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IPS）Image Packaging System とは？
OpenSolarisで利用されているパッケージングシステム . ソフトウェアをInternet越しに簡単に配信・インストールできる . Linux系OSのyum+rpm、apt+debなどに近いもの . Solaris10のSVR4パッケージシステム（pkgadd等）を代
替する
Solaris10のSVR4パッケージシステム（pkgadd等）を代Solaris10のSVR4パッケージシステム（pkgadd等）を代Solaris10のSVR4パッケージシステム（pkgadd等）を代Solaris10のSVR4パッケージシステム（pkgadd等）を代Solaris10のSVR4パッケージシステム（pkgadd等）を代Solaris10のSVR4パッケージシステム（pkgadd等）を代Solaris10のSVR4パッケージシステム（pkgadd等）を代Solaris10のSVR4パッケージシステム（pkgadd等）を代

Internet

レポジトリ・サーバ
http://pkg.opensolaris.org/release/

pkgコマンド/パッケージマネ
ージャでインストール

pkgコマンド/パッケージマネー
ジャでインストール

pkgコマンド/パッケージマネ
ージャでインストール

http/httpsでやりとり
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IPSの特徴
pkgコマンド、パッケージマネージャー双方の特徴 . GUI版（パッケージマネージャー）とCLI版（pkgコマンド）の両方が用意されてい
る。

 . 依存関係などを自動的に解決するので、ソフトのインストールが簡単。 . 依存するものを自動的にインストールする。 . ネットワークベースのシステムであり、基本、オフラインで利用しない。 . http経由でアクセスを行う。 . ProxyServerの利用が可能（env http_proxy=http://・・・/ pkg ・・・）。 . image-updateなど、他のパッケージ管理ツールにはない、独自の機能がある。 . 証明書付きレポジトリとのアクセスが考えられている。 . pythonで書かれている。
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パッケージマネージャー
 . IPSのGUIパッケージ管理ツール。 . コマンド名は/bin/packagemanager . 通常運用では、
CLI版とほぼ同
じ機能がある。
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 . IPSのCLIパッケージ管理ツール . 1つのコマンドで、ほぼ全ての作業が可能。

pkgコマンド
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インストール作業に伴うコマンド
ソフトウェアをインストールしてみましょう。
インストールにつかう主なコマンドは次の通りです。

 . pkg search  パッケージの検索

 . pkg info   パッケージの情報取得

 . pkg contents  パッケージの構成ファイル一覧

 . pkg list   パッケージの一覧

 . pkg install  パッケージのインストール
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レポジトリとインストール
IPSにおけるインストールとは・・・・ . レポジトリにあるパッケージ（ソフトウェア、リソース）を、ローカルマシンにインス
トールすることです。

 . pkgコマンドでは'-r'、'-l'（省略可能）、'-a'（一部のみ）という、直交的なオプショ
ンがあります。

Internet

レポジトリ・サーバ

pkgコマンド/パッケージマネ
ージャでインストール

pkgコマンド/パッケージマネ
ージャでインストール

apache/php/java/
squid/mysql/post-
g re S Q L / n a m e d /
python/perl/gcc/
samba/nfs/sqlite/
gnome- desktop/
hg/lang-japanese・・・・

-r -l
ローカル

-a
全部まとめて
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Apacheをインストールしてみましょう。
様々なプログラムのインストールが分かるように、あえて検索方法から示すので、好きなプログラムに
読み替えてみてください。

まずは検索してみます。レポジトリから検索するので'-r'をつけます。

% pkg search -r apache
INDEX      ACTION    VALUE                     PACKAGE
basename   dir       usr/apache2/lib/perl/Apache pkg:/SUNWapch2@2.2.3-0.75
basename   dir       usr/apache2/2.2/lib/perl/Apache pkg:/SUNWapch22@2.2.8-0.86
basename   dir       usr/apache2/2.2/lib/perl/Apache pkg:/SUNWapch22@2.2.8-0.99
basename   dir       usr/apache/perl5/5.8.4/i86pc-solaris/Apache pkg:/SUNWapch@1.3.41-
0.94

～中略～
basename   file      etc/init.d/apache         pkg:/SUNWapch@1.3.41-0.97
basename   file      etc/init.d/apache         pkg:/SUNWapch@1.3.41-0.96

ものすごい数が出てきます。wc -l で数えると「670行」。
これは、searchコマンドは、パッケージに含まれている構成要素（ファイル、ディレク
トリ、メタ情報等々）を検索しているためです。

Apacheを探す
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出力結果の見方
searchコマンドの出力結果はこのように読みます。

% pkg search -r apache
INDEX      ACTION    VALUE                     PACKAGE
basename   dir       usr/apache2/lib/perl/Apache pkg:/SUNWapch2@2.2.3-0.75

INDEX  ここでは、この値がbasenameの時の説明をします。
ACTION  dir=ディレクトリ、file=ファイル、そのほか・・・
VALUE  dir/fileの時、実際の構成要素。
PACKAGE パッケージのFMRI。
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FMRIとは・・・・・・
パッケージの識別子。Fault Management Resource Identifierだそうです。SMFの「svc:/」と同じで
す。IPSは障害管理にはほとんど無関係なのですが・・・・・・。

FMRI

pkg:/SUNWapch2@2.2.3-0.75

pkg:/
FMRIを示す識別。

SUNWapch2
パッケージ名。

2.2.3
概ねソフトウェアのバージョン番号

0.75
後ろがパッケージが対応するKernel番号。

uname -vで出てくるsnv_XXのXXの部分。

インストールの時には、対象パッケージのFMRIか、簡略したパッケージ名称が必要
になります。したがって、FMRIかパッケージ名を見つけないとなりません。
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Apacheのプログラム名はhttpdなので、httpdを探してみます。

% pkg search -r httpd
INDEX      ACTION    VALUE                     PACKAGE
basename   file      usr/apache2/bin/httpd     pkg:/SUNWapch2@2.2.3-0.75
basename   file      usr/apache2/2.2/bin/amd64/httpd pkg:/SUNWapch22@2.2.8-0.86
basename   file      usr/apache2/2.2/bin/httpd pkg:/SUNWapch22@2.2.8-0.86
basename   file      usr/apache2/2.2/bin/amd64/httpd pkg:/SUNWapch22@2.2.8-0.99
basename   file      usr/apache2/2.2/bin/httpd pkg:/SUNWapch22@2.2.8-0.99
basename   file      usr/apache/bin/httpd      pkg:/SUNWapch@1.3.41-0.94
basename   file      usr/apache/bin/httpd      pkg:/SUNWapch@1.3.41-0.89
basename   file      usr/apache2/2.2/bin/amd64/httpd pkg:/SUNWapch22@2.2.8-0.86
basename   file      usr/apache2/2.2/bin/httpd pkg:/SUNWapch22@2.2.8-0.86
basename   file      usr/apache/bin/httpd      pkg:/SUNWapch@1.3.41-0.86
basename   file      usr/apache/bin/httpd      pkg:/SUNWapch@1.3.39-0.79
basename   file      usr/apache/bin/httpd      pkg:/SUNWapch@1.3.41-0.91
basename   file      usr/apache2/2.2/bin/amd64/httpd pkg:/SUNWapch22@2.2.8-0.94

プログラム名で検索

以後、割愛。wc -l で42行。lessで探せる範囲になりました。
でも、なんだかちょっと、パッケージ名が知りたいだけなのに、情報が冗長ですね。
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IPSレポジトリには過去のバージョンも含めて登録されているため、出力がとても
煩雑になります。
自分が利用しているOpenSolarisのバージョン用「のみ」、検索結果として出力し
たい場合、次のようにします（残念ながら、オプションではできません）。例を2つ。

% pkg search -r httpd | grep `uname -v | sed 
's/[^0-9]//g'`'$' | uniq

% pkg search -r httpd | grep '101$' | uniq
basename   file      usr/apache2/2.2/bin/httpd pkg:/SUNWapch22@2.2.9-0.101
basename   file      usr/apache/bin/httpd      pkg:/SUNWapch@1.3.41-0.101
basename   file      usr/apache2/2.2/bin/amd64/httpd pkg:/SUNWapch22@2.2.9-0.101
basename   file      usr/apache2/2.2/bin/httpd pkg:/SUNWapch22@2.2.9-0.101

このように、自分が今からインストールするべきApacheのパッケージ名が、
SUNWapch22、SUNWapchのいずれかであることが分かります。
ここまでくると、「SUNWapch22」をインストールすると、Apache Ver2.2.9が、イ
ンストールされるのかなぁ？とわかりますね。

出力結果を絞り込む
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もう一歩、確証を持ちたいなら、パッケージの情報と内容を調べます。

% pkg info -r SUNWapch22
                    名前: SUNWapch22
                    概要: Apache Web Server V2.2
                カテゴリ: Web Services/Application and Web Servers
                    状態: インストール済みでない
                    権限: opensolaris.org
             バージョン: 2.2.9
        ビルドリリース: 5.11
                    分岐: 0.101
パッケージ化の日付: Wed Nov 19 21:43:40 2008
                 サイズ: 9.02 M バイト
                  FMRI: pkg:/SUNWapch22@2.2.9,5.11-0.101:20081119T214340Z

まず間違いなく、これで問題なさそうです。

パッケージの情報を得る
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パッケージの中身は次のように調べます。どうやら間違いないようですね・・・。

% pkg contents -r SUNWapch22 
PATH
etc
etc/apache2
etc/apache2/2.2
etc/apache2/2.2/conf.d
etc/apache2/2.2/conf.d/modules-32.load
etc/apache2/2.2/conf.d/modules-64.load
etc/apache2/2.2/envvars
etc/apache2/2.2/httpd.conf
etc/apache2/2.2/magic
etc/apache2/2.2/mime.types
etc/apache2/2.2/original
etc/apache2/2.2/original/httpd.conf
etc/apache2/2.2/samples-conf.d
etc/apache2/2.2/samples-conf.d/autoindex.conf
etc/apache2/2.2/samples-conf.d/dav.conf
etc/apache2/2.2/samples-conf.d/default.conf
etc/apache2/2.2/samples-conf.d/info.conf
etc/apache2/2.2/samples-conf.d/languages.conf
etc/apache2/2.2/samples-conf.d/manual.conf

パッケージの構成要素を得る
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今までの例では、構成するファイルから検索をしましたが、パッケージ名から検索
する方法もあります。

% pkg list -a | grep -i apache
勇み足・・・・・・。これは、何も出てきません。pkg list -aでは、パッケージ名とバージョ
ン、ステートだけで、説明が何もないからです。

% pkg list -a 
NAME (AUTHORITY)                              VERSION         STATE      UFIX
BRCMbnx                                       0.5.11-0.101    installed  ----
Cheetah (contrib)                             2.0.1-0.101     known      ----
Cython (contrib)                              0.9.8.1.1-0.101 known      ----
DPhostserver (localhost)                      0.1-0.101       known      ----
FSWfontconfig-devel-docs                      0.5.11-0.101    known      ----
FSWxorg-client-docs                           0.5.11-0.101    known      ----
FSWxorg-client-programs                       0.5.11-0.101    known      ----
FSWxorg-clientlibs                            0.5.11-0.101    known      ----
FSWxorg-data                                  0.5.11-0.101    known      ----
FSWxorg-devel-docs                            0.5.11-0.101    known      ----
FSWxorg-fonts                                 0.5.11-0.101    known      ----
FSWxorg-fonts-core                            0.5.11-0.101    installed  ----

一覧から探したい！
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そこで、1行説明が出力されるリストモードで検索することも出来ますが・・・・・・

% pkg list -as | grep -i apache
SUNWaclg                       Apache Common Logging
SUNWapch                       Apache Web Server
SUNWapch22                     Apache Web Server V2.2
SUNWapch22d                    Apache Web Server V2.2 Documentation
SUNWapch22m-dtrace             DTrace plugin for Apache Web Server V2.2
SUNWapch22m-fcgid              FastCGI plugin for Apache Web Server V2.2
SUNWapch22m-jk                 Tomcat Connector plugin for Apache Web Server V2.2
SUNWapch22m-php52              PHP Server 5.2.6 module for Apache Web Server V2.2
SUNWapch22m-security           Mod Security plugin for Apache Web Server V2.2

～以後割愛～

実はこのコマンド、とっても遅くて数分ぐらい返ってきません。

% pkg list -as > pkg-list-as.txt
% cat pkg-list-as.txt | grep -i apache

こんなふうに、出力結果を、定期的にどこかにとっておくと良いでしょう。

一覧に 1行説明を取得する



17www.opensolaris.org

パッケージ名がわかったらインストールをします。どんな依存関係があるのかわか
らないので、先にdry-runをしておくと良いでしょう。

% pfexec pkg install -vn SUNWapch22
Creating Plan - 評価前:                
UNEVALUATED:
+pkg:/SUNWapch22@2.2.9,5.11-0.101:20081119T214340Z

評価後:         
None -> pkg:/SUNWapch22@2.2.9,5.11-0.101:20081119T214340Z
None -> pkg:/SUNWapr13@1.3.3,5.11-0.101:20081119T214506Z
None -> pkg:/SUNWapu13@1.3.4,5.11-0.101:20081119T214514Z
None -> pkg:/SUNWperl584core@5.8.4,5.11-0.101:20081119T215706Z
Actuators:
      restart_fmri: svc:/system/manifest-import:default
None

-vを指定すると、依存関係で芋づる式にインストールするパッケージ名などをレポ
ートします。-nはdry-run（評価のみで実際には実行しない）です。
pkg:/と、@以降のバージョン番号は省略してもかまいません。省略するとレポジ
トリから最新の物をインストールします。古いバージョンが必要になるときだけ、
Version番号を指定しましょう。

インストール前の最後の確認
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実際にインストールする。

% pfexec pkg install -v SUNWapch22
Creating Plan / Before evaluation:     
UNEVALUATED:
+pkg:/SUNWapch22@2.2.9,5.11-0.101:20081119T214340Z

After evaluation:
None -> pkg:/SUNWapch22@2.2.9,5.11-0.101:20081119T214340Z
None -> pkg:/SUNWapr13@1.3.3,5.11-0.101:20081119T214506Z
None -> pkg:/SUNWapu13@1.3.4,5.11-0.101:20081119T214514Z
None -> pkg:/SUNWperl584core@5.8.4,5.11-0.101:20081119T215706Z
Actuators:
      restart_fmri: svc:/system/manifest-import:default
None
DOWNLOAD                                    PKGS       FILES     XFER (MB)
Completed                                    4/4   1342/1342     5.85/5.85 

PHASE                                        ACTIONS
Install Phase                              1660/1660 
PHASE                                          ITEMS

以上で、インストールが完了します。

いざ、インストール
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さて、pkg://SUNWapch22はどうやって起動すれば良いのでしょうか？

 . pkg info SUNWapch22
設定情報に関する情報はありません。

 . man SUNWapch22
manはありません。

そこで、インストールされたファイル一覧を見ます。

 % pkg contents SUNWapch22

Apacheの設定と起動は？
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1. pkg contents SUNWapch22から検索
% pkg contents SUNWapch22 | grep httpd.conf

この方法でapacheの設定ファイルが/etc/apache/2.2/conf/httpd.confにあ
ることが分かります。
しかし、Apacheのconfigファイルが、httpd.confと知っていたから、この検索がで
きたわけで、*.cfg、*.xmlだったりすると、contentsの一覧をじっくり見なくては
なりません。

Apacheの設定（その 1）
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OpenSolarisでは「SMF（Service Management Facility）」という機構を利用し
ます。  . svcadm enable [options] FMRI . サービスを起動（RH系service サービス名 start,/etc/init.d/サービス名 

start コマンドに相当） . 再起動後も起動（RH系のchkconfigコマンドに相当） . 一時的に起動したいときは enable -t。 . 依存daemonも起動したいときは-rをつける . svcadm disable [options] FMRI . とにかく落としなさいということ。

サービスの起動方法
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SMFの特徴
SMFの特徴は . Daemonの管理ができる。 . もし、落ちていたら、すぐに起動し直す。 . 依存物も含めてenableにできる(svcadm enable -r FMRI) . 落ちてるかどうかをSMFが管理している(svcs -lp FMRI,svcs -xv FMRI) . コンソールを切り離せている（/var/svc/log/以下にログ）

Daemonが落ちる例 . ソフトウェアの問題 . クリティカルなバグ。SEGV、プログラムがメモリリークしている。等。 . ハードウェアの問題。 . メモリの破損、基盤のエラッタ、CPUが計算を間違える

それ故、svcadm enable ～と起動直後にコンソールに何も出ない
が、かわりに環境によって動く動かないがあまりおきない。
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apacheはdaemonなので、普通、SMFのためのmanifestがあります（legacyの
場合はinit.dを検索）。
% pkg contents SUNWapch22 | grep manifest
var/svc/manifest
var/svc/manifest/network

var/svc/manifest/network/http-apache22.xml

manifestは、ソフトウェアの実行環境や状況を記載したxmlファイルです。
manifestを見つけたら、svcs -aで、サービスの一覧をみて、探します。
大体、xmlファイルのPATH名で、FMRIが定義されています。
ここでは、http-apache22.xmlという名前だったので、apache22という名前で検
索します。
% svcs -a | grep apache22
disabled        2:58:15 svc:/network/http:apache22

ありました。これをどうやって、動かしましょう？

Apacheの起動方法（その 1）
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2. svcprop apache22で検索
OpenSoalrisのSMFでは、daemonの
起動設定を、svcpropで参照可能なプロ
パティで変えることができます。これは、
RHELなどで、/etc/sysconfig/httpdな
どのファイルに、環境変数を書いて動作モ
ードを変えることに似ています。
右は、s v c p r o pの出力の一部です。
daemonの起動スクリプトや、ものによっ
ては設定ファイルの場所をここで変更で
きるものもあります。

% svcprop apache22| grep exec
start/exec astring /lib/svc/method/http-apache22\ start
stop/exec astring /lib/svc/method/http-apache22\ stop
refresh/exec astring /lib/svc/method/http-apache22\ refresh

execのmethodはシェルスクリプトなので、あとは、/lib/svc/method/http-
apache22を読むことで、何ができるのか理解を深めることができます。

httpd/enable_64bit boolean false
httpd/server_type astring prefork
httpd/stability astring Evolving
httpd/startup_options astring ""
httpd/value_authorization astring 
solaris.smf.value.http/apache22

network/entities fmri svc:/milestone/
network:default

network/grouping astring require_all
network/restart_on astring error
network/type astring service
fi lesystem-local/entities fmri svc:/
system/fi lesystem/local:default

fi lesystem-local/grouping astring 
require_all

Apacheの設定（その 2）
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次は、svc:/network/http:apacheのsvcの諸情報を見ます。
% svcs -xv apache22
svc:/network/http:apache22 (Apache 2.2 HTTP server)
 State: disabled since Fri Mar 27 02:58:15 2009
Reason: Disabled by an administrator.
   See: http://sun.com/msg/SMF-8000-05
   See: man -M /usr/apache2/2.2/man -s 8 httpd
   See: http://httpd.apache.org
   See: /var/svc/log/network-http:apache22.log
Impact: This service is not running.

起動方法は、「svcadm enable apache22」で起動可能です。もし、起動できなけ
れば、再び「svcs -xv apache22」でログなどの情報を調べ直すことが可能です。

Apacheの起動方法

 ■manを上に記述されてるとおりに入力して、つれない返事をもらった方へ

今まで記載した方法を応用すると、何のパッケージが足りないのかわかります。

% pkg search -r '/usr/apache2/2.2/man/*httpd*’
ヒント：最後の*がポイントです！

このようにして、記載されている情報から、manを得ることができます。
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pkg search -r パス・ファイル名
レポジトリにあるファイルをさがす。'*'を使って検索範囲を広げることができる。

pkg info -r FMRI
パッケージの諸情報の取得ができる。

pkg contents -r FMRI
パッケージに含まれているファイルの一覧を取得することができる。

pkg list [-as]
パッケージの一覧がとれる。-aがないとインストール済みのもの、-aはall。このコマンドには-rがない
が、-aはレポジトリよりも広い範囲を示す。-sをつけると1行説明がつく。

pkg install [-vn] FMRI
パッケージのインストール。-vを付けると依存してインストールするものが画面出力される。-nをつけ
ると、実際には実行しない。

※たいていのコマンドは、-rでレポジトリを示し、つけないとインストール済みのものを指します。

SMFの参考(manで調べましょう)
svcadm サービス上げ下げ/svcs 状態確認/svcprop プロパティ参照/svccfg プロパティ変更

インストール系コマンドのまとめ
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アップデート方法
パッケージ管理ツールの最大のメリットは、アップデートが簡単なことにつきます。

下記の方法で、インストールされているパッケージにアップデートがあるか調べる
ことが出来ます。

% pkg list -u

このようなスクリプトを作っておき、1日に1度ぐらいcronで回しておけば、アップデ
ート状況をすぐに見つけることができます。
#!/bin/sh

pkg refresh --full
pkg list -u 2>&1 | grep -v 'no installed packages have available updates'

実際にパッケージをアップデートするには、intallコマンド利用します。
pkg install -v パッケージ名
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環境全体のアップデート
下記のようにすると、インストールされているパッケージ全体のアップデートを行
います。
これは、CentOSなどでyum updateを全体にかける感じで、直接ファイルの更新
作業を行うのですが、問題があると復元には努力が必要です。

% pkg install -v entire

どのOSでも、アップデートを全体的に行うのは、いろいろ問題をはらみます。
アップデートに失敗すると、最悪、起動に失敗したり、いくつかのファイルが壊され
たり、元の環境に戻ることもできず、一大決心が必要です。

OpenSolarisではもっと安心な方法があります！
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BE)boot environment
OpenSolarisには、ZFSのsnapshotとcloneを利用したBE)boot environmentと
いう概念があります。
beadmを利用して、現状のROOTイメージのスナップショット（=ブート環境：ＢＥ）

を取っておくことで、
好きなタイミングの
BEに、いつでも戻すこ
とができます。
GRUBを利用利用す
ることで、どのタイミ
ングのＢＥからでも起
動することも可能で
す。

更新分
更新分

opensolaris-1
opensolaris-2

beadm create opensolaris-2beadm create opensolaris-1

利用する どんどん利用する

更新分

更新分
更新分

さらに更新分



30www.opensolaris.org

BEの作成
beadm create opensoalris-2

BＥの一覧
beadm list

ACTIVEのフラグで、現在のＢＥ(N)と、次回
ブートの時にどのBEが使われるか(R)がわ
かります。
起動時のGRUBメニューでは、(R)で選択さ
れたBEが選択されています。ここで別の
BEを選択することも可能です。
右はopensolaris-2を選んで起動
したあとの様子です。
デフォルトのBEの選択は、

beadm activate opensoalris-2

で、設定可能です。

beadmの利用の様子

BEの作成

起動時のGRUB

起動後のBE
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pkg image-update
pkg image-updateは、beadmを内部的に呼び出し、アップデート前の環境全体
を確実に保存します。

image-updateを行うと、内部的に作成した新しいbeに対し
てpkgの環境全体のアップデートを行います。

システム管理者はアップデート後にリブートを行い、
GRUBメニューから新しい環境を起動することで、
安全にアップデートの後の環境を試すことが
できます。

問題がなければ使い続け、問題があれ
ばすぐに戻れるので、安心してアッ
プデートができます。

更新分

pkg image-update

pkg image-update

しばらく運用

しばらく運用

再起動後の起動ポイント

opensolaris-1

再起動後の起動ポイント

opensolaris-2
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複数のレポジトリを登録する
pkgコマンドでインストールできるソフトウェアは、レポジトリを追加することで、増
やすことができます。標準では、opensolaris.orgのみ登録されています。

% pkg authority 
AUTHORITY                           URL

opensolaris.org (preferred)         http://pkg.opensolaris.org/release/

ためしに、contribというレポジトリを追加してみます。
% pkg set-authority -O http://pkg.opensolaris.org/contrib/ contrib
% pkg authority 
AUTHORITY                           URL
contrib                             http://pkg.opensolaris.org/contrib/
opensolaris.org (preferred)         http://pkg.opensolaris.org/release/

以後、追加したレポジトリにあるパッケージは、同じようなオペレーションで、pkg 
install可能となりま
す。
install可能となりまinstall可能となりまinstall可能となりまinstall可能となりまinstall可能となりま
す。
http://pkg.opensolaris.org/release/

http://pkg.opensolaris.org/contrib/

Internet
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レポジトリのポリシーを意識する
レポジトリを追加するだけで、ソフトウェアのインストールが簡単に行えますが、無
節操に追加してインストールすると、やっかいな問題がしばしば起きます。
それぞれのレポジトリのポリシーを意識しなくてはなりません。
pkg.opensolaris.orgで提供されているレポジトリには、次のものがあります。

release（OSのコア）
OSのcoreが提供されているリリースレポ
ジトリ。現在、snv_101。

dev
OSのcoreが提供されている開発レポジ
トリ。現在、snv_110。

contrib
ある程度安定性がでてきたもの

pending
まずユーザから提供されたばかりのパッ
ケージ。
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release/dev/contrib/pending/そのほか、レポジトリはすべてauthorityに同
じように登録されます。自分で追加するレポジトリは、あくまで拡張パッケージ的な
ものですが、releaseとdevに関しては、opensolarisのON（OS+Network）が含ま
れているため、排他的に利用します。
devリリースを追従する方法
% pkg set-publisher -P -O http://pkg.opensolaris.org/dev/ dev
% pkg image-update

release or dev

on=snv_101b

+
いくつかのソフトウェア

release

on=snv_110

+
いくつかのソフトウェア

dev

or
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+ contrib , +pending
contribとpendingは、release or devに追加するパッケージです。
ほとんどのレポジトリは、このような形でOSに追加する形をとります。

contrib
現時点では、まだ数は少ない。

ある程度安定したもの。

追加しておいてもほとんど問題はない。

pending
数がとても多い。

単品でつかう程度であれば、問題が起きたことはない
が、依存関係まできちんとデバッグされているかは不
明。

意識して利用の時だけset-authorityし、いらなくなっ
たらunset-authorityすることをおすすめ。

opensolaris.orgで配布されているものは、どちらもOSとおなじディレクトリ
PATHにインストールされます。

on=snv_110

+
いくつかのソフトウェア

dev

on=snv_101b

+
いくつかのソフトウェア

release
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そのほかのレポジトリ
opensolaris.org以外で配布されているレポジトリもあります。

次ページからは、それぞれのレポジトリの私の「主観」を紹介します。

これらのレポジトリは、どれも拡張用のレポジトリです。

それぞれのポリシーのもとに作成されているので、ポリシーを把握した上で、イン
ストールすることをおすすめします。
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 . パッケージ内容 . オープンソースのパッケージ集。 . WEBサイト
http://www.sunfreeware.com . パッケージ提供形式 . IPSとSVR4（Solaris用） . IPS追加方法
pkg set-publisher -O http://pkg.sunfreeware.com:9000/ sunfreeware.com . インストール場所
/opt/sfw . 私感 . 老舗中の老舗 . ディレクトリがSFEと、CompanionDISCと重なる。

sunfreeware.com
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blastwave.org
 . パッケージ内容 . オープンソースのパッケージ集。Solaris8からサポートされていて、パッケー
ジ点数が多いのが特徴。

 . WEBサイト
http://www.blastwave.org/    http://wiki.blastwave.org/ . パッケージ提供形式 . IPSとpkgutil+SVR4（OpenSolaris、Solaris両用） . IPS追加方法(ただし推奨しない）
pkg set-authority -O http://blastwave.network.com:10000/ blastwave.org . pkgutil追加方法
pkg install -v SUNWwget SUNWpkgcmds
pkgadd -d http://dist.justplayer.com/csw/pkgutil_i386.pkg
/opt/csw/bin/pkgutil -a（リスト一覧） . インストール場所
/opt/csw/
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Sun extra
 . パッケージ内容 . opensolaris 用のパッケージで、ライセンス上、再配布やコピーが不可能なサ
ン固有もしくはサードパーティの内容を含むパッケージ。

 . WEBサイト
http://pkg.sun.com/ . パッケージ提供形式 . IPS . IPS追加方法 . レポジトリがアクセスキーと電子証明書でアクセス制御されているので、

WEBから登録を行い、登録と参照の際に関連付ける必要があります。
pkg set-authority \
            -k /var/pkg/ssl/OpenSolaris_extras.key.pem \
            -c /var/pkg/ssl/OpenSolaris_extras.certificate.pem \
            -O https://pkg.sun.com/opensolaris/extra/ extra . 私感 . なにか良いものが配布される場所。
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 . パッケージ内容 . オープンソースのサーバ向けパッケージ集。 . 2009/4/2にサービスインした当社サービスのOpenSolarisのレンタルサー
バ（VPS）、Phase2Server（http://www.justplayer.ne.jp/）向けに作
成されたパッケージ集。基本的に外部からのアクセスも無償。

 . OpenSolarisにあるものはなるべくそのまま使う。contribに依存するが
pendingには依存しない。 . OpenSolarisの/contribとコンパチブルにしている . WEBサイト

http://pkglabo.justplayer.com/ . IPS追加方法
pfexec pkg set-publisher -O http://pkglabo.justplayer.com/release pkglabo

pkglabo.justplayer.com
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混ぜるな危険！
レポジトリがどのような運営方針によって、できているかを意識しないといけな
い。使う使わないだけでなく、使っても距離感を意識する。

 . 運営方針 . 恒常性 . インストールされるPATH . アップデートサイクル
発生する問題

 . 依存関係が絡むと大変 . コンパイル時のライブラリ、実行時のライブラリ。 . soライブラリの順番で動かない（LD_LIBRARY_PATH等） . プログラムが別のプログラムをどれを動かしているのか、どのPATHのライブラ
リを使うのか、PATHの意識が必要。 . 解決方法のヒント . PATH/LD_LIBRARY_PATH/truss -t open,read等。
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依存関係を知る
パッケージの依存関係を知りたいときにはcontentsコマンドを利用します。
実は、インストールを容易にするために、依存関係しか記述がないパッケージも存
在します。

% pfexec pkg contents -rm amp | grep ^depend
depend fmri=SUNWapch22m-security@2.1.5-0.101 type=require
depend fmri=SUNWmysql5@5.0.67-0.101 type=require
depend fmri=SUNWapch22m-dtrace@0.3.1-0.101 type=require
depend fmri=SUNWphp52@5.2.6-0.101 type=require
depend fmri=SUNWapch22@2.2.9-0.101 type=require
depend fmri=SUNWphp52-mysql@5.2.6-0.101 type=require
depend fmri=SUNWapch22m-fcgid@2.2-0.101 type=require
depend fmri=SUNWapch22m-php52@5.2.6-0.101 type=require

上記のampはApache/MySQL/PHPのパッケージです。それ以外にも、gcc-
dev、sunstudio、lang-support-*、entire等々、様々なものが存在します。
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コマンドの対比
IPS pkgutil+pkgadd pkg-get+pkgadd yum+rpm apt+dpkg

ファイル検索(インストール済/
レポジトリ

pkg search/pkg search -r pkgchk -lp/なし pkgchk -lp/なし rpm -qf / yum provides dpkg -S/apt-cache search

リスト取得(インストール済/レ
ポジトリ）

pkg list/pkg list -a（リモー
トではなく全体）

pkginfo(pkgutil -c)/
pkgutil -a

pkginfo(pkg-get -l) /pkg-
get -D

rpm -qa/yum list dpkg -l/apt-cache pkgnames

メタ情報取得(インストール済/
レポジトリ

pkg info/pkg info -r pkginfo -l/ pkginfo -l/ rpm -qi/yum info dpkg -s / apt-cache showpkg

内容の一覧(インストール済/レ
ポジトリ

pkg contents/pkg con-
tents -r 

pkgchk -l pkgchk -l/ rpm -ql/？ dpkg -L/?

ベリファイ pkg verify pkgchk -v pkgchk -v rpm -V debsums

インストール pkg install pkgutil -i (pkgadd) pkg-get -i (pkgadd) yum install apt-get install

アップデート pkg install pkgutil -u pkg-get -u yum update/install apt-get install

アンインストール pkg uninstall pkgutil -r (pkgrm) pkg-get -r yum uninstall apt-get remove

環境全体のアップデート pkg image-update / pkg 
install entire

pkgutil -U && pkgutil 
-u

pkg-get -U && pkg-get -u yum upgrade apt-get dist-upgrade

 . IPSにはメタ情報検索系がなさそう。 . リポジトリとインストール済みのローカルで、コマンド体型が同じである。 . 他のパッケージシステムに比べて、メタ情報はキャッシュをあまりしない。


