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2018-08-04-netbsd-raspi-earmv6hf.img (Re: Raspberry Pi update please.)

To: port-arm%NetBSD.org@localhost
Subject: 2018-08-04-netbsd-raspi-earmv6hf.img (Re: Raspberry Pi update please.)
From: Jun Ebihara <jun%soum.co.jp@localhost>
Date: Mon, 30 Jul 2018 08:13:15 +0900 (JST)

I've updated 2018-08-04-netbsd-raspi-earmv6hf.img.gz for RPI.

http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/2018-08-04-earmv6hf/2018-08-04-netbsd-raspi-earmv6hf.img.gz
http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/2018-08-04-earmv6hf/MD5

Update:
- NetBSD-current 8.99.22 evbarm-earmv6hf 201807281710Z rpi.img from nyftp.
- pre-installed packages:
 https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/RPI/RPIimage/pkgsrc/pkginfo
- Firmware update 
 20180410 on /boot for support newer RPI.
- sysinfo and pkgsrc update 
 https://github.com/ebijun/NetBSD/commit/789388391429c0c396e2c35771155b0fddae22f9#diff-4a755d73dbba5da21bbf783139f086dc
- dhcpcd-7.0.7
- git-base-2.18.0
- icu-62.1
- mikutter 3.7.4
 I make sample API key,pre-installed.
 https://github.com/ebijun/NetBSD/tree/master/RPI/RPIimage/root/.mikutter/plugin
 https://github.com/Akkiesoft/how-to-make-mikutter-work-again

NetBSD Problem Report Summary:

port-arm/53284: Support RPI3B+,RPI0W,RPI2-1.2
  http://gnats.netbsd.org/cgi-bin/query-pr-single.pl?number=53284
 Open
- RPI3B+ and RPI2-1.2: fixed,thanx
- RPI0W: can't initialize microSD.
  cp /boot/bcm2835-rpi-zero.dtb  /boot/bcm2835-rpi-zero-w.dtb 

omxplayer: Abort Trap. (after FDTisation?)
 Open: use NetBSD8.0 to work omxplayer 
  http://gnats.netbsd.org/cgi-bin/query-pr-single.pl?number=52984
  http://gnats.netbsd.org/cgi-bin/query-pr-single.pl?number=53042

Overview:
  http://wiki.NetBSD.org/ports/evbarm/raspberry_pi/

QEMU,with VEPRESS_A15 kernel
 https://github.com/ebijun/NetBSD/tree/master/vexpress/Boot
 https://github.com/ebijun/NetBSD/tree/master/vexpress/vexpress-v2p-ca15-tc1.dtb
 http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/2018-08-04-earmv6hf/VEXPRESS_A15/netbsd-VEXPRESS_A15.ub.gz
 http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2017/06/02/msg004154.html

dmesg:
  https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI
  https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI0
  https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI0W
  https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI2
  https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI2-1.2
  https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI3
  https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI3B+

Problem:
- CPUFLAGS=-mfpu=neon-vfpv4 breaks some programs
  http://gnats.netbsd.org/52528
- webkit24-gtk-2.4.11nb9 compile failed.
- dillo-3.0.5nb2 works with -O0
  thanx Jared McNeill.
- Xfce4 4.13: 
  # hang with xfce4-sessions,4.12 works fine.
  XXX: Check Xfce4 and mint 

security.pax.mprotect.enabled
  http://netbsd.org/gallery/presentations/msaitoh/2016_BSDCan/BSDCan2016-NetBSD.pdf
  man security
  man paxctl
  sysctl -a |grep pax
  If application failed, such as omxplayer.
  try to test 
  sysctl -w security.pax.mprotect.enabled=0 

Automatic resize partition: see /etc/rc.conf and /etc/fstab
  1. copy image to SD/MicroSD
  2. Boot 
  3. Calculate and resize ld0 partition and automatic reboot
  4. after the reboot,root partition fit for your card.
    http://movapic.com/pic/20150416115108552fa22c4f225
    In this image, ld0a re-created with newfs -b 4096.

pkgsrc: 
  # cd /usr
  # ftp http://cdn.netbsd.org/pub/pkgsrc/current/pkgsrc.tar.gz
  # ls /usr/pkgsrc                ... check if exists.
  # tar tzvf pkgsrc.tar.gz |head  ... check the archive
  # tar xzvf pkgsrc.tar.gz        ... extract
  # ls /usr/pkgsrc                ... check what extracted
  # pkg_chk -g                    ... List to/usr/pkgsrc/pkgchk.conf
  # (cd /usr/pkgsrc;cvs update -PAd) ... update
  # pkg_chk -un                   ... Update (listup)
  # pkg_chk -u                    ... Update

  I use /usr/pkgsrc with USB SSD disk.

2018-08-04-netbsd-raspi-earmv6hf.img (Re: Raspber... http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2018/07/29/...

1 / 4 2018/07/31 08:00



1. 京都
マップ：

https://maps.google.co.jp/maps/ms?msa=0&msid=208676479199435389545.0004beed034f01b1af81c

このドキュメント：
https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/Guide/Place/kyoto.rst

1.1. 京都でのオープンソースカンファレンス
開催年 開催日 参加者 参加グループ 会場
2007 Kansai 7/20-7/21 1200 35 京都コンピュータ学院 京都駅前校
2008 Kansai 7/18-7/19 1150 37 京都コンピュータ学院 京都駅前校
2009 Kansai 7/10-7/11 1100 41 京都コンピュータ学院 京都駅前校
2010 Kansai＠Kyoto 7/9-7/10 1200 51 京都コンピュータ学院 京都駅前校
2011 Kansai＠Kyoto 7/15-7/16 1100 56 京都リサーチパーク
2012 Kansai＠Kyoto 8/3-8/4 1200 67 京都リサーチパーク
2013 Kansai＠Kyoto 8/2-8/3 1300 54 京都リサーチパーク
2014 Kansai＠Kyoto 8/1-2 1200 51 京都リサーチパーク
2015 Kansai＠Kyoto 8/7-8 1150 59 京都リサーチパーク
2016 Kyoto 7/29-30 1000 59 京都リサーチパーク
2017 Kyoto 8/4-5 750 49 京都リサーチパーク
2018 Kyoto 8/3-4   48 京都リサーチパーク

1.2. よく行く店
店名 エリア コメント
だいこんのはな 壬生車庫 俺のビフカツがこんなにかわいい
幸福堂 壬生 アイスモナカ&きんつばをおみやげに新選組
宮武 丹波口 10:30-14:00 17:00-23:00

ととや 丹波口 寿司&うなぎ 10:00-15:00

喫茶ナス 丹波口 下京区裏畑町32 11:30-18:30(17:30) カツカレー
バンガロー 四条堀川東 10タップ 10oz 600円 15oz 900円
一乗寺ブルワリー 一乗寺 2016/8に直営店オープン
のらくろ 出町柳 トルコライス＝チキンライス+オムレツ+ビフカツ
和知 烏丸 京都最強の地ビール居酒屋
CRAFT MAN 烏丸綾小路下 20タップ K家系列 2:00くらいまで
BEER PUB Takumiya 船谷町400-1  
BEFORE9 二条殿町545  
麦潤 河原町 六角通富小路大黒町77 河村ビル 2F

珈琲陣 大宮松原 ハムモーニング。マッチとコースター。
キートス 壬生坊城 フィンランドパン
喫茶ルナ 東向日 http://www.openstreetmap.org/way/203043949

ルナ美容院 西向日 http://www.openstreetmap.org/way/203450773

島原温泉 丹波口 恵那のラジウム温泉
メトロ 丸太町 2017/8/4はContaKt 5日がBORN FREE

ソワレ 祇園 テレビカーで着いたら2階でケーキセット
磔磔 筋屋町 2017/8/4　木村充揮 近藤房之助 金子マリ 8/5 木村充揮 奇妙礼太郎

ヨモギ
奥満笑屋 丸太町 京都町家麦酒。キンシ正宗堀野記念館併設
efish 五条大橋 アップルのデザイナーだった西堀晋さんのカフェ
ハイファイ堂 京都市役所 オーディオ機器中心
ホホホ座/ガケ書房 北白川 車もめりこむ本屋
一心 白川今出川 Streams-JP御用達。一心鍋で雑炊まで。
田毎 三条 京都のたぬきうどんとは何か。みうらじゅんさんのサイン。
カフェ・ラ・シエスタ 木屋町 レトロゲーム カフェ。
ジャンボ 等持院 巨大焼きそば＆直径30cmのお好み焼き。電話注文できる。
坊主バー 大宮 Sun3/60ユーザ＆僧侶とは何か。

NetBSD観光ガイド 2018 ドキュメント file:///usr/local/Github/NetBSD/Guide/_build/sing...

1 / 13 2018/07/29 15:52



BAMI gallery 丹波口 下京区二人司町21に移転
Bazaar Cafe 今出川 上京区岡松町258 元ダムタイプの小山田さんから聞いたカフェ
エレファントファクトリー 河原町 蛸薬師通木屋町 13:00-25:00

テクノパン 淀 7:00-18:00

中華のサカイ 新大宮商店街 11:00-10:00 冷し中華
京アニショップ 木幡 1658丹波口-17:07奈良線-1728木幡
きんせ旅館 島原 築250年 カフェ&サロン
エンゲルスガール 中堂寺 櫛笥町５−２４ 14:00くらい-22:00くらい
慈恩弘国 東寺 金土　18:00-22:30 慈愛と恩恵に満ち満ちた弘法さまのお国（原文マ

マ

1.3. 観光ガイドバックナンバー
これまですべてのバックナンバーは https://github.com/ebijun/osc-demo　にあります。

No イベント URL

128 OSC2018京都 http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2018kyoto.pdf

111 OSC2017京都 http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2017kyoto.pdf

92 OSC2016京都 http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2016kyoto.pdf

75 OSC2015京都 http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2015kyoto.pdf

61 OSC2014京都 http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2014kyoto.pdf

45 OSC2013京都 http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2013kyoto.pdf

29 OSC2012京都 http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2012kyoto.pdf

12 OSC2011京都 http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2011kyoto.pdf

1.4. togetterまとめ
OSC2018京都 NetBSDブース展示の記録 http://togetter.com/li/

OSC2017京都 NetBSDブース展示の記録 https://togetter.com/li/1136708

OSC2016京都 NetBSDブース展示の記録 http://togetter.com/li/1005828

OSC2015京都 NetBSDブース展示の記録 http://togetter.com/li/857157

OSC2014京都 NetBSDブース展示の記録 http://togetter.com/li/700617

OSC2013京都 NetBSDブース展示の記録 http://togetter.com/li/542885

OSC2012京都 NetBSDブース展示の記録 http://togetter.com/li/350035

1.5. OSC京都展示物
sparc64 Genial 737s1. 

OMRON LUNA and LUNAII and LUNA88K2. 

LUNAII and mikutter3. 

LUNA88K+PC98 CBUS ディスプレイ4. 

RaspberryPI5. 

http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/osc2013kyoto/NetBSD-luna68k_mlterm-fb_Twitter.html6. 

NetBSD/hpcarm (SHARP WZERO3)7. 

Gainer with squeak8. 

ZAURUS cluster9. 

RetroBSD on PIC3210. 

http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/osc2012kyoto/NetBSD-luna68k-updates.html11. 

http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/osc2011kyoto/index.html12. 

Sun3/8013. 

SONY NEWS NWS-175014. 

OMRON LUNA SX-9100/DT15. 

4 BSD variants (NetBSD, FreeBSD, OpenBSD and DragonFly BSD) on NetBSD/xen16. 

Wsdisplay Presentation tool on NetBSD/hpcmips17. 

USL5P+OpenBSD4.918. 

Compiling process Visualizer like teen spirit called Captain Nadeshiko19. 

BSD Statue Joystick driven by Gainer+Squeak20. 

http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/osc2011kyoto/NetBSD-m68k-will-never-die.html21. 

Atari TT03022. 

BeBox (stop at bootloader:need S3 Video Card)23. 

MSI Wind Notebook and VAIO Type P24. 
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cobalt QUBE2 and Cache RAQ2 with Zope25. 

gumstix music player sings OpenBSD song26. 

Linkstation:sandpoint27. 

OpenBSD/zaurus28. 

DragonFlyBSD with hammer29. 

SGI O230. 

IBM PReP31. 

CPU Load average x 16 LED Meterboard with libFT245,32. 

bc benchmark time x electricity consumption =33. 

Miku Hatsune paper doll with Six servo moters controlled by USB audio,34. 

Squeak on hpcmips35. 

OneSeg TV recording with hpcmips,36. 

bc benchmark time x electricity consumption37. 

1.6. 2017年

1.7. 2016年
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1.8. 2015年

1.9. 2014年
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1.10. 2013年

1.11. 2012年

1.12. 2011年
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2. RaspberryPIのNetBSDイメージ2018進捗どうですか

2.1. RaspberryPIのNetBSDイメージについて
今年もオープンソースカンファレンスごとにRaspberryPI用のNetBSDイメージを作って配布しています。この一年、どんなことが
あったのか表にしてまとめてみました。

年月 NetBSD mikutter mlterm OpenSSL ネタ OSC URL

2017/5 7.99.72

→7.99.75

  3.8.1   BIND-9.10.4-P8 fossil-2.2

git-base-2.13.0

OSC名古屋 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2017/05/24

/msg004150.html

2017/6 8.99.1 3.5.8     perl-5.26 qemu/VEXPRESS_A15カー
ネルからの起動 (BIND-9.10.5-P1)

OSC沖縄 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2017/06/12

/msg004179.html

2017/7 8.99.1       RPI3起動タイミング修正 microSD

認識エラー修正 BIND-9.10.5-P2

JNUG2017 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2017/07/07

/msg004286.html

2017/7 8.99.1 3.5.9       OSC北海道 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2017/07/13

/msg004307.html

2017/8 8.99.1         OSC京都 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2017/07/13

/msg004307.html

  8.99.1   3.8.2   git-base-2.14.1 Bluetoothサポー
ト

ODC http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2017/08/18

/msg004375.html
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2017/9 8.99.2 3.5.10     ruby23-base-2.3.4nb1 NanoPi OSC千葉 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2017/09/01

/msg004383.html

  8.99.2 3.5.11       OSC東京秋  
2017/10 8.99.3       ruby23-base-2.3.5 OSC福岡 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2017/10/03

/msg004402.html

  8.99.4         OSC島根  
  8.99.5 3.5.12 3.8.3   https://w1.fi/security/2017-1/

B.ROOT-SERVERS.NET

OSC長岡 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2017/10/22

/msg004416.html

2017/11 8.99.6 3.5.13     git-base-2.15.0 KOF2017 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2017/11/06

/msg004432.html

  8.99.7 3.5.15     gcc 5.5.0 OSC広島 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2017/11/21

/msg004455.html

2018/1 8.99.10 3.6.0 3.8.4   FDTisation fossil-2.4 ruby23-

base-2.3.6 NetBSD-SA01/02

OSC大阪 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2018/01/03

/msg004520.html

2018/2 8.99.12 3.6.1     PR/52934 go14 OSC浜名湖 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2018/02/06

/msg004579.html

  8.99.12 3.6.3       OSC東京春 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2018/02/22

/msg004646.html

2018/3 8.99.14 3.6.5 3.8.5 1.1.0g gcc6.4 ruby2.4 AsiaBSDCon http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2018/03/24

/msg004692.html

2018/4 8.99.14     1.1.0h RPI3B+ BIND9.10.7 openssh7.7

git-base-2.16.3

OSuC川越 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2018/04/15

/msg004757.html

2018/5/19 8.99.15 3.6.7

APIKey

    git-base-2.17.0 NetBSD SA

2018-007

OSC名古屋 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2018/05/18

/msg004789.html

2018/6/16 8.99.19 3.7.1     PR53283 git-base-2.17.1 OSC沖縄 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2018/06/11

/msg004851.html

2018/7/07 8.99.21 3.7.2 3.8.6   git-base-2.18 OSC北海道 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2018/07/01

/msg004913.html

2018/7/21 8.0         NBUG2018/7 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2018/07/22

/msg004963.html

年月 NetBSD mikutter mlterm OpenSSL ネタ OSC URL

OSCはほぼ毎月のように日本各地で行われています。前に、OpenBSDのTheoさんに、自分のノートPCのアップデートをどのくらいの
周期でやってるのかきいてみました。 2週間くらいごとかなと答えてくれて、ああだいたいそんなものなのかと思っていました。

NetBSDのイメージを配るとしたとき、どのくらいの周期でアップデートしていけばいいのでしょうか？イメージを配る理由は、何

NetBSD観光ガイド 2018 ドキュメント file:///usr/local/Github/NetBSD/Guide/_build/sing...

7 / 13 2018/07/29 15:52



かソフトウェアが新しくなって新しい機能が入ったとか、ハードウェアのサポート種類が増えたとか、ソフトウェアの脆弱性が出
たとか、理由はいくつかあると思いますが、試しにずっと更新して配りつづけることにしてみました。

イメージのサイズは2GBにしてみました。ダウンロードにかかる時間とか考えると、これ以上でっかくすると使ってもらえませ
ん。 2GBのカードのサイズはこんくらいにすればいいよとFreeBSDのワーナーさんに教えてもらってずっとそのサイズにしていま
したが、手狭になったので増やしました。

イメージに入れるソフトを何にするか考えたんですが、mikutterとmltermにしてみました。RubyのGUI環境＋ネットワーク認証を
使うソフトと、基本的なターミナルソフトで、sixelグラフィックも表示できるのでおもしろそうです。

作り方は
https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/Guide/RPI/RPIImage.rst

みたいに作って、あらかじめ作っておいたパッケージを組み込んで動作テストをします。mikutterで「あひる焼き」とつぶやいて
返事が帰ってくればネットワーク認証と画面表示とRubyまわりと漢字入力がうまくいっています。

2.2. 新しいハードウェア対応
RPI3/RPI0WのBluetooth/無線LANへの対応準備をしています。

http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2017/07/30/msg004328.html

2.3. ソフトウェア配布方法
NetBSDの ftpサイトは CDN対応のところからダウンロードできるようになりました。漫喫でも楽勝です。  -
http://cdn.netbsd.org/ - http://nycdn.netbsd.org/

2.4. OSCでやっているデモ
RaspberryPIっぽいなにかということで、omxplayerを使ってcrontabで動画を流すデモと、XM6iで NetBSD/x68kを動かすデモを
やっていました。

2.5. security.pax.mprotect.enabled

man security
man paxctl
sysctl -a |grep pax
If application failed, such as omxplayer.
try to test
sysctl -w security.pax.mprotect.enabled=0

2.6. GPIOのドキュメント
GPIOの使い方をまとめてくれた方が。

NetBSD GPIO DOC by Marina Brown https://github.com/catskillmarina/netbsd-gpio-doc/blob/master/README.md

2.7. 64bit対応
ryo@netbsd さんによる rpi64wip実装が進んでいます。

https://github.com/ryo/netbsd-src
http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2018/02/20/msg004631.html

2.8. armv7のいろいろ
Jared McNeillさんによるNetBSD ARM Bootable Imagesがあります。

http://www.invisible.ca/arm/

2.9. ご注文はなんとかですか（弱点）
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RPI3の無線はつかえませんか？
ラズビアンでは動くんですが
8.0版はないんですか→リリースしました。

2.10. まとめ
OSCごとにイメージをつくっていると、だいたいBINDとOpenSSLの脆弱性に対応できていい感じです。なんでOSCの直前になると脆
弱性がみつかるんでしょうか。たまにBSD自体の10年もののバグとかも発掘されて楽しいです。リリース間隔があけばあくほど、
ひとりで対応できる作業量を越えてしまう気がするので、いまんとここれでいいのかほんとうに。

3. BSDライセンス
BSDは、Berkeley Software Distibutionの略称です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/BSD1. 

/usr/src/share/misc/bsd-family-tree2. 

3.1. BSDライセンスとNetBSD

NetBSDのソースコードは、自由に配布したり売ることができます。 NetBSDのソースコードから作ったバイナリを売る
こともできます。バイナリのソースコードを公開する義務はありません。

3.2. 2 条項 BSD ライセンス
http://www.jp.NetBSD.org/ja/about/redistribution.html

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.

1. 

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

2. 

3.3. 2条項BSDライセンス(訳)

http://www.jp.NetBSD.org/ja/about/redistribution.html

ソースおよびバイナリー形式の再配布および使用を、変更の有無にかかわらず、以下の条件を満たす場合に認める:

ソースコードの再配布においては、上記の著作権表示、この条件の列挙、下記の注意書きを残すこと。1. 

バイナリー形式の再配布においては、上記の著作権表示、この条件の列挙、下記の注意書きを、配布物に附属し
た文書および/または他のものに再現させること。

2. 

このライセンスの前には著作権表示そのものが付きます。この後には注意書きが付き、このソフトウェアに関して問題
が生じても、作者は責任を負わないと述べます。

4. NetBSD

NetBSDは１個のソースツリーをコンパイルすることで実行イメージを作ることができます。

4.1. ソースコードから作る
tar 形式のファイルをダウンロード＆展開し、build.shというスクリプトでコンパイルすると、NetBSDの実行イメージ
ができます。

このtarファイルの中には、これまでNetBSDがサポートしてきた50種類以上のハードウェアと、無数の周辺機器の仕様
が含まれています。しかもコンパイルすると、実際にハードウェア上でNetBSDが動作します。

NetBSDのコンパイルはNetBSDでも、NetBSDではないOSでも、どのハードウェアでも、ほぼ同じ手順でコンパイルできま
す。（できるはずです）

# ftp ftp://ftp.NetBSD.org/pub/NetBSD/NetBSD-current/tar_files/src.tar.gz
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# tar xzvf src.tar.gz
# ./build.sh -U -m i386 release     .... -U:root以外で作成,この場合i386向け

4.2. Xを含んだシステムを作る

# ftp ftp://ftp.NetBSD.org/pub/NetBSD/NetBSD-current/tar_files/xsrc.tar.gz
# tar xzvf xsrc.tar.gz
# cd src
# ./build.sh -u -U -m i386 -x -X ../xsrc release ... -u:更新,-xX Xも作る

4.3. CD-ROMイメージを作る

# ./build.sh -m i386 iso-image　　　... CD-ROMイメージ作成

5. pkgsrc - ソースコードからソフトウェアを作る
世界中にあるいろいろなプログラムをコンパイル・インストールする手順は、プログラムごとにまちまちです。世界中のプログラ
ムを、すべて同じ手順でコンパイルして、インストールするためには、どのような枠組みがあればよいでしょうか？

ソースコードからプログラムをコンパイル・インストールする時、NetBSDでは主に、pkgsrcを利用します。pkgsrcでは、13000種
類以上のプログラムについて、コンパイル手順を分野ごとにまとめて、収集しています。

pkgsrcの役割を挙げてみます。

適切なサイトからソースコードをダウンロード展開する。1. 

適切なオプションをつけて、コンパイルする。2. 

インストールする。3. 

コンパイルした結果からパッケージを作る。4. 

他のマシンにパッケージをインストールする。5. 

それではpkgsrcを実際に使ってみましょう。pkgsrc.tar.gzというファイルを展開して利用します。ここでは、すぐれ
たtwitterクライアントであるmikutterをインストールします。makeコマンドを実行すると、関連するソフトウェアを
インストールします。

# cd /usr
# ftp://ftp.NetBSD.org/pub/NetBSD/NetBSD-current/tar_files/pkgsrc.tar.gz
# tar xzvf pkgsrc.tar.gz
(cd /usr/pkgsrc/bootstrap;./bootstrap) .. NetBSD以外のOSで実行する
# cd /usr/pkgsrc/net/mikutter
# make package-install

pkgsrc.tar.gz ファイルの中には、12000種類以上のソフトウエアをコンパイルし、インストールする方法が含まれています。しかもコンパイルすると、

5.1. gitをインストールしてみる

# cd /usr/pkgsrc/devel/git-base
# make install
# which git
/usr/pkg/bin/git

5.2. baserCMSをインストールしてみる
典型的なCMSは、この手順でインストールできます。

# cd /usr/pkgsrc/www/ap-php ... php54+apache
# make package-install      .... 関連するソフトウェアが全部コンパイル・インストール
# vi /usr/pkg/etc/httpd/httpd.conf
LoadModule php5_module lib/httpd/mod_php5.so
AddHandler application/x-httpd-php .php

# cd /usr/pkgsrc/converters/php-mbstring
# make package-install

# vi /usr/pkg/etc/php.ini
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extension=mbstring.so

baserCMSはMySQLをインストールしなくても利用できますが、利用する場合
# cd /usr/pkgsrc/databases/php-mysql  ... php+mysqlインストール
# vi /usr/pkg/etc/php.ini
extension=mysql.so

# vi /usr/pkg/etc/httpd/httpd.conf
DirectoryIndex index.php index.html

# vi /etc/rc.conf
apache=YES
# cp /usr/pkg/share/examples/rc.d/apache/etc/rc.d/apache
# /etc/rc.d/apache start

basercms.netからzipファイルをダウンロード
# cd /usr/pkg/share/httpd/htdocs
# unzip basercms-2.1.2.zip
# chown -R www.www basercms
# http://localhost/basercms
管理者のアカウントとパスワードがメールで飛んでくる！！

pkgsrcを使う場合：
# cd /usr/pkgsrc/www/php-basercms
# make package-install

5.2.1. SSL設定

証明書のファイルを指定して、httpd.confのコメントを外して、apacheを再起動します。

/usr/pkg/etc/httpd/httpd-ssl.conf
SSLCertificateFile
SSLCertificateKeyFile
SSLCertificateChainFile

/usr/pkg/etc/httpd/httpd.conf
Include etc/httpd/httpd-ssl.conf ... コメントはずす

5.2.2. 日本語Wordpress

# cd /usr/pkgsrc/www/php-ja-wordpress
# make package-install

5.3. LibreOfficeを動かしてみる
LibreOffice5をインストールしてみましょう。

# cd /usr/pkgsrc/misc/libreoffice
# make package-install
    : 9時間くらいかかります。
# which soffice
/usr/pkg/bin/soffice

5.4. インストールするソフトウェアのライセンスを意識する
あるソフトウェアのソースコードをどのように取り扱えばいいのかは、ソフトウェアに含まれるライセンスに書かれています。
GNUやBSDやMITやApacheなど有名なライセンスもあれば、有名なライセンスを少しだけ入れ替えて、目的にあったライセンスに作
り替えたものなど、まちまちです。 pkgsrcでは、pkgsrcに含まれるソフトウェアのライセンスを収集しています。実際に見てみ
ましょう。

% cd /usr/pkgsrc/licenses ... ライセンス条項が集まっている
% ls |wc -l
228
% ls |head
2-clause-bsd
3proxy-0.5-license
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CVS
acm-license
adobe-acrobat-license
adobe-flashsupport-license
amap-license
amaya-license
amazon-software-license
amiwm-license

:

特定のライセンスを持つソフトウェアのインストールを許可するかどうかは、 /etc/mk.conf ファイルで定義します。星の数ほど
あるソフトウェアのライセンスを受け入れるかどうかを、自分で決めることができます。

% grep ACCEPTABLE /etc/mk.conf |head
ACCEPTABLE_LICENSES+= ruby-license
ACCEPTABLE_LICENSES+= xv-license
ACCEPTABLE_LICENSES+= mplayer-codec-license
ACCEPTABLE_LICENSES+= flash-license
ACCEPTABLE_LICENSES+= adobe-acrobat-license
ACCEPTABLE_LICENSES+= adobe-flashsupport-license
ACCEPTABLE_LICENSES+= skype-license
ACCEPTABLE_LICENSES+= lha-license
ACCEPTABLE_LICENSES+= opera-eula
ACCEPTABLE_LICENSES+= lame-license

5.5. pkgsrc/packages

コンパイルしたパッケージは、pkgsrc/packages以下に生成されます。

% cd /usr/pkgsrc/packages/All/
% ls *.tgz |head
GConf-2.32.4nb7.tgz
GConf-ui-2.32.4nb11.tgz
ORBit2-2.14.19nb4.tgz
SDL-1.2.15nb7.tgz
SDL_mixer-1.2.12nb5.tgz
acroread9-jpnfont-9.1.tgz

:
# pkg_add gedit-2.30.4nb17.tgz  ... インストール
# pkg_info                      ... 一覧表示
# pkg_del gedit                 ... 削除

5.6. pkgsrcに何か追加したい

# cd /usr/pkgsrc/pkgtools/url2pkg
# make package-install
# cd /usr/pkgsrc/ジャンル/名前
# url2pkg ダウンロードURL
Makefileとかができる

5.7. /usr/pkgsrc以下のメンテナンス

# cd /usr/pkgsrc/pkgtools/lintpkgsrc
# make package-install
# cd /usr/pkgsrc;cvs update -PAd  ... /usr/pkgsrcを最新にする
# lintpkgsrc -pr   ....  古くなったバイナリパッケージを消す
# lintpkgsrc -or   ....  古くなったソースファイルを消す
# lintpkgsrc -mr   ....  ソースファイルのチェックサムが/usr/pkgsrcと合っているか

5.8. pkgsrcの更新
pkg_chkを使う方法

# cd /usr/pkgsrc/pkgtools/pkg_chk
# make package-install
# cd /usr/pkgsrc
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# cvs update -PAd
# pkg_chk -u         .... 古いパッケージをコンパイルして更新する

pkg_rolling-replaceを使う方法:依存関係に従って更新する

# cd /usr/pkgsrc/pkgtools/pkg_rolling-replace
# make package-install
# cd /usr/pkgsrc
# cvs update -PAd
# pkg_rolling-replace -u

5.9. ソースコードの更新

http://cvsweb.NetBSD.org/
# cd src
# cvs update -PAd                 ... 最新に更新
# cvs update -Pd -r netbsd-7      ... NetBSD7.0
# cd pkgsrc
# cvs update -PAd                 ... 最新に更新
# cvs update -Pd -r pkgsrc-2015Q3 ... 2015Q3に更新

5.10. バグレポート・追加差分
http://www.NetBSD.org → Support →Report a bug / Query bug database.

6. NetBSDとブース展示
日本NetBSDユーザーグループは、日本各地のオープンソースイベントに参加し、ブース出展とセミナー枠を利用して、
NetBSD関連の情報をまとめています。オープンソースカンファレンスへの積極的な参加が認められ、2014年2月に「第1
回OSCアワード」を受賞しています。

6.1. ブース出展
オープンソース関連のイベントでは、たいてい幅1.8m程度の長机と椅子二つ程度のブースを出展します。各地域でのイベント開催
に合わせて、最新の活動成果を展示しようとします。

6.2. セミナー枠
セミナー枠では、NetBSDに関する情報を紙にまとめて配布して、出版物でカバーできないような情報をイベント毎にまとめていま
す。開催地にある電子部品店・コンピュータショップ・古書店・クラフトビールバー等、生活に必要な情報もまとめています。

6.3. シール関連まとめ
NetBSDブースでは、NetBSDのシールや、NetBSDがサポートしている・サポートしようとしている・みんなが好きで利用しているソ
フトウェアに関連したシールを持ち寄って配っています。 OSの展示は単調になりがちで、OS開発やNetBSDについて通りすがりの
数秒で理解してもらうのは不可能でしたが、シールなら数秒で何かわかってもらえます。かさばらないので、誰にも受け取っても
らいやすく、優れたデザインのシールに人気が出ると、ブース全体に活気が生まれて、思いもよらない進展を呼ぶことがありま
す。

みくったーシールずかん http://togetter.com/li/566230

らこらこシール作成の記録 http://togetter.com/li/554138
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