
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最新の○○が
使いたい!
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. . .

stableに無いなら unstableを使
えば良いじゃない.
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でも unstable
はちょっと怖い!?



そんな貴方に
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Agenda

座学

1 Debian Backportsの紹介
2 aptの「ピン止め」

実習: Backports hands on
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Debian
Backports



bg=white

Debian Backports

http://www.backports.org

testing, unstableのソースを
stable向けに再コンパイルしたパッケージを提供

security-updateにも対応
公式な安定版よりも新しいバージョンが使える,かも

普段は stableを使っているけれども,特定のソフトウェ
アは新しいバージョンを使用したい時にオススメ
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backportsを使うなら. . . (1)

apt-lineに以下を追加

deb http://www.backports.org/debian lenny-backports main contrib non-free

更新 & targetを指定して install

% sudo apt-get update
% sudo apt-get install emacs23 -t lenny-backports

佐々木洋平—野良ビルドから始めるパッケージ作成 22/49



bg=white

backportsを使うなら. . . (2)

apt-get upgradeすると

lenny-backportsのパッケージに upgradeされる

それが嫌なら aptのピン止めを行なうべし
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aptの
「ピン止め」
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aptのピン止め

特定のパッケージ/リリースに対して優先度を設定
優先度に応じて, aptがパッケージを処理する.

インストール対象にしない
明示的に指定すればインストール可能
アップグレードの対象にはならない
ダウングレードしてでも,そのリリースを installする

. . .などなど
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apt pinの優先度

優先度 意味
0 installしない
1–99 指定すれば install可能

upgradeの対象にはならない
100 現在 installされているパッケージ
(500) 現在 installされていないパッケージ
(989) apt-pinの default
990 apt-getの target-releaseが指定されている場合
1000以上 ダウングレードしてもそのパッケージを install
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backports用の pin止めの例

/etc/apt/preferencesに以下の用に書くと?

Package: *
Pin: release a=lenny-backports
Pin-Priority: 99

releaseが lenny-backportsの
全てのパッケージ (*)を
優先度 99にピン止め

明示的に指定すればインストール可能
アップグレードの対象にはしない
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さらに pin止めしてみると

apt-lineに testing/unstableがあっても安心

Package: *
Pin: release a=lenny-backports
Pin-Priority: 99

Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 98

Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 97
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欲しいパッケージが
backportsに無いよ?
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. . .

backportsに無いなら. . . ry)
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ではなくて



野良 backports
を作ろう!
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野良 backportsの作り方

材料

1 安定版の動いているマシン
2 testing/unstableのソースパッケージ

レシピ

1 aptの pin止めをする
2 apt-get sourceパッケージ名 -t testing(unstable)
3 依存するパッケージを installしてパッケージ作成

パッケージが古くて依存関係が満たせない
→ 2. に戻ってくりかえし
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実習その1:
zsh
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実習その1: zsh

何故?

(個人的に) vcs infoが使いたかったから

vcs info
VCSの情報を PROMPTに出す zshの関数

lennyの zshには無い
良い大人は「その関数だけ自前で持てば」
なんて言わない
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下準備

ネットワークがありません!
以下のファイルの apt-lineをコメントアウト!

/etc/apt/sources.list
/etc/apt/sources.list.d/debian-backports lenny.list
/etc/apt/sources.list.d/sid-source.list

/etc/apt/sources.list.d/osckyoto.listを有効に

/live以下のローカルリポジトリを使用
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ソースの取得

% sudo apt-get update
% apt-get source zsh -t unstable
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依存するパッケージのインストール

% sudo apt-get build-dep zsh
パッケージリストを読み込んでいます... 完了
依存関係ツリーを作成しています
状態情報を読み取っています... 完了
以下のパッケージが新たにインストールされます:
libcap-dev libcap1 libkpathsea4 libncursesw5-dev libpcre3-dev
libpcrecpp0 tex-common texi2html texinfo texlive-base texlive-base-bin
texlive-common texlive-doc-base texlive-latex-base

アップグレード: 0 個、新規インストール: 14 個、削除: 0 個、保留: 10 個。
13.6MB 中 0B のアーカイブを取得する必要があります。
この操作後に追加で 44.4MB のディスク容量が消費されます。
...
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パッケージのビルド

単に rebuildするだけならば

% cd zsh-4.3.10
% dch --bpo
% debuild -rfakeroot -uc -us
...
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実習その2:
qwit
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実習その2: qwit

qwit
Qtを使った twitter client

何故 qwit?

のがたさんのオススメだから
lennyの qwitは古い
良い大人は「非公式 RTが. . .」とか「QTって. . .」
なんて言わない

でも佐々木は使っていないが.
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やってみよう!



実習その3:
Arora
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実習その3: Arora

Arora
Qt4 + webkitなWeb browser

HTML5 ready!
軽い!/速い!/美しい!
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依存解決が
大変です(笑)



宿題,
ということで
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宿題/お土産

今回の Live DVD/USB

lenny用の Arora +依存パッケージを同梱

uimのバグ有

日本語入力を試みると Aroraは落ちます
uim or scimを backports?
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