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Port-arm archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

2019-08-03-netbsd9-raspi-earmv6hf.img (Re: Raspberry Pi
update please.)

To: port-arm%NetBSD.org@localhost

Subject: 2019-08-03-netbsd9-raspi-earmv6hf.img (Re: Raspberry Pi update please.)

From: Jun Ebihara <jun%soum.co.jp@localhost>

Date: Wed, 31 Jul 2019 22:10:30 +0900 (JST)

I've updated 2019-08-03-netbsd9-raspi-earmv6hf.img.gz for RPI.

http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/2019-08-03-earmv6hf/2019-08-03-netbsd9-raspi-earmv6hf.img.gz

http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/2019-08-03-earmv6hf/MD5

Update:

- NetBSD-current 9.0_BETA evbarm-earmv6hf 201907302140Z rpi.img from nyftp.

- RPI4: not supported

http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2019/07/18/msg005943.html

https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/RPI/RPIimage/Image/README.RPI4

- dhcpcd-8.0.2

- curl-7.65.3nb1 git-base-2.22.0nb2 gtk2+-2.24.32nb10 gtk3+-3.24.8nb2

- mlterm-3.8.8nb4 python37-3.7.4 ruby24-mikutter-3.9.2

- pre-installed packages:

https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/RPI/RPIimage/pkgsrc/pkginfo

- sysinfo and pkgsrc update 

https://github.com/ebijun/NetBSD/commit/f44128d96c7f7f20089a771a3274fbf1d54d053d

Keyboard layout checkpoint:

http://www.netbsd.org/docs/guide/en/chap-cons.html

/etc/wscons.conf

 #encoding sv

 #encoding us.swapctrlcaps

 encoding jp

System Update:

http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/distrib/sets/lists/base/shl.mi

sysinfo:

 bzip2-1.0.8 dhcpcd-8.0.2 NetBSD-9.0_BETA

 sh-20181212-20190730165210Z userland-NetBSD-9.0_BETA/evbarm

pkgsrc:

 at-spi2-atk-2.33.2 at-spi2-core-2.33.2nb1 atk-2.33.3

 curl-7.65.3nb1 fltk-1.3.5 gdk-pixbuf2-2.38.1

 git-base-2.22.0nb2 gtk2+-2.24.32nb10 gtk3+-3.24.8nb2

 libwebp-1.0.3 medit-1.2.0nb11 mlterm-3.8.8nb4

 py37-cElementTree-3.7.4 py37-expat-3.7.4 python37-3.7.4

 ruby24-gnome2-gdkpixbuf-3.3.6nb1 ruby24-gnome2-gtk-3.3.6nb1

 ruby24-mikutter-3.9.2 tiff-4.0.10nb1

 uim-1.8.6nb63 wget-1.20.3nb2

- mikutter support : 

 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

  cd /root/.mikutter

  git submodule add https://github.com/toshia/twitter_api_keys.git twitter_api_keys

NetBSD Problem Report Summary:
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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 

Overview:

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

QEMU,with GENERIC kernel : vexpress to GENERIC: testing

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/2019-08-03-earmv6hf/QEMU/netbsd-GENERIC.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/RPI3A+

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.
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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 8/3-4 800 48 京都リサーチパーク
2019 Kyoto 8/2-3   50 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
バンガロー 四条堀川東 10タップ 10oz 600円 15oz 900円
坊主バー 大宮 Sun3/60ユーザ＆僧侶とは何か。
BEFORE9 二条殿町545  
珈琲陣 大宮松原 ハムモーニング。マッチとコースター。
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
宇治橋通り商店街 宇治 2019/8/3　クラフトビール夜市。
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
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  
麦潤 河原町 六角通富小路大黒町77 河村ビル 2F

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。
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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
カトーコバーン食堂 北白川 11:00-23:00 北白川久保田町64-14 ベーカリー白川隣
市電カフェ 梅小路公園 505 703 890 1605。ケムリクサは広島電鉄路面電車車番 1904「かも

川」

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

145 OSC2019京都 http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2018kyoto.pdf

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
OSC2019京都 NetBSDブース展示の記録  
OSC2018京都 NetBSDブース展示の記録 http://togetter.com/li/1252935

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. 
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Atari TT03022. 

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

MSI Wind Notebook and VAIO Type P24. 

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. 2018年

1.7. 2017年
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1.8. 2016年

1.9. 2015年
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1.10. 2014年

1.11. 2013年
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1.12. 2012年

1.13. 2011年

2. RaspberryPIのNetBSDイメージ2019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

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

NetBSD観光ガイド 2019 ドキュメント file:///usr/local/Github/NetBSD/Guide/_build/sing...

6 / 26 2019/08/01 09:00



/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

2018/8/4 8.99.22 3.7.4     omxplayer OSC京都 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2018/07/29

/msg004969.html

2018/8/25 8.99.24     1.1.0i RPI3B+Ether ODC http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2018/08/24

/msg004993.html

2018/9/23 8.99.25 3.8.0     OpenSSH7.8 git-base-2.19.0

libssh33

OSC広島 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2018/09/17

/msg005023.html

2018/10/06 8.99.25     1.1.1   OSC香川 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2018/10/01

/msg005059.html

2018/10/28 8.99.25 3.8.1     git-base-2.19.1 ruby-2.4.5 OSC東京秋 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2018/10/25

/msg005097.html

2018/11/10 8.99.25 3.8.2 3.8.7   gtk3+3.24.1 KOF&OSC新
潟

http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2018/11/06

/msg005153.html

2018/11/23 8.99.26 3.8.3 3.8.7nb2   gcc-6.5 RPI0/0W/1ブート不可 OSC島根 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2018/11/19

/msg005230.html

2018/12/8 8.99.26       git-base-2.19.2 RPI3A+

NetBSD SA 2018-009

OSC福岡 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2018/12/03

/msg005294.html

2019/1/26 8.99.30 3.8.4   1.1.1a bind-9.13.5W1 sqlite3-3.26

bash-5.0 git-base-2.20.1

OSC大阪 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2019/01/24

/msg005415.html

2019/2/10 8.99.33       gtk3+-3.24.4 NetBSD-

SA2019-001

OSC浜名湖 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2019/02/07

/msg005450.html

2019/2/22 8.99.34 3.8.5     icu-63.1nb2 OSC東京春 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2019/02/20

/msg005506.html

2019/3/21 8.99.36 3.8.6 3.8.7nb3 1.1.1b gcc-7.4.0 jemalloc libstdc++ AsiaBSDCon http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2019/03/20

/msg005584.html

2019/4/20 8.99.37   3.8.8   libstdc++-9.0 ruby-2.4.6 OSC沖縄 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2019/04/16

/msg005599.html

2019/6/1 8.99.41 3.8.7 python37 NetBSD SA 2019-002

2019-003

OSC北海道 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2019/05/23
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/msg005736.html

2019/7/13 8.99.50 3.9.0 3.8.8 1.1.1c libc-12.213 RPI4発売 OSC名古屋 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2019/07/07

/msg005875.html

2019/8/3 8.99.51→9.99.1 3.9.2     9.0_BETA OSC京都 http://mail-

index.netbsd.org

/port-arm/2019/07/31

/msg005994.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
RPI4/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実装が進み、NetBSD/aarch64としてRPI3で利用できます。
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https://github.com/ryo/netbsd-src
http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2018/02/20/msg004631.html
http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2018/12/03/msg005297.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）
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
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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
# 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、実際

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
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# 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
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
LibreOffice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
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228
% ls |head
2-clause-bsd
3proxy-0.5-license
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
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# make package-install
# cd /usr/pkgsrc
# 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

7. ルナ式練習帳、またはLunaの薄い本2019　[1]

「私が誰かは わかっているはずだ。」その声は天使の声だった。
— さまよえる天使 [2] [3] バーナード マラマッド [4]
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7.1. LUNA前夜 - 誕生と再生のためのテーマ
オムロン株式会社が1990年代初めに発売していたワークステーションLUNA。

「オムロンはインターネットの基礎となるＵＮＩＸにパイオニアとして取り組んできました。最初のマシンは１９８４年
に出荷を開始した「スーパーメイト」と言うモトローラ社の６８０００をＣＰＵとして使ったワークステーションでし
た。、当時サンマイクロシステムズが設立されたばかりで、１０ＭＨｚのチップを使っていましたが、我々は国産の最新
の１２．５ＭＨｚのチップを使い、当時の最高速マシンとして登場しました。

当然ＵＮＩＸを使うと自然にインターネットを使う事になるのですが、ＵＮＩＸそのものが技術者しか使えないものだっ
たため、技術者同士の通信手段として細々と使われていたに過ぎません。 しかし、それでもＵＮＩＸの将来性に気づいて
いた我々は草の根的にオムロンの中でネットワークを拡大していきました。シグマワークステーション、ＬＵＮＡワーク
ステーションとマシンは進化していきましたが、その一方で「オムロン・インターネット」が着々と規模を拡大していま
した。 最終的には全国３０個所以上、２０００人が使うネットワークにまで成長しました。 当時はだれもこれが「イン
トラネット」だと言う意識は無く、ひたすら便利なネットワークとして整備を続けました。もちろん今ではこれが典型的
なイントラネットである事は間違いありません。 しかし、この段階では依然として技術者専用の情報インフラでありまし
た。 草の根的な従って統率の無いものでした。」 [50]

7.1.1. スーパーメイト

LUNAは、SX-9100以降の愛称なんですが、その前のSX-8700 の時代は、スーパーメイトという愛称でした。 [149]

そしてソースリーディングを開始して約半年後、いよいよオムロン標準の16ビットボード（68000MPU）を改造して68451MMUを追加し
たボードコンピュータに、UNIXを移植する作業がスタートしました。開発環境は、EXORmacs上のIdrisを用い、移植中のOSのロードモ
ジュールは、RS-232C接続で、実機にダウンロードしました。

そして、AH（アドバンストハード）プロジェクトと合流して開発したのが、68000搭載のUNIXワークステーションSX-8700でした。当
時はUNIX System III注19であり、開発環境としてVAX-780上のSystem IIIを使いました。VAXと68000のバイトオーダーが逆だったの
で苦労しました。このマシンがスーパーメイトという商品名で、1984年春のマイコンショーで、オムロンのコンピュータとして華や
かにデビューしたのです。そして間もなく発表されたUNIX System Vを移植し直し、その年の秋に出荷が開始されました。 [150]

7.1.2. トラック一台分

引越しのため、収集していた古いワークステーションを廃棄している（しようとしている）ところです。そんななか、希
少マシン？はNetBSDの移植に使用されていることを知り、事務局様を通じて、junk-jaへのポストをお願いしました。
[11]

7.1.3. 1985年12月20日

SEA設立総会の夜。「1985年12月20日という日付は、日本のソフトウェアの歴史に永久に記録されよう。」(c)岸田さん　
「詳しくはシグマせんとのこと」 [54]

7.1.4. 1986年10月

NetBSD観光ガイド 2019 ドキュメント file:///usr/local/Github/NetBSD/Guide/_build/sing...

14 / 26 2019/08/01 09:00



「SIGMA サイドで作っていたオムロンのLUNA マシンは、そのころ，まだ影も形もなかった．わたしがソニーにアドバイス
したマーケティング戦略は，とりあえず最初のロットでできた何十台かのマシンを日本全国の大学の研究者に無料で配っ
て使ってもらうというもの．これもみごとに図にあたったと思います．」 [53]

7.1.5. 1982年

「一九八二(昭和五七)年頃の話。ワークステーション開発部長をしていた市原達朗は、その利用法を考えているうちに、ワークス
テーションを使った産学連携を思いついた。数学のノーベル賞とも言われるフィールズ賞の受賞者・広中平祐をトップに、全国から
一○○人の教授を選んで、一人一○大、合計一○○○台のワークステーションを寄付し、それをネットワークで結んで研究成果を無
償解法してもらう。そしてそれを企業が事業に活用するというのがその趣旨だった。協力してもらうのは立石電機のほかに、東芝、
日立製作所、IBMといった企業四社を想定していた。」 [156]

7.2. LUNAシリーズ概要

7.2.1. SX-9100

1987年発表 for ∑プロジェクト [36] [51] [86] 「札幌Σサブセンターに設置されて、地場企業によるΣ CAI ソフトウエ
アの開発に利用されていた。」 [52]

7.2.2. LUNA [13]

1989年発表 MC68030 20MHz1. 

起動動画 [45] [46] [38]2. 

シリーズ構成 [65]

ディスクレス ベーシック スタンダード スタンダード ファイルサーバ ハイエンド
DT10 DT20/25 DT30/35 DT32/37 DT40/45 DT50/55

4MB 4MB 4MB 8MB 4MB 8MB

70MB 100MB 100MB 172MB 172MB

LAN LAN LAN LAN LAN

ブラック ブラック 　ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
55万円 88/103万 115/135万円 140/160万円 165/185万円 190/210万円

PC98インターフェースはホワイトタイプに装備,DT20/25はオプション
DT25,35,37は、フロッピーの代わりにテープストリーマ付き

7.2.3. オプション

ビットマップボード:モノクロ:2048x1024,1プレーン1. 

ビットマップボード:カラー:2048x1024,4プレーン,4096色中16色/16階調同時表示2. 

増設メモリボード:最大4MBx2枚3. 

LANボード:イーサネット,チーパネット(DT20/25)4. 

PC-98インターフェースボード5. 

GPXボード: X.25,GP-1B6. 

7.2.4. UNI-OS [37]

UniOS-B

Unix4.3BSDを移植したもの。Lunaで稼動。

UniOS-U

UnixAT&TSystemV R2.1をベースに4.2BSDの機能等を付加し、移植したもの。Luna、Luna-IIで稼動。

UniOS-Σ
ΣOS-VOR1準拠したもの。Luna-Σで稼動。(要出典:Luna-∑という呼び方)　[83]

UniOS-Mach

Machをベースに移植したもの。Luna-II、Luna-88Kで稼動。

本校のワークステーションはオムロン株式会社の「ＬＵＮＡ」（DT65及びFS180）というもので、ＣＰＵに「MC68030」
（メインメモリー１６ＭＢ）を、基本ソフトウェアに統合化ＯＳ（後述します）である「Unios-U」を採用した高性能なも
のです。（注釈：ここの部分を読めば、最近のコンピュータの進化が実感できますね） [66]
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7.2.5. LUNAII

1991/6 MC68040 25MHz1. 

68040を搭載したワークステーションLUNA‐IIのハードウェア2. 

互換性を重視し,CISC CPUを採用したワークステーションについて [21]3. 

カーネル起動問題4. 

シリーズ構成 [73]

DT2460 DT2465 DT2660 DT2665

8/16MB 8/16MB 8/16MB 8/16MB

250MB 250MB 250MB 250MB

PC98インターフェースを2スロット装備
DT2465,2665は、フロッピーの代わりにテープストリーマ付き
イーサネット/チーパネット(標準)+イーサネット(オプション)

ビットマップボード:モノクロ:2048x1024,1プレーン1. 

ビットマップボード:カラー:2048x1024,4プレーン,4096色中16色同時表示2. 

ビットマップボード:カラー:2048x1024,8プレーン,1670万色中256色同時表示3. 

88Kでも88K2でも、hwplanebits(=ROMモニタのワークエリアの値)は、 PW7131(8bpp) → 8 PW7102(4bpp) → 1 となる。
[101] [102] [103]

7.2.6. LUNA88k　[10]

モトローラRISC CPU MC88100(m88k)を採用1. 

マルチCPU対応(最大4つ) 1CPU時25Mips ,4CPU時100Mips2. 

Mach2.5,X11.4/X11R5(Luna88K2),Wnn4.1,Motif1.1.43. 

PC-98用バス対応4. 

OpenBSDはm88kの実機とtoolchainがメンテナンスされている唯一のBSD5. 

1992/9 「マルチRISCワークステーションLUNA‐88K2 - 33MHz MC88100 CPUを最大4個搭載したマルチRISCワークステーションに
ついて」 [16]

6. 

88Kと88K2ではNVRAM/Timekeeperが違う。 [84]7. 

起動動画 [30] [48] [49]8. 

ユニマガ紹介記事 [74] と、製品仕様 [75] と、まとめ [71]9. 

miod@openbsd.org さんのOpenBSD/luna88k ページ [90]10. 

シリーズ構成
[73]

DT8840 DT8860

8/16MB 32/64MB

250MB 250MB

270万円 350万円

7.2.7. omron3

omron3.sp.cs.cmu.edu (オムロン製 LUNA-88k) は 1990年から1997年の間 CMU の日本語コンピュータ環境を提供するべく
ボランティア達によって運用されてきた計算機です。1997年5月をもって komachi.sp.cs.cmu.edu (Intel Pentium 120Mhz
FreeBSD) に役目を引き継ぎ引退しました。 [68]

7.2.8. OEM版

「LUNAのシグマOSのやつで日本無線からでていたOEMのワークステーションというやつを使っていたことがあります。なん
か日本語フォントがX-Window立ち上げなくても使えたようなおぼろげな記憶。銀座にあったオムロンのセミナー会場で講
習をうけたのだけど、そこではOEMでなくて普通のLUNAだったからなんかちがってとまどったような…」 [64]

7.2.9. LUNA2010 [78]

Introduces Omron Electronic BV’s Luna 2010, a multiprocessor Unix workstation that supports configurations
of up to four 88110 CPUs. Compatibility with Data General’s DG/UX 5.4 Release 2.10 operating system; Other
features; Prices. [79]

そして、新しいワークステーション用のチップセットのコードネームにAsteroidという名前をつけました。火星と木星の
間にある無数にある小惑星群のことです。今から考えると、何でこんな名前を付けたのだろうを反省してしまいますが、
とにかくそういう名前をつけてしまいました。 [77]

88110
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1993/9ごろ
DC/UX5.4.X

7.3. OSCを中心とするイベント駆動開発
動きそうなLUNAを探す1. 

ハードウェアを整備する2. 

ソフトウェアを書くために必要な情報を交換する3. 

行き詰ったらツイッターで相談する4. 

定期的にイベントで展示する5. 

昔使っていた人に直接話を聞く6. 

集めた情報を整理して、公開する7. 

7.3.1. OSC2011Kansai＠kyoto - LUNA復活

NetBSD/m68k will never die!

当日いきなりSun/NEWS/Luna展示 [31]

2011/7/16のコミットメッセージ [35]

Revive NetBSD/luna68k.

Even after almost a lost decade since NetBSD/luna68k was
switched to using ELF format by default back in 2001,
actually only one fix (bus.h) is required for a GENERIC kernel itself
to get multiuser login: prompt on a real hardware.  Hurrahhh!!!

Demonstrated with a working Xorg mono server on the NetBSD booth
at Open Source Conference 2011 Kansai @ Kyoto:
http://www.ospn.jp/osc2011-kyoto/

"Very impressed," commented by Tomoko YOSHIDA,
Program Committee Chair of the Conference,
and some other OMRON guys.

Special Thanks to Tadashi Okamura, for providing
a working SX-9100/DT "LUNA" for this mission.

7.3.2. なぜNetBSD/luna68kなのか

LUNAを使っていたわけでもないのになぜNetBSD/luna68kにこだわるのか。それはNetBSDのyamt-kmemブランチマージ作業の
際の話にまで遡る。 [91] [92]

違った yamt-km のほうだった orz [93] [94] yamt-km では hp300由来の m68k pmap でカーネルKVA用のセグメントテーブルをKVAの
最上位に移動する必要があった。大部分のm68kではKVA空間上位は空いていたが luna68kだけは 0x40000000以降のデバイスアクセス
にTTレジスタを使っていた。 [95] で、hp300由来のpmapのセグメントテーブルとページテーブルの初期化は壮絶に何をやっているの
かさっぱりわからない記述になっていて、かつ030と040は別の初期化が必要で、yamt-kmマージ当初はyamtさんがそれなりに書き換え
たけれど誰もテストしていなかったわけですよ [96] その後 NetBSD 4.0 が出る前に yamt-km マージで動かなくなっていた atari
を修正して、そのあとをm68k全部のpmap初期化をすべて読み解いてそれぞれのpmap_bootstrap.cを初期化意図が読み取れるようにゴ
リゴリ書きなおしたわけなんですよ [97] 実機テストできない機種のソースを4つも5つも書きなおして、1年後に見直すと致命的な
typoがあったりして、誰も持ってないマシンのコードなんか何の意味があるのか消してしまえなどと言われて、でもOSC2011京都で入
手したluna68k実機ではそのままのソースで起動した、というお話 [98]

7.3.3. OSC2011Kansai＠kyotoの波紋

「オムロンからLUNA88Kが発掘された」from よしだともこ先生 [29]
「LUNA88KはOpenBSD開発者の方へ」→あおやまさんと連絡がとれる
「ツイッターで『LUNA-IIはありませんか』とつぶやくと」
「ふと、横を見ると『LUNA II』と書いたマシンが。。。」

7.3.4. LunaII対応

同じオペランドで68030と68040で違う命令の罠1. 

%tt1 (PA/VA透過変換レジスタ)設定値修正2. 

M68040共通部分の修正適用3. 

外付けSCSIアタッチ追加4. 

LCD表示を「SX-9100/DT2」に変更5. 
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7.3.5. KOF2011 - LUNAII展示

「NetBSDが謎マシンを動かす理由＝そこに山があるからｗ 」 [24]
「明日11日(金)からのKOFのNetBSDブースで OSC京都のOMRON LUNA展示の後に発見された LUNA-IIで動くNetBSD/luna68k を展示
します。」
「LUNA資料は手書きだ」
「NetBSD/luna68k画面表示の裏でひっそりと活躍する自作LUNA-II内蔵型B/WビデオtoVGA変換。」
「「そんなことよりそれはなんだ」と言われそうなLUNAならぬ初代SX-9100 Mr.文具セット。裏によしだ先生サイン(?)入りの貴
重品。」

7.3.6. isibootd(8)

LUNA専用ネットブートサーバープログラムisibootd(8)をNetBSDツリーにコミット。

7.3.7. FPU判別ルーチン

ローエンド、ベーシックタイプは688811. 

サーバータイプは688822. 

7.3.8. OSC2012Kansai＠Kyoto

NetBSD/luna68k近況 [58]1. 

wsconsコンソールフレームバッファ修正 (OpenBSD/luna88kから)2. 

オムロンフォントで表示3. 

電源トラブル：電解コンデンサ全交換4. 

PROM起動仕様 HDDから起動する条件調査5. 

bootarg問題6. 

SSD on LUNA7. 

Xorgサーバー8. 

7.3.9. 円頓寺LUNAエンカウント

NBUG2013/2月例会。いきなりLuna68K/Luna88k/BigNEWSがNBUG例会にタクシーで持ち込まれる。「掲示板でLUNA88kをNBUG
例会に持ち込もうか聞いている人がいる」と噂になっていたその人だった。 [56]

7.3.10. OSC2013Tokushima

NetBSDこの20年 [55]1. 

NetBSD/luna68kブートローダー起動展示 [8]2. 

Module Name:    src
Committed By:   tsutsui
Date:           Sat Jan  5 17:44:25 UTC 2013

Added Files:
       src/sys/arch/luna68k/include: loadfile_machdep.h
       src/sys/arch/luna68k/stand/boot: Makefile autoconf.c bmc.c bmd.c boot.c
           boot.ldscript conf.c cons.c device.h devopen.c disklabel.c font.c
           getline.c init_main.c ioconf.c kbd.c kbdreg.h locore.S machdep.c
           omron_disklabel.h parse.c preset.h prf.c rcvbuf.h romcons.c
           romvec.h samachdep.h sc.c screen.c scsi.c scsireg.h scsivar.h sd.c
           sio.c sioreg.h status.h stinger.h trap.c ufs_disksubr.c vectors.h
           version

Log Message:
First cut at NetBSD/luna68k native bootloader.

Based on 4.4BSD-Lite2/luna68k "Stinger" loader revision "Phase-31"
http://svnweb.freebsd.org/csrg/sys/luna68k/stand/
and MI libsa glue stuff are taken from hp300 etc.

Tested on LUNA-I and old DK315C SCSI disk drive.

LUNA's monitor PROM can load only an a.out binary in 4.3BSD FFS partition
(i.e. created by "newfs -O 0") on disks with OMRON's UniOS disklabel,
but now we can load an ELF kernel in root partition via this bootloader.
(See luna68k/disksubr.c for details of UniOS label)
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TODO:
- LUNA-II support (check 68040 to adjust cpuspeed for DELAY())
- secondary SCSI support for LUNA-II
- netboot via le(4) (should be trivial)
- support boot options on bootloader prompt
- bootinfo (passing info about booted device and kernel symbols)
- support "press return to boot now, any other key for boot menu" method
  like x86 bootloader (needs cnscan() like functions)
- tapeboot (anyone wants it?)

7.3.11. OSC2013Nagoya - Luna88K&Luna68K

あおやまさんと江富さんによるLuna88K/Luna68K完全動態展示 [57]
Luna88K2 & Luna68K プロトタイプ7号機
OpenBSD/luna88k開発者あおやまさんによるプレゼンテーション [10]

7.3.12. OSC2013 Kansai@Kyoto

非力なマシンで最新のOSを動かすためには、大変な努力と工夫が必要です。その展示を実現させた方は、その努力と工夫
を楽しんでおられたというわけです。 [100]

7.3.13. NBUG 2013/9

OpenBSD/luna88k 近況報告

7.3.14. KOF2013

関西オープンソース2013NetBSDブースの記録 [117]

7.3.15. OSC2014 Kansai@kyoto

OSC2014京都 NetBSDブース展示への道 [134]
OSC2014京都 NetBSDブースの記録 [135]

7.3.16. LUNAグッズ

LUNAグッズ持参でブースに遊びに来てくれる元関係者の方が！
シールとフロッピー [59]
たれまく
ペンセット [60]
ペンケースとバンダナ [76] [121] [130]
dpNote - 図形グッズ：シール・定規
ホッチキス [133]
トレーナー [144]

7.3.17. LUNA関連書籍

LUNAユーザーグループとは何か - mikutterの薄い本 [81] を会場に忘れたら、なぜか一緒に送られてくる
UNIXワークステーションがわかる本 [61]

　@tsutsuii LUNAの薄い本2013作れってことすね [7]

7.4. LUNAについて私が知っている二、三の事柄

7.4.1. Project Mach

Project Mach was an operating systems research project of the Carnegie Mellon University School of Computer
Science from 1985 to 1994.

「It’s never too late. When it’s over, you get to tell the story」 – Garrison Keillor [67]

luna88kカーネルソース [72]

7.4.2. LUNAインストール方法
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インストールマニュアル [27]
NetBSD/luna68kの起動ディスク作り方メモ [28]

7.4.3. NetBSD/luna68Kのブート方法 [13]

2種類のブート方法： [27]

PROMがUNIOS-B /a.outをロードする1. 

PROMが独自プロトコルでサーバからカーネルロード2. 

NetBSD1.5以降 m68kはELFフォーマット移行：どうやって起動するか
実機がないままソースツリーはメンテされ続ける

7.4.4. PROMモニタ

newfs -O o で作った4.3BSD形式のFFS上のa.outカーネルは読める。1. 

LUNAIIでのネットブートは無理？2. 

HDD起動時の制約は？(SCSI ID,カーネルサイズ,ファイルシステム)3. 

LUNAIIは外部SCSI HDDから起動できるか4. 

7.4.5. LUNA68Kのブートローダー

NetBSD/luna68k の起動ディスクの作り方メモ [28]1. 

なんか出た。これでデバッグできる [8]2. 

native bootloader update for NetBSD/luna68k [116]3. 

7.4.6. LUNA88Kのブートローダー

OpenBSD/luna88k standalone bootloader by @MiodVallat works fine on my LUNA-88K2! [107]1. 

7.4.7. BSD広告条項

4.4BSD-Lite2由来のコードに含まれる3項目(All advertising materials ..)、広告条項削除OKについて、文書で許可を出
してくれるOMRONの方がいらっしゃると2-cluse BSDで配布できる。

7.4.8. 電源問題

OMRONワークステーション LUNA-II 電源ユニット修理記 [25]1. 

「KOF本番週の日曜日に電源が不調になり急遽部品手配して展示直前に修理していた」2. 

OSC2012京都前に再度補修 [26]3. 

LUNA-II, LUNA-88K 電源ユニット(PTD573-51) 四級塩電解コンデンサ一覧 [88]4. 

88K2は88Kより分解しやすいような気がする。 [127]5. 

7.4.9. LUNAII

1MB SIMM/4MB SIMM切替→SIMM脇に謎ジャンパが1. 

4bppフレームバッファのX11R5ソースは？ [85]2. 

7.4.10. PC98-Cバス

86音源ボード on LUNA [138]1. 

C-bus拡張ボード on LUNA-88K2 [146]2. 

7.4.11. UniOS-Machと西暦2000年問題

でも、同じマシンでUniOS-Mach立ち上げると時刻が変になる。昔調べたとおりdate(8)コマンドでは2000年以降の日付は設
定できないので、OS内部で元々Y2K対応が甘いだけかもしれない。 [82] [84]

7.4.12. 質問日時:2009/10/28 17:51:08

会社でワークステーション（オムロン製LUNAⅡ）を使用していますが、プリンターが不良となりました。エプソンVP-4000
です。中古をさがしていますが、これと互換性のあるプリンターはないでしょうか？ [14]

もう捨てようかと思う…が、未練があり捨てられず [10]
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Sometimes you get so lonely / Sometimes you get nowhere / I’ve lived all over the world / I’ve left every
place / Please be mine / Share my life / Stay with me / Be my wife [5]

7.5. LUNA年表　- 月の刃
「次の日からオレとルナ先生の生活がはじまったんだ」 [62]

青：あおやまさん,江：江富さん,オ：オムロン,筒：筒井さん,菅：菅原さん,モ:モトローラ

1986/10   いけない！ルナ先生連載開始
1987 ∑ SX-9100 オムロンから発表 [47]

1988 オ グッドデザイン賞受賞 [15]

1988/7   いけない!ルナ先生連載終了
1989 オ SX-9100/DT LUNA MC68030 20MHz

1989/3 オ LUNAのハードウエア Omron Tech No.29 p.8-15 [19]

1990/7 オ Luna88k Omron Tech p.81-92 [20]

1991/6 オ LUNA‐II Omron Tech No.31 p. 91-9 [21]

1991/10/11   春奈るなさんの誕生日
1991/11 モ MC88110の存在が明らかになる [17]

1992/12 オ LUNA‐88K2 Omron Tech No.32 p.336-344 [16]

1992/12 オ MC88110ワークステーション Omron Tech No.32 p.345-350 [18]

1993/9 オ LUNA2010

1994   いけない!ルナ先生 復刻版
1994   4.4BSD Lite luna68K

1994 オ LUNA-IIの生産終了
1994/3 オ LUNA2010用システム診断プログラムの開発について [80]

1998/6   NetBSD/luna68k　やってるひと、いますよ。[netbsd 02006] [23]

1999/12   NetBSD/news68kマージ
2000/1/6   NetBSD/luna68kマージ
2000   いけない!ルナ先生 復刻版
2000/2/18   桝田さんluna68k起動成功 [netbsd 05132] [22]

2000/08 青 LUNA-88K2入手
2001/12 青 LUNAにOpenBSD移植決意
2002/01/27 青 OpenBSD/sparc上でm88kクロス環境構築
2002/03/29 青 シリアルコンソールでカーネルCopyright表示
2002/06/05 青 network bootでIPアドレス取得 [69]

2003/08 青 コンパイラのバグがなおったようなので再開
2003/09/20 青 tarのオプションを間違えてソース消去、CVS導入
2003/10/05 青 なんとかもとの状態に戻る
2003/12/10 青 NFS rootでシングルユーザ＆マルチユーザ
2004/02/17 青 SCSI動作
2004/03/21 青 Miod Vallatさん(OpenBSD/mvme88kのport maintainer)に見つかる [70]

2004/04/21 青 OpenBSD本家treeにcommit

2004/11/01 青 OpenBSD 3.6: 初の正式リリース
2007/08/31 青 LUNA-88K2の電源ユニット故障により起動できなくなる
2007/9/5 青 Luna88K捜索願い [nbug:10540]

2009/10/28   Yahoo知恵袋にLUNAIIに関する]質問が [14]

2011/07 筒 OSC2011Kansai@KyotoでLUNA/NEWS/Sun3展示 [31]

2011/7 筒 NetBSD/luna68k on OMRON LUNA - Bootstrap [37]

2011/07 オ LUNA88Kオムロンにて発掘される！
2011/08 青 ご好意により、オムロンで発掘されたLUNA-88Kが届く
2011/08/15 青 上記LUNA-88Kの電源ユニットを移植して復活
2011 筒 KOFでLUNA-II展示 [9]

2012/05/01 青 OpenBSD 5.1: 久しぶりの正式リリース
2012/02/28 青 10年目にして一応マルチプロセッサ対応
2012/08/03 筒 OSC2012関西@京都でLuna&LunaII展示 [32]

2013/01 青 OpenBSD m88k portのELF化&共有ライブラリ化
2013/01/27   Luna88k(白と黒) Luna88K2Luna2010を青山さんに送る
2013/02/16 江 Luna88K&Luna68k&BigNEWSをNBUG例会に持ち込む
2013/03/09 江 Luna88kをあおやまさんに送る
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2013/03/09 筒 OSC2013徳島でLuna68K展示 [33]

2013/03/19 筒 筒井さんから江富さんにLuna68k起動ディスクが送られる
2013/04/13 青 Monochrome X serverが動作
2013/06/22 青 Luna88K OSC 2013 Nagoyaで初展示。江富さんのLuna68kも初展示。 [119]

2013/08/2 筒 OSC2013京都でLuna/LunaII tw/mikutter展示。 [120]

2013/08/24 筒 OSC2013島根でLunaII+mlterm-fb+mikutterd展示 [118]

2013/09/21 青 OpenBSD/luna88k近況報告 無印/4bpp/リリース [109]

2013/11/8-9 筒 KOF2013 NetBSDブースでLuna+mikutter展示 [117]

2013/12/21 青 OpenBSD/luna88k近況報告 PC98バス 音源ボード [110]

2014/01/11 筒 native bootloader update for NetBSD/luna68k [129]

2014/03/05   いけない！ルナ先生 DVD全6巻発売開始 [114] [115]

2014/04/19 青 NBUG2014/4例会 OpenBSD/luna88k 2014/4近況報告 [125]

2014/07/05 青 OSC 2014 NagoyaでLuna88K+PC98 86音源ボード展示 [122] [123] [124]

2014/07/13 筒 LunaII+8bpp ボードでカラー表示 [126]

2014/07/20 筒 LUNA’s keyboard driver changes from OpenBSD/luna88k [131]

2014/07/21 筒 luna68k 4/8bpp framebuffers as a monochrome server [132]

2014/08/01 筒 lunaII+mikutterd今年はカラーだ展示 [134]

2014/08/13 筒 LUNA framebuffer mod for LCDs without Sync on Green support [142]

2014/11

/07-08

筒 関西オープンソース2014 NetBSDブース展示の記録 [143]

2014/11/29 青 yaft × LUNA [140]

2014/12/20 青 86音源ボード on LUNA [138]

2014/12/29 青 86音源ボードコードコミット [139]

2015/02/21 青 LUNA-88K2はPCカードの夢を見るか？ [141]

2015/03/21 青 LUNA-88K2はPCカードの夢を見るか？ <補遺> [145]

2015/05/01 青 OpenBSD 5.7リリース [148]

2015/05/22 青 C-bus拡張ボード on LUNA-88K2 [146]

2015/07/06   「いけない！ルナ先生」コラボ読切で復活 [147]

2015 青 OpenBSD/luna88k移植物語 [152]

2015/10 青 FM音源の調べ on LUNA http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201510

2016/3 江 Luna68K AsiaBSDCon2016ブース展示
2016/7 筒 Luna68K PSG Z80 sound driver for PC6001 to NetBSD/luna68k OSC京都 [164]

2016/11 藤 Implimentation of 4.4BSD luna68k by Akito Fujita KOF

2016/11 筒 Luna68K PSG Z80 sound driver for PC6001 to NetBSD/luna68k OSC広島
2017/3 青

江
Luna88K&Luna68K AsiaBSDCon2017ブース展示

2018/5 筒 RaSCSI + OMROM 初代LUNA 起動
2018/5 青 LUNA-88K2 OSC2018Nagoya ブース展示
2018/8 菅 LUNA68K OSC2018Kyoto ブース展示 LUNAのPSG音源でPCM再生
2018/8 筒 LUNA68K OSC2018Kyoto ブース展示 sayaka+mlterm-fb

2018/7 青 LUNA-88K2 OSC2018Nagoya ブース展示 [165]

7.6. 最近のLUNA

7.6.1. メモリ64M

というわけで LUNA-IIの64MB設定でも NetBSD/luna68kカーネル起動した。これでしばらく耐久テストするか… [12] [34]

7.6.2. mlterm-fb & tw

ツイッタークライアント！ [39] [40] [41] [42] [43] [44] [111]

7.6.3. mlterm-fb + mikutterd

LunaIIならmlterm-fbとmikutterdを組み合わせてタイムラインを展示できます。

7.6.4. 画像の2値化

モノクロ画面で効率的にデモ画面を作る方法：（サーベイする）
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7.6.5. LUNA-88K:NVRAM and Timekeeper registers

On 『original』 LUNA-88K, NVRAM contents and Timekeeper registers are

mapped on the most significant byte of each 32bit word. (i.e. 4-bytes stride) Also, add small 『Wrong year set by
UniOS-Mach after Y2K』 hack. [89]

7.6.6. LUNA88K謎ボード

PWB7183 [99]
専用チップが載っている　[102]

7.6.7. KOF2014におけるLUNA展示

LUNAフォントとSONYフォント [137]

7.6.8. yaft X LUNA

yet another frame buffer terminal [136]

7.6.9. 老ハード介護問題

電源修理
SCSI HDD確保
ブラウン管を知らない子どもたち
3ボタンマウスを知らない子どもたち [128]
液晶接続問題 [63]
ハード保守
詳しい人がいなくなる

「それなら、なぜ、先祖代々の墓を守って山間に生活したがる農民を、ダム工事のためにおいだすんだね？それぞれの人
間にそれぞれの幸福がある。それなら、なぜ、彼らを一般化の中に投げ込むんだ。君はなぜ、そういう役割をひきうける
んだ？」 [6]

7.7. 脚注
Luna関連コメントは筒井さんに紹介してもらったものです。

[1] カフカ式練習帳 http://www.bunshun.co.jp/cgi-bin/book_db/book_detail.cgi?isbn=9784163813301

[2] The Angel Levine: http://www.blackmovie-jp.com/movie/angellevine.php?act=a#.Uei7I9f75z0
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[113] OMRONワークステーション LUNA-II 電源ユニット修理記 その3 http://togetter.com/li/548989

[114] 「いけない！ルナ先生」実写化！6人のアイドルが先生に http://natalie.mu/comic/news/105048

[115] http://www.cinemart.co.jp/ikenai-runa/

[116] native bootloader update for NetBSD/luna68k http://mail-index.netbsd.org/port-luna68k/2014/01/11/msg000038.html

[117] (1, 2) 関西オープンソース2013NetBSDブース展示の記録 http://togetter.com/li/587422

[118] オープンソースカンファレンス2013島根 NetBSDブース展示の記録 http://togetter.com/li/553529

[119] OSC2013名古屋 NBUG&NetBSDブース展示の記録 http://togetter.com/li/522396

[120] オープンソースカンファレンス2013関西＠京都　NetBSDブース展示記録 http://togetter.com/li/542885
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[121] 泣いて喜びそうなもの発掘 https://twitter.com/goinkyo_hacker/status/482528142930620416

[122] OpenBSD/luna88kのご紹介 http://www.slideshare.net/ao_kenji/osc2014-nagoya

[123] OpenBSD/luna88kのご紹介 パンフレット http://www.nk-home.net/~aoyama/osc2014nagoya/obsd-luna88k-leaflet.pdf

[124] オープンソースカンファレンス2014 Nagoya&NBUG7月例会 の記録 http://togetter.com/li/688742

[125] OpenBSD/luna88k 2014/4近況報告 http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201404

[126] Setup Bt458 color palette to support ANSI color text on 8bpp framebuffer. http://mail-index.netbsd.org/source-

changes/2014/07/13/msg056309.html

[127] 88K2電源交換 https://twitter.com/ao_kenji/status/485393846314872832

[128] どうしてこのマウスにはボタンが３つもあるのか https://twitter.com/ao_kenji/status/485275421768814592

[129] native bootloader update for NetBSD/luna68k http://mail-index.netbsd.org/port-luna68k/2014/01/11/msg000038.html

[130] 泣いて喜びそうなバンダナ https://twitter.com/goinkyo_hacker/status/482528142930620416/photo/1

[131] LUNA’s keyboard driver changes from OpenBSD/luna88k http://mail-index.netbsd.org/source-changes/2014/07

/20/msg056548.html

[132] luna68k 4/8bpp framebuffers as a monochrome server http://mail-index.netbsd.org/source-changes/2014/07

/21/msg056590.html

[133] LUNAホッチキス https://twitter.com/goinkyo_hacker/status/497392417478156288/photo/1

[134] (1, 2) OSC2014京都NetBSDブース展示への道 http://togetter.com/li/703494

[135] OSC2014 Kansai@Kyoto NetBSDブース展示の記録 http://togetter.com/li/700617

[136] yaft×Laan http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201411-yaft-42177561

[137] KOFにおけるLUNA展示 https://speakerdeck.com/tsutsui/kof-and-luna-at-netbsd-booth

[138] (1, 2) PC-9801-86 sound board on LUNA http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201412

[139] OpenBSD/luna88k用の86音源ボードドライバを整理してcommit。 https://twitter.com/ao_kenji/status

/549203137001553921

[140] yaft×LUNA http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201411-yaft-42177561

[141] LUNA-88K2はPCカードの夢を見るか http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201502

[142] LUNA framebuffer mod for LCDs without Sync on Green support http://mail-index.netbsd.org/port-luna68k/2014/08

/13/msg000043.html

[143] 関西オープンソース2014 NetBSDブース展示の記録 http://togetter.com/li/742243

[144] Lunaトレーナー http://movapic.com/ebijun/pic/5232493

[145] LUNA-88K2はPCカードの夢を見るか <補遺> http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201503

[146] (1, 2) C-bus拡張ボード on LUNA-88K2 http://www.slideshare.net/ao_kenji/osc2015-nagoya/

[147] 伝説のHコメディ「Oh！透明人間」×「いけない！ルナ先生」コラボ読切で復活 http://natalie.mu/comic/news/152961

[148] INSTALLATION NOTES for OpenBSD 5.7 http://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/5.7/luna88k/INSTALL.luna88k

[149] LUNAは、SX-9100以降の愛称なんですが、その前のSX-8700 の時代は、スーパーメイトという愛称でした。
https://www.facebook.com/events/1062729970410808/permalink/1153405211343283/

[150] このマシンがスーパーメイトという商品名で http://www.tomo.gr.jp/root/new/root82.html

[151] LUNA88Kに付属しているxzoomというデモの画像です。 http://moon.hanya-n.org/comp/luna/luna88k.html

[152] OpenBSD/luna88k移植物語 http://www.slideshare.net/ao_kenji/a-story-of-porting-openbsdluna88k

[153] FM音源の調べ on LUNA http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201510

[154] PSG音源の調べ https://speakerdeck.com/tsutsui/osc2016-kyoto-psg-tunes-on-netbsd-luna68k

[155] LUNAのPSGというか647180実装 https://twitter.com/tsutsuii/status/759793635898515456

[156] 「できません」と云うな―オムロン創業者 立石一真　https://www.amazon.co.jp/dp/4478006334/

[157] http://www.ustream.tv/recorded/90107872

[158] https://speakerdeck.com/tsutsui/osc2016-hiroshima-psg-tunes-on-netbsd-luna68k-again

[159] https://speakerdeck.com/tsutsui/osc2016-kyoto-psg-tunes-on-netbsd-luna68k

[160] https://speakerdeck.com/tsutsui/osc2014-kansai-at-kyoto-netbsd-luna68k-report

[161] http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/kof2013/NetBSD_bootloader.html

[162] http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/osc2013kyoto/NetBSD-luna68k_mlterm-fb_Twitter.html

[163] https://twitter.com/tsutsuii/status/991191717050118144

[164] https://speakerdeck.com/tsutsui/osc2016-kyoto-psg-tunes-on-netbsd-luna68k

[165] https://www.slideshare.net/ao_kenji/osc2019-nagoya

7.7.1. このページ

https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/Guide/Luna.rst にあります。
/usr/pkgsrc/textproc/py-sphinx をインストールして、make htmlとか。
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Port-arm archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

pinebook status update (20190709)

To: port-arm%netbsd.org@localhost

Subject: pinebook status update (20190709)

From: Jun Ebihara <jun%soum.co.jp@localhost>

Date: Tue, 09 Jul 2019 22:31:29 +0900 (JST)

Update:

 libc-12.213

 openssl-1.1.1c

 boost-1.70.0

 mlterm-3.8.8nb1

 rust-1.36

PR:

 port-arm/54342 

  Pinebook screen glitches/offsets on top and extreme right of the 

  screen with modeset enabled.

TEST kernel:

- deforaos-camera: camera capture,and reboot

 apply: http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2019/01/21/msg005392.html

https://twitter.com/ebijun/status/1087694456936001536

 my compiled kernel with camera patch

http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/aarch64/pinebook/netbsd

System Updates:

http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/distrib/sets/lists/base/shl.mi

sysinfo:

 dhcpcd-7.2.3 libc-12.213 libcurses-8.2 NetBSD-8.99.50

 openssl-1.1.1c sh-20181212-20190705082918Z unbound-1.9.1

 userland-NetBSD-8.99.50/evbarm

pkgsrc:

 ImageMagick-7.0.8.49 SDL2-2.0.9nb4 ap24-php71-7.1.30nb2

 apache-2.4.39nb3 apache-ant-1.10.6 atkmm-2.24.3

 atril-1.22.1nb1 babl-0.1.66 boost-build-1.70.0

 boost-docs-1.70.0 boost-headers-1.70.0 boost-jam-1.70.0

 boost-libs-1.70.0 boost-mpi-1.70.0 brotli-1.0.7nb1

 caja-dropbox-1.22.1 caja-extensions-1.22.0nb2

 cbindgen-0.9.0 clang-8.0.0 cmake-3.14.5nb1

 curl-7.65.1nb1 dbus-1.12.16 dhcpcd-7.2.3

 dhcpcd-gtk-0.7.5nb8 dhcpcd-icons-0.7.5 enchant2-2.2.4

 exempi-2.5.0nb1 faad2-2.8.8 fd-3.01b

 ffmpeg3-3.4.6nb1 ffmpeg4-4.1.3nb1 firefox52-52.9.0nb16

 freetype2-2.10.0 gdbus-codegen-2.60.4

 gettext-lib-0.20.1 gettext-m4-0.20.1 gettext-tools-0.20.1

 git-base-2.22.0nb1 glew-2.1.0 glib-networking-2.60.3

 glib2-2.60.4nb5 glib2-tools-2.60.4 glibmm-2.60.0

 gnupg2-2.2.16 gobject-introspection-1.60.1nb1

 gpgme-1.13.1 gst-plugins1-base-1.16.0 gstreamer1-1.16.0

 gtk-doc-1.29nb3 harfbuzz-2.5.3 ibus-mozc-2.20.2673.102nb14

 inkscape-0.92.4nb1 json-glib-1.4.4 libabw-0.1.1nb14

 libbluray-1.1.2 libcares-1.15.0nb1 libcdr-0.1.5nb2

 libe-book-0.1.3nb8 libepoxy-1.4.3nb2 libepubgen-0.1.0nb4

 libetonyek-0.1.9nb1 libevent-2.1.8nb1 libfreehand-0.1.1nb22

 libimagequant-2.12.3 libixion-0.14.1nb1 libmspub-0.1.4nb8

 libmwaw-0.3.7nb9 libnice-0.1.16 libotf-0.9.16nb2

 libpagemaker-0.0.4nb4 libpaper-1.1.28 libpurple-2.13.0nb6
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 libqxp-0.0.2nb2 librevenge-0.0.4nb9 librsvg-2.40.20nb4

 libstaroffice-0.0.2nb7 libusb-compat-0.1.7 libuv-1.30.1

 libvisio-0.1.6nb11 libwpd-0.10.1nb9 libwpg-0.3.1nb11

 libwps-0.4.3nb9 libxfce4ui-4.13.5 libxfce4util-4.13.3

 libzmf-0.0.2nb10 llvm-8.0.0 mate-1.22.0nb1 mate-applets-1.22.1

 mate-control-center-1.22.1 mate-desktop-1.22.1nb2

 mate-media-1.22.1nb1 mate-netbook-1.22.1 mate-power-manager-1.22.1

 mate-sensors-applet-1.22.1 mate-utils-1.22.1 mdds-1.4.3nb1

 mdds1.2-1.3.1nb4 mlterm-3.8.8nb1 mozc-renderer-2.20.2673.102nb14

 mozc-server-2.20.2673.102nb14 mozc-tool-2.20.2673.102nb14

 mozo-1.22.1 mpv-0.29.1nb8 mysql-client-5.7.26nb3

 nghttp2-1.39.1nb1 nodejs-10.16.0 nss-3.44.1 orcus-0.14.1nb1

 osabi-NetBSD-8.99.50 pango-1.42.4nb4 php-7.1.30 php71-curl-7.1.30nb2

 php71-fpm-7.1.30nb2 php71-gd-7.1.30 php71-iconv-7.1.30

 php71-intl-7.1.30nb2 php71-json-7.1.30 php71-mbstring-7.1.30

 php71-pdo-7.1.30 php71-pdo_sqlite-7.1.30nb2 php71-posix-7.1.30

 php71-zip-7.1.30 php71-zlib-7.1.30 pluma-1.22.1nb1

 postgresql95-client-9.5.18 protobuf-3.8.0 pulseaudio-12.2nb5

 py37-Socks-1.7.0 py37-babel-2.7.0 py37-cryptography-2.7

 py37-cython-0.29.11 py37-importlib-metadata-0.15

 py37-lxml-4.3.4 py37-pathlib2-2.3.4 py37-pbr-5.2.1

 py37-pluggy-0.12.0 py37-setuptools_scm-3.3.3 py37-test-4.6.3nb1

 py37-urllib3-1.25.3 py37-wcwidth-0.1.7 py37-zipp-0.5.1

 python36-3.6.9 ruby24-addressable-2.6.0 ruby24-delayer-1.0.0

 ruby24-delayer-deferred-2.1.1 ruby24-diva-1.0.0

 ruby24-mikutter-3.9.0 ruby24-nokogiri-1.10.3

 ruby24-pluggaloid-1.2.0 ruby24-twitter-text-3.0.0

 rust-1.36 seamonkey-2.49.4nb11 source-highlight-3.1.8nb9

 speexdsp-1.2.0 spidermonkey52-52.7.4nb9

 tk-8.6.9.1 unittest-cpp-2.0.0 waf-2.0.17 wget-1.20.3nb1

 xfce4-appfinder-4.13.3 xfce4-conf-4.13.7 xfce4-desktop-4.13.4

 xfce4-exo-0.12.6 xfce4-panel-4.13.5 xfce4-power-manager-1.6.2

 xfce4-session-4.13.2 xfce4-settings-4.13.6 xfce4-thunar-1.8.6

 xfce4-tumbler-0.2.4nb1 xfce4-wm-4.13.2 youtube-dl-20190702

works well: 

 evince gedit mate medit py-sphinx gimp seamonkey inkscape

- mate: pkgsrc/meta-pkgs/mate

https://twitter.com/ebijun/status/1086814579647102976

 pkg_add mate

 echo "mate-session" >> .xinitrc

 startx

- ibus 

 export XMODIFIERS=@im=ibus

- firefox52: 

https://twitter.com/ebijun/status/1086487791104450563

 PKG_OPTIONS.firefox = -pulseaudio -alsa -dbus gtk2 -gtk3

    general.useragent.local=ja if you want it.

- Add eDP transmitter and enable display pipeline

http://mail-index.netbsd.org/source-changes/2019/02/03/msg103047.html

 arandr works well: display up-side down

https://twitter.com/ebijun/status/1092885154127724544

- keymapping: [Shift][<>] on 11inch

https://wiki.netbsd.org/ports/evbarm/allwinner/#index3h2

- replace AC Adapter for heavy load

 Anker PowerPort10 A2133+USB DC Cable with 3.5mm/1.35mm connecter

- USB Wifi: works well,sometimes unseened with heavy load.

 urtwn0: I-O DATA DEVICE, INC. (0x4bb) WN-G150UM (0x94c)

ToDo:

- HDMI output

- uim:

 pkgsrc/devel/libgcroots needs aarch64 ifdefs

http://openbsd-archive.7691.n7.nabble.com/fix-inputmethods-uim-on-aarch64-td357966.html

- xfwm4: "could not find screen to manage".in startxfce4

  check xfce4-session again

- mikutter: crush in startup tutorial

pinebook status update (20190709) http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2019/07/09/...

2 / 3 2019/08/01 08:34



800

14300

145


