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なぜライブ・システム？

私の動機...

OSS を

もっと簡単に

もっと気軽に
学生の皆さんにも使ってほしい

(というより自分がづくなしだから)



突然ですが、信州弁講座

２日前の爺ヶ岳・鹿島槍・五竜岳...



「ずく」って？

代表的な信州の方言
使い方：

今日は料理をするずくがないので
レトルト・カレーにするか…

ずくなし…怠け者、無精者、面倒くさがり



授業でのOSSの活用

ロボティクス入門ゼミ＠信州大学
1年生の教養科目 (2001年頃から)

プログラミングに親しむ (未経験者が大半)

LEGOマインドストーム（RIS,NXT）を使用

C言語likeなNQCとNXCを使用 (ともにOSS)

教室PCと学生のノートPCで作業

実習環境の整備が必要



Mindstorms RIS

Mindstorms Robotics Invention System



Mindstorms NXT

Mindstorms NXT



実習環境の整備上の課題

プログラム転送装置のドライバ
・LEGO純正ドライバはWindows 98/Me/XP用
・64bit の Windows Vista/7/8 に非対応

 



実習環境の整備上の課題

プログラム転送装置のドライバ

学生パソコンのサポート
・スキルも機種も環境もさまざま、動作確認が大変

教室と自宅で違うPC環境
・データ（作成プログラム）の共有方法？

そこでライブ・システム！



ライブ・システムとは

インストール不要なOS

CD/DVD/USBメモリなどから起動

既存システムの変更が不要

Read Only での使用が一般的

ネットワーク越しの起動も可

用途はさまざま



ライブ・システムの用途例

OSや各種ソフトのお試し版用に

レスキュー用、ディスク管理用に

モバイル用のOSとして (PCは不携帯)

イベントや勉強会、授業、学習用に

各分野の研究・開発用OSとして

・・・なんでも・・・



ライブ・システムの用途例

とにかく

すぐに使いたい

すぐに元に戻したい

という場面にぴったり



中学生も楽しくライブ

松本市内の学校
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Debian GNU/Linux

The Universal Operating System

社会契約とDFSG
Debian Free Software Guideline

活発なコミュニティ

多くのソフトウェア (37,000以上)

優れたパッケージング・システム

多くのアーキテクチャをサポート



Debian GNU/Linux

カスタマイズが容易 (/etc, /usr/local等)

便利な task や metapackage

目的にあった環境を整えるのが簡単
[例] 「日本語」の「LXDEデスクトップ環境」で

「数学教育用のソフト」を使いたい

# apt-get install task-japanese-desktop \
    task-lxde-desktop education-mathematics

メタパッケージを３つ指定するだけ



Debian GNU/Linux

Debian は
エンジニアや専門家だけではなく

非専門家や

忙しい教育関係者や

ずくなしにもぴったり



Debian Live Project
Live Systems Project

Debianの公式サブ・プロジェクト

http://live-systems.org/
Daniel Baumann et al.

debianベースのライブ・システム構築用
ツール群の開発（live-*）

Debian の公式ライブ・イメージの作成

最近は debian debranding !?



Roadmap には

Debian 8.0 "jessie" aka live-* 4.x

debian de-branding, make it as 
nice as possible for derivatives.

http://live.debian.net/project/roadmap/



Debian Live の特徴

ライブ・システムとしては
イメージ作成まですべて自動

Debian公式パッケージだけでOK

種々のメディアに対応

圧縮ファイルシステム (squashfs)

データ保存も可 (aufs 透過型fs)

そのままインストーラとして使える



Debian Live の特徴

お気軽カスタマイズ的には...

基本的に

Debianそのもの



live-* ツール群 (3.0.x)

live-build

ビルドのためのホストマシン用ツール群

live-boot, live-config, live-tools

ライブシステムの起動、環境設定など、ビルド時に組み込ま
れるターゲットマシン用ツール群
（ホストマシンにインストールしても害はない）

live-manual

マニュアル



必要なモノ (マニュアルより)

管理者権限

live-build

POSIX準拠のシェル (bash,dash等)
  (unstable版では python3 も必要)

debootstrap or cdebootstrap 

Linux 2.6 以降

Debian以外でもビルド可能らしい



おすすめの作業環境

Debian 7.2 wheezy (最新の安定版)

ライブ・システムでも可 MathLibreとか

ディスクの十分な空き容量（必須）

あると快適なもの
高速なネット

大容量メモリ(ramdiskとしてHDDの代りに)

高速なマルチコアCPU



必要な作業領域の目安

イメージ イメージの
サイズ

chroot
の使用量

合計の
使用量

GNOME
(日本語化)

1.1 GB 3.3 GB 6.8 GB

Robotics
(授業用)

1.3 GB 4.0 GB 8.0 GB

MathLibre 4.1 GB 15 GB 31 GB

最低でも通常インストールの 2倍以上、
イメージの 6〜8 倍程度の空き容量が必要



参考: 収録ソフトの目安

授業用に使っているライブ・システムは 1.3GB
(debファイルの合計サイズと同程度)

(Desktop/Office) ... xfce4, libreoffice,

(Devel) ... gcc, g++, ruby, python, django, fp-
compiler, nqc, nxc, arduino, fritzing, geda, kicad, 
emacs,

(Graphics) ... gimp, inkscape, xfig, dia, 
imagemagick, k3d,

(Net) ... chromium-browser, iceweasel, icedove, 
sylpheed, wl, mew, ssh,



参考: Desktopの例

エディタとファイルマネージャ



参考: Desktopの例

Arduino



参考: Desktopの例

Fritzing
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作業環境とターゲット

本日のこれからの話では

ホスト（作業用）
Debian 7.2 wheezy amd64 (最新の安定版)

live-build 3.0.5

ターゲット（イメージ）
Debian 7 wheezy amd64 ベース



live-build のインストール

# apt-get install live-build

コマンド一発

ずくなしにぴったり



作業ディレクトリの作成

$ mkdir mylive &&  cd mylive

ディレクトリ名は何でもOK



速攻ビルド

設定ファイル生成 ＆ 管理者権限でビルド

$ lb config && sudo lb build

これだけでライブイメージのできあがり！

binary.hybrid.iso
（ハイブリッドISO形式）



デモ

[例] LXDEデスクトップのライブ・システム



基本のコマンドは３つ

lb config (設定)

lb build (ビルド)

lb clean (掃除)



lb build コマンド一発で

4つのステージを自動で実行

debootstrap  ...  ベアボーン作成

chroot  ...  パッケージインストール

binary  ...  バイナリイメージ作成

source  ...  ソースのtarball作成
(optional)

各設定は lb config で！



lb config

ミラー設定

$ lb config \
    --parent-mirror-bootstrap URL \
    --parent-mirror-chroot URL \
    --parent-mirror-binary URL

国内では上の"URL"のところは
http://ftp.jp.debian.org/debian/



lb config

ディストリビューション、
アーカイブエリアの設定

$ lb config --distribution wheezy \
            --parent-archive-areas \
              "main contrib non-free"



lb config

イメージ・タイプ変更

$ lb config --binary-images hdd

イメージ・タイプ
hybrid-iso (デフォルト)

hdd (HDD形式) 起動パラメータが変更可

iso (通常のISO)

netboot (ネットブート用)



lb config

その他の詳しいオプションはmanpageで

$ man lb_config

便利なオプション
--backports true

--firmware-chroot true

--apt-http-proxy (後述)

--bootappend-live (後述)



lb clean

作業領域の掃除

# lb clean

chroot/, binary/, source/, .stage/ を削除
(cache/ や config/ は残る)

便利なオプション
--binary ... binary 関連だけを削除

--purge ... config 以外は削除 (cacheも削除)



lb clean

[例] hdd のイメージを再ビルドする場合

$ sudo lb clean --binary
$ lb config --binary-images hdd
$ sudo lb build

debootstrap と chroot のステージが省略できる



実際には、

一度のビルドでOKということは少ない

たいていは config, build, clean, ....

の繰り返し

そこで



自動スクリプトの活用

lb config は config/ 以下を書き換える
(binary, bootstrap, chroot, common, source)

一部をリセットするは面倒
自動でデフォルトが変わっている場合もある
lb config でデフォルトの値を指定する必要がある

いっそうのこと設定ファイルを削除

毎回 lb config で設定するのも面倒

auto/ 以下に自動スクリプトを作ろう



auto/*

雛形は /usr/share/doc/live-build/examples/auto/*

$ cp /usr/share/doc/live-build/examples/auto/* \
     auto/

$ ls auto/
  build  clean  config

auto/config ... lb config 時の自動スクリプト

auto/build  ... lb build 時の自動スクリプト

auto/clean  ... lb clean 時の自動スクリプト



auto/config の例

#!/bin/sh
set -e
MIRROR="http://ftp.jp.debian.org/debian/"

lb config noauto \
 --apt-http-proxy "http://localhost:3142" \
 --parent-mirror-bootstrap ${MIRROR} \
 --parent-mirror-chroot ${MIRROR} \
 --parent-mirror-binary ${MIRROR} \
 --parent-archive-areas "main contrib non-free" \
 --firmware-chroot true \
 --distribution wheezy \
 --architectures amd64 \
 --bootappend-live "boot=live config persistence" \
 "${@}"



auto/build の例
ログをファイルに出力

binary.* を binary-20131116.* のように rename

#!/bin/sh

lb build noauto "${@}" 2>&1 | tee build.log    

BINARY="binary-$(date +%Y%m%d)"

for _FILE in binary.*
do
  [ -f "${_FILE}" ] && \
    mv ${_FILE} "${BINARY}${_FILE#binary}"
done



auto/clean の例

#!/bin/sh

lb clean noauto "${@}"

rm -f config/{binary,bootstrap,chroot,common,source}
rm -f *.log



[Tips] ramdiskを使う

ramdisk上で作業すると超高速

# mkdir /ramdisk
# mount -t tmpfs -o size=7g tmpfs /ramdisk
# cd /ramdisk
# lb config && lb build

8GB搭載 ... 1GB程度のイメージを作れる
32GB搭載 ... MathLibre もビルドできる

去年メモリを買っておけば良かった



[Tips] proxy を使う

apt-cacher-ng のインストール

# apt-get install apt-cacher-ng

lb config で設定

lb config --apt-http-proxy \
          "http://localhost:3142"
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CD/DVDへの書き込み

wodim を使う

# apt-get install wodim

$ wodim -eject binary.hybrid.iso



CD/DVDへの書き込み

xorriso を使う

# apt-get install xorriso

$ xorriso -as cdrecord -v \
  dev=/dev/sr0 blank=as_needed \
  binary.hybrid.iso



USBメモリへの書き込み

 



USBメモリへの書き込み

書き込む前に...

USBメモリのデバイス名をチェック！

$ ls -l /dev/disk/by-id/

通常は、/dev/sdb や /dev/sdc ...

間違えると内蔵ディスクのファイルシステムが
壊れる可能性があるので慎重に！



USBメモリへの書き込み

/dev/sdb のUSBメモリの場合、
(アンマウントされた状態で)

# dd if=binary.hybrid.iso \
     of=/dev/sdb \
     bs=4M

デバイス名は"/dev/sdb1"のようなパーティシ
ョン名ではないことに注意！



USBメモリへの書き込み

dd のかわりに cp でもコピーできる

# cp binay.hybrid.iso /dev/sdb



[Tips] 複数のUSBメモリの場合

USBハブを使用



[Tips] 複数のUSBメモリの場合

内蔵USBカードを使用



[Tips] 複数のUSBメモリの場合

内蔵USBカードを使用



[Tips] 複数のUSBメモリの場合

デバイス名は
/dev/sdb, /dev/sdc, ..., /dev/sdz

さらに /dev/sdaa, /dev/sdab, ..., 
..., /dev/sdaz, dev/sdba, ...

まとめて10本にコピー（例）

$ for STICK in /dev/sd[b-u] ; do ... ; done



ユーザデータの保存

必要な作業
USBメモリ等を用意 (同一メディアでもOK)

Linuxパーティション作成
 ( cfdisk や parted など )

persistence というラベルをつけて初期化

設定ファイル persistence.conf をパーティション
のトップに作成

起動オプション persistence を追加 (後述)



ユーザデータの保存 (例)

ライブUSBメモリに保存領域を追加する場合

# cfdisk /dev/sdb  （2ndをパーティション作成）
# mkfs.ext4 /dev/sdb2 -L persistence
# mount /dev/sdb2 /mnt
# echo '/home' > /mnt/persistence.conf
# umount /mnt

これで /home は保存される



ユーザデータの保存 (例)

システム全体の変更を保存する場合は
persistence.conf に

/ union

と書いておく （union で差分を保存）

圧縮されないので容量に注意！
（特に sid の場合）



参考: MathLibre の場合

MathLibre DVD を起動して

$ sudo mkusbmath

ライブUSBメモリのできあがり

（濱田さん作成のスクリプト）



[Tips]「高速転送」に騙されるな

USBメモリの箱に ... 高速 USB 3.0

と書いてあっても読み書き速度は？？？

読み書き速度を調べて購入しましょう
最近では「読込190MB/sec 書込110MB/sec」のよう
なメモリも2300円ほどで入手できます

(micro)SD + 百均のカードリーダ という手も
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可能なら kvm を使う

kvm ... Kernel-based Vitual Machine

CPU のサポートが必要
Intel VT (Virtualization Technology)

AMD-V (Virtualization)

http://ark.intel.com/Products/VirtualizationTechnology
などを参考に



対応CPU

Intel VT対応の CPU

Core i3,i5,i7 (core 2 世代はモノによる)

Celeron G440, G530, G1610 など

一部の Atom

Intel VT未対応の CPU

Core 2 quad Q8200 とか (涙)

Celeron 430 とか (諦める)



qemu で起動

# apt-get install qemu-kvm

$ qemu-system-x86_64 -enable-kvm -m 1G \
  -cdrom binary.hybrid.iso

(注) VT非対応CPU ではqemu-kvm のかわりに qemu をイン
ストール

(注) sid では qemu のかわりに qemu-system-x86 をインス
トール



VirtualBox で起動

# apt-get install virtualbox   

$ virtualbox

使い方
新規イメージを作成

「設定」の「ストレージ」でイメージを追加

[Live CD/DVD] にチェックを入れる



Macbook Pro でも快適

VitualBox



[Tips] 800x600以外

VirtualBox を 800x600 以外で使う場合は

以下のパッケージをターゲットに追加
virtualbox-guest-dkms

virtualbox-guest-x11

$ echo "virtualbox-guest-dkms virtualbox-guest-x11" \
   >> config/package-lists/my.list.chroot



[Tips] user と root

デフォルトユーザ
ユーザ名：user

パスワード：live

rootになるには (通常は sudo でOK)

例えば sudo -s または sudo -i

あるいは sudo passwd で root パスワードを設定
後、su や su - 
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お気軽カスタマイズ
パッケージの追加 / デスクトップの日本語化

起動パラメータの設定

ファイルの取り込み

インストール後の設定 (hooks)

起動メニューのカスタマイズ

ビルド時のローカル・スクリプト



参考: lb config 実行後

$ lb config
[2013-11-07 17:27:12] lb config 
P: Updating config tree for a debian/wheezy/amd64 system

$ ls -F
auto/  config/  local/

$ ls config/ -F --group-directories-first
apt/               includes.debian-installer/  binary
archives/          package-lists/              bootstrap
debian-installer/  packages/                   chroot
hooks/             packages.binary/            common
includes/          packages.chroot/            source
includes.binary/   preseed/
includes.chroot/   rootfs/



パッケージの追加
config/package-lists/ 以下にリストファイルを作る

[例] config/package-lists/my.list.chroot

task-japanese-desktop
task-xfce4-desktop
task-laptop
science-mathematics
nqc arduino g++ ruby python gimp inkscape

リストファイルの拡張子は .list.chroot

複数のファイルに分けてもOK



[Tips] metapackage 探し

$ tasksel --list-tasks

$ apt-cache search --names-only ^education-

$ apt-cache search --names-only ^task-

$ apt-cache search --names-only ^science-

$ apt-cache search --names-only ^med-

$ apt-cache search metapackage



デスクトップの日本語化
パッケージを追加

task-japanese-desktop

デスクトップ環境
task-gnome-desktop
task-kde-desktop (と kde-l10n-ja)
task-lxde-desktop
task-xfce-desktop など



[Tips] task 内のパッケージ

$ apt-cache depends task-japanese-desktop

task-japanese-desktop
  依存: tasksel
  推奨: iceweasel-l10n-ja
  推奨: fonts-vlgothic
  推奨: fonts-ipafont
  推奨: uim
  推奨: uim-anthy
  推奨: uim-mozc
  推奨: mozc-utils-gui
  推奨: anthy
  推奨: libreoffice-l10n-ja
  推奨: libreoffice-help-ja
  推奨: poppler-data



デスクトップの日本語化
パッケージを追加

task-japanese-desktop

デスクトップ環境
task-gnome-desktop
task-kde-desktop (と kde-l10n-ja)
task-lxde-desktop
task-xfce-desktop など

lb config で起動パラメータを追加

locale

キーボード etc.



起動パラメータの設定
lb config --bootappend-live ...
ライブ起動時に live-config で使われる設定など

$ lb config --bootappend-live \
     "boot=live config persistence \
      live-config.locales=ja_JP.UTF-8 \
      live-config.timezone=Asia/Tokyo \
      live-config.keyboard-model=jp106 \
      live-config.keyboard-layouts=jp"

詳しくは man live-config で
auto/config に書いておくと便利



起動パラメータのかわりに
ターゲット上の /etc/live/config/ で設定してもよい

ホスト上は config/includes.chroot/etc/live/config/

[例] シリアル機器を使う (userをdialoutグループに追加)
config/includes.chroot/etc/live/config/user-setup.conf

LIVE_USER_DEFAULT_GROUPS="${LIVE_USER_DEFAULT_GROUPS} dialout"

ちなみに起動パラメータでの設定は
live-config.user-default-groups=グループを,で列挙



ファイルの取り込み
config/includes.chroot/ 以下に置いておくと
パッケージのインストール後に自動でコピー

[例]
/etc/  ... 各種設定ファイル 
　各パッケージ、デスクトップの設定など

/usr/local/  ... Debian 外部のファイルなど 
Debian 外の他のソフトなど

/etc/skel  ... ホームの雛形
　プログラムの例など



授業用カスタマイズ例

ファイル・アクションの設定例



ファイル・アクション

/etc/xdg/Thunar/uca.xml



パネルのランチャー

/etc/xdg/xfce4/panel/default.xml



壁紙はどうぞご自由に

某OSに似ていますが、実は Xfce！



インストール後の設定 (hooks)
config/hooks/ 以下にスクリプトを作る

[例] config/hooks/custom.chroot

#!/bin/sh
if [ -e /usr/bin/iceweasel ]
then
    update-alternatives \
      --set x-www-browser /usr/bin/iceweasel
fi

拡張子は.chroot または .binary

ファイル名を数字で始めれば順序づけ可



起動メニューのカスタマイズ
config/includes.binary/isolinux/live.cfg
を作成して binary/isolinux/live.cfg を上書きする
( hddの場合は config/includes.binary/syslinux/live.cfg )

label live-english-us
        menu label ^Live English (US)
        menu default
        linux /live/vmlinuz
        initrd /live/initrd.img
        append boot=live config live-config.locales=en_US.UTF-8 ...

label live-japanese
        menu label ^Live Japanese
        linux /live/vmlinuz
        initrd /live/initrd.img
        append boot=live config live-config.locales=ja_JP.UTF-8 ...



起動メニューのカスタマイズ

 



起動メニューのカスタマイズ例

言語の選択 (日本語 or 英語 or ...)
live-config.locales, live-config.keyboard-model,
live-config.keyboard-layouts

Desktopの選択 (GNOME or KDE or ...)
live-config.x-session-manager

Xorgドライバの選択 (学校 or 自宅 or..)
live-config.xorg-driver

カーネルの選択
linux と initrd を変更



設定が終わったら

$ sudo lb clean

$ lb config && sudo lb build

あとは待つだけ！

マイ・ライブのできあがり！



[Tips] 既存ライブをカスタマイズ
lb config --config GIT_URL

github.com でライブ・プロジェクトを探す

[例] zukuless-live (ずくレス・ライブ)

$ lb config --config \
    git://github.com/seijimtmt/zukuless-live

 ... カスタマイズ ...

$ sudo lb build



[Tips] MathLibreをカスタマイズ

$ lb config --config \
            git://github.com/knxm/mathlibre

 ... カスタマイズ ...

$ make lang=ja

現在 lang は、cn  de  es  fr  hooks  it  ja  kh  ko  pt  ru  th  
tw  uk  us  vi



参考文献

Live Systems Manual
・http://live-systems.org/manual/

Debian Project と Live Systems Project
・Debian Project - http://www.debian.org/
・Debian JP Project - http://www.debian.or.jp/
・Live system Project - http://live-systems.org/
・派生 - http://live-systems.org/project/downstream/

MathLibre Project
・MathLibre Project - http://www.knoppix-math.org/



参考文献（日本語）

あんどきゅめんてっどでびあん
（東京エリア/関西エリア Debian勉強会資料）
・2007年冬号 岩松さん (live-helper時代)
・2009年冬号 のがたさん (live-helper時代)
・2010円冬号 のがたさん (live-build時代)

Software Design誌の特集記事
・2008年8月号　岩松さん
・2012年1月号　のがたさん

その他
・"大学教育におけるDebian Liveシステムの活用と実践例"
　　鈴木・松本, http://ci.nii.ac.jp/naid/110007505702



参考文献（日本語）
sasakiさん「live-build による Live システムの作成」
- http://uwabami.junkhub.org/log/20121211.html

のがたさん「Debian Liveメモ」
- http://www.nofuture.tv/linux/debianlive

のがたさん Ubuntu Weekly Recipe 第113,114回
- http://gihyo.jp/admin/serial/01/ubuntu-recipe/0113

ロボティクス入門ゼミ＠信州大
- http://yakushi.shinshu-u.ac.jp/robotics/?DebianLive

Live Systems Manual 日本語版
- http://live.debian.net/manual/current/index.ja.html



まとめ

いつでも どこでも すぐに使えるライブ

live-build で簡単マイ・ライブ

授業や講習会でも使ってみませんか？

ライブで中高生にも OSS を！

ライブで中高年にも OSS を！



Happy Living !?

 



おまけ その他のTips

ビルド時のローカル・スクリプト

auto/config の例（foo.list.chroot.ja などを可能に）

auto/clean の例

Makefileなしで済ます

Windowsとのデータ共有

Backports の追加

各パッケージのサイズ比較

hddの起動パラメータ編集



[Tips] ビルド時の自作スクリプト
local/bin/ に入れておくと hook から呼び出せる

[例] local/bin/add_boot_entry (自作スクリプト)

Usage:
  add_boot_entry LABEL MENULABEL APPEND [default]

というようなスクリプトを
  config/hooks/custom-bootmenu.binary
などから呼び出せる

 [例] http://github.com/seijimtmt/zukuless-live/



[Tips] auto/config の例 (その2)

#!/bin/sh

lb config noauto ... 省略 ... "${@}"

# foo.list.chroot.ja や foo.sh.binary.ja のようなLANG拡張子を追加可能にして、
# 必要に応じてパッケージリストやhookを読み込むための設定

ZL_LANGUAGES="ja en fr"

for _LANG in ${ZL_LANGUAGES}
do
  for _FILE in $(find config/package-lists/ -name "*.list.chroot.${_LANG}")
  do
    cp -i "${_FILE}" \
      "${_FILE%.list.chroot.${_LANG}}_l10n-${_LANG}.list.chroot"
  done
      ... 省略 ...
  for _FILE in $(find config/hooks/ -name "*.binary.${_LANG}")
  do
    cp -i "${_FILE}" "${_FILE%.binary.${_LANG}}_l10n-${_LANG}.binary"
  done
done



[Tips] auto/clean の例 (その2)

#!/bin/sh

lb clean noauto "${@}"

rm -f config/{binary,bootstrap,chroot,common,source}
rm -f *.img *.iso *.contents *.packages *.zsync
rm -f *.log
rm -f chroot.packages.*
rm -f config/package-lists/*_l10n-*.list.chroot
rm -f config/hooks/*_l10n-*.chroot
rm -f config/hooks/*_l10n-*.binary



[Tips] Makefileなしで済ます！？

auto/{config,build,clean} の活用

hook を使う (chroot,binaryステージ)

パッケージ・リストで条件文を使う

#if ARCHIVEAREA contrib non-free        
vrms
gcc-4.7-doc
#endif



[Tips] Windowsとのデータ共有

live-build を hack してみる
Windows ではUSBメモリの最初のパーティションし
か利用できないらしい

あまり簡単ではなさそう...

システムとは別のメディアを用意する
安いUSBメモリやSDカードなど (おすすめ)

ネット経由



[Tips] Backports の追加

$ lb config --backports true
$ lb config --parent-mirror-chroot-backports URL
$ lb config --parent-mirror-binary-backports URL

とした上で、config/apt/preferences に次のようなエントリを
入れておく。

Package: *
Pin: release n=wheezy-backports       
Pin-Priority: 600

あるいは各パッケージのPinを個別に指定する。



[Tips] 各パッケージのサイズ比較
圧縮ファイルシステムを使っているので各パッケージが使用する
容量はdebファイルのサイズに近い。
"Installed-Size" とは違う

$ ls -hsS cache/packages.chroot/ | head -n 20

合計 3.1G
 146M processing_2.0.2-1_all.deb
 124M texlive-fonts-extra_2012.20120611-2_all.deb
  89M topcom_0.17.4-1_amd64.deb
  66M eclipse-pde_3.8.0~rc4-1_amd64.deb
  52M coq-theories_8.3.pl4+dfsg-2_all.deb
  48M chromium_30.0.1599.101-1~deb7u1_amd64.deb
  44M ghc_7.4.1-4_amd64.deb
   ......



[Tips] hddの起動パラメータ編集

hddイメージをマウントして live.cfg を編集

# mount -t vfat -o loop,offset=OFFSET binary.img /mnt

# vi /mnt/syslinux/live.cfg

ただしOFFSETは "/sbin/fdisk -ul binary.img"の出力から計算

OFFSET = (Start) x (sector size)
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