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第1章 はじめに
この文書は Debian GNU/Linux ディストリビューションのユーザに、バージョン 5.0
(コードネーム "lenny") での大きなs 更点 をお知らせします。
このリリースノートでは、リリース 4.0 (コードネーム etch) から今回のリリースへの安
全なアップグレード方法や、その際ユーザが遭遇する可能性がある既知の問題点につい
て、情報をユーザに提供しています。
この文書の最新版は、http://www.debian.org/releases/lenny/releasenotes から取得
できます。疑わしい場合は、最初のページにある文書の日付をチェックし、最新版を読ん
でいるかを確認してください。

注意
既知の問題点をすべてリストアップすることは不可能なので、問題点の予想され
る広がり具合と影響の大きさの両方に基づいて取捨選 していることに注意してく
ださい。
Debian の 1 つ前のリリースからのアップグレード (この場合、4.0 からのアップグレー
ド) のみがサポート・記述されていることに注意してください。さらに古いリリースから
のアップグレードが必要な場合は、過去のリリースノートを読み、まず 4.0 へとアップグ
レードすることをお勧めします。

この文書に関するバグを報告する
私たちは、この文書でH 明 されているすべての異なるアップグレード手順を試し、また、
ユーザが直面する可能性のある、すべての問題を予想しました。
そうはいっても、この文書にバグ (不正確な情報や け落ちている情報) を見つけたと思
う場合は、release-notes パッケージに するバグ報告として、バグ追跡システム
[http://bugs.debian.org/]に提出してください。

アップグレードについての報告をする
etch から lenny へのアップグレードに関連するユーザからの情報はどんなものでもÏ 迎
します。情報を共有するのを厭わない場合は、upgrade-reports パッケージに する
バグ報告として、アップグレードの結果を含めてバグ追跡システム [http://
bugs.debian.org/]に提出してください。報告に添付ファイルを含める場合は、(gzip を
使用して) • 縮 するようお願いします。
アップグレードについての報告を提出する際には、以下の情報を含めてください。
アップグレード前後のパッケージデータベースの状態。/var/lib/dpkg/status
•
に
ある dpkg の状態データベースと、/var/lib/aptitude/pkgstates にある
aptitude のパッケージ状態情報です。あらゆるデータや設定情報をバックアップする
項 でH 明 するように、アップグレードを実行する前にバックアップをとっておくべきで
すが、これらの情報のバックアップは /var/backups にもとられます。
script を使用して作成したセッションのログ。セッションの記Ö
•
項 でH 明 します。
/var/log/apt/term.log
•
にある apt のログか、/var/log/aptitude にある
aptitude のログ。

注意
バグ報告に情報を含める前に、慎重に扱うべき情報や機密情報がログに含まれて
いないかある程度時間をかけて し、ログから削除してください。なぜなら、バ
グ報告に含まれる情報は公開データベースで公表されるからです。

この文書のソース

この文書のソースは DocBook XML 形式です。HTML 版は、docbook-xsl と
xsltproc を使用して生成しています。PDF 版は、dblatex や xmlroff を使用し
て生成しています。リリースノートのソースは Debian ドキュメンテーションプロジェ
クト (Debian Documentation Project) の SVN リポジトリにあります。ウェブから
ウェブインターフェース [http://svn.debian.org/viewsvn/ddp/manuals/trunk/releasenotes/]を使って個々のファイルにアクセスでき、s 更 を参照できます。SVN へのアクセ
ス方法に関してさらに詳しく知りたい場合は、Debian ドキュメンテーションプロジェク
トの SVN 情報ページ [http://www.debian.org/doc/cvs]を参照してください。

第2章 Debian GNU/Linux 5.0 の最新
情報
このトピックに関するより詳しい情報が Wiki [http://wiki.debian.org/NewInLenny]
に載っています。
このリリースでは、ARM EABI (armel) のサポートが公式に追加されています。
Debian GNU/Linux lenny で公式にサポートされているアーキテクチャは以下のとおり
です。
Intel x86
• ('i386')
Alpha ('alpha')
•
SPARC•('sparc')
PowerPC
• ('powerpc')
ARM ('arm')
•
MIPS ('mips'
•
(ビッグエンディアン) および 'mipsel' (リトルエンディアン))
Intel Itanium
•
('ia64')
HP PA-RISC
•
('hppa')
S/390 ('s390')
•
AMD64•('amd64')
ARM EABI
•
('armel')

移植状況の詳細や、お使いの移植版に特有の情報については、Debian の移植版に関す
るページ [http://www.debian.org/ports/]で読むことができます。

ディストリビューションの最新情報

Debian のこの新しいリリースには、一つ前のリリースである etch に含まれていたより
さらに多くのソフトウェアが含まれています。このディストリビューションには、7700 以
上の新しいパッケージが含まれており、全体のパッケージ数は 23200 以上になりました。
ディストリビューション中のほとんどのソフトウェア、すなわち約 13400 ものソフトウェ
アパッケージ (これは etch のパッケージ全体の 72% にあたります) が更新されました。
また、かなりの数のパッケージ (etch のパッケージの 17% にあたる 3100 以上) が、S 々
な理由でディストリビューションから取り除かれました。これらのパッケージは更新され
ることはなく、パッケージ管理用のフロントエンドでは 'obsolete' というマークがつけ
られます。
このリリースで、Debian GNU/Linux において X.Org 7.1 は X.Org 7.3 に更新されま
した。
今回も Debian GNU/Linux にはいくつかのデスクトップアプリケーションやデスク
トップ環境が含まれています。特に、GNOME 2.22、KDE 3.5.10、Xfce 4.4.2、およ
び LXDE 0.3.2.1+svn20080509 です。生産性アプリケーションも更新されました。オ
フィススイートの OpenOﬃce.org 2.4.1 と KOﬃce 1.6.3、それに GNUcash
2.2.6、GNUmeric 1.8.3、Abiword 2.6.4 などです。

他のデスクトップアプリケーションも更新されました。Evolution 2.22.3 や Pidgin
2.4.3 (旧称 Gaim ) などです。Mozilla スイートも更新されました: iceweasel (バー
ジョン 3.0.6) は Firefox ウェブブラウザの無印版で、icedove (バージョン 2.0.0.19)
は Thunderbird メールクライアントの無印版です。
またこのリリースには、特に げるなら、以下のソフトウェアの更新も含まれていま
す。
パッケージ
4.0 (etch) でのバージョン
5.0 (lenny) でのバージョン
Apache

2.2.3

2.2.9

BIND DNS サーバ

9.3.4

9.5.0

Cherokee webサーバ

0.5.5

0.7.2

Courier MTA

0.53.3

0.60.0

Dia

0.95.0

0.96.1

Ekiga VoIP クライアント

2.0.3

2.0.12

Exim デフォルトのメールサー 4.63
バ

4.69

GNU Compiler Collection
(デフォルトのコンパイラ)

4.1.1

4.3.2

GIMP

2.2.13

2.4.7

GNU C ライブラリ

2.3.6

2.7

lighttpd

1.4.13

1.4.19

maradns

1.2.12.04

1.3.07.09

MySQL

5.0.32

5.0.51a

OpenLDAP

2.3.30

2.4.11

OpenSSH

4.3

5.1p1

PHP

5.2.0

5.2.6

Postﬁx MTA

2.3.8

2.5.5

PostgreSQL

8.1.15

8.3.5

Python

2.4.4

2.5.2

Tomcat

5.5.20

5.5.26

公式の Debian GNU/Linux ディストリビューションは、現在は4 5枚のバイナリ DVD
また は 28 32 枚のバイナリ CD (アーキ テクチャによる) および4枚のソース DVD
または28枚のソー ス CDの形で提供されています。加えて、 amd64 および i386 アー
キテクチャの リリースのサブセットおよびそのソースコードを収Ö した multi-arch
DVDもあります。 Debian GNU/Linux が Blu-ray イ メージの形でリリースされた
のも今回が初めてです。これもまた amd64 および i386 アーキテクチャと そのソース
コードが収Ö されています。
Debian は現在 Linux Standards Base (LSB) のバージョン 3.2 をサポートします。
Debian 4.0 では 3.1 をサポートしていました。

パッケージ管理
aptitude は、コマンドラインでのパッケージ管理の推Ò プログラムであり、apt-get と
同S のパッケージ管理機能を持ち、apt-get よりも依存関係の解決の面で優れていること
が判っています。まだ dselect を使用しているのであれば、公式のパッケージ管理用フ
ロントエンドとして aptitude に移行すべきでしょう。
lenny では、衝突を解決するための先進的な仕組みが aptitude で実装されました。こ
の仕組みは、衝突が– 出 された原因がパッケージ間の依存関係のs 化 にある場合に、競合
に する最善の解決方法を見つけようとします。

proposed-updates セクション

リリース みの安定版 (および古い安定版) ディストリビューションへのs 更 はすべて、
アーカイブに収容される前に長いテスト期間を ています。安定版 (および古い安定版) リ
リースへのそのようなアップデートは、point release (ポイントリリース) と呼ばれま
す。Point release の準備は proposed-updates の仕組みを通して提供されます。
パッケージが proposed-updates に入るには2つのÚ 路 があります。まず、
security.debian.org に加わったセキュリティパッチ適用‡ みのパッケージは、自動的に
proposed-updates にも加わります。次に、Debian GNU/Linux 開発者は新しいパッ
ケージを直接 proposed-updates にアップロードしてもよいことになっています。現
在のパッケージ一覧は http://ftp-master.debian.org/proposed-updates.html で見ら
れます。
パッケージへのアップデートを、 point release に加わる前にテストするのを手伝って
くださる方は、 proposed-updates セクションを sources.list に加えることでご
協力いただけます:
deb
http://mirrors.kernel.org/debian lenny-proposed-updates
main contrib
deb-src http://mirrors.kernel.org/debian lenny-proposed-updates
main contrib
aptitude update コマンドを次回実行した時に、システムは proposed-updates セ
クションに含まれるパッケージを認識し、アップグレードするパッケージを探すときにそ
れらを考慮するようになります。
これは 密 には Debian の新機能ではありませんが、以前はあまり注目されていなかっ
た機能ではあります。

システムの改良
このディストリビューションには lenny を新規インストールする場合に利点となるいく
つかのs 更 が含まれています。しかしそれは etch からのアップグレードでは自動的には
適用されないかもしれません。このセクションではもっとも関連のあるs 更 の概要につい
て述べます。
SELinux は優先度
が標準 (standard)
に (ただしデフォル
トでは無効)

SELinux のサポートに必要なパッケージの優先度が標
準 (standard) に昇格しました。つまり、新規インス
トールの場合はこれらのパッケージがデフォルトでイ
ンストールされることを意味します。既存のシステム
の場合は、以下のようにして SELinux をインストー
ルできます。
# aptitude install selinux-basics

デフォルトの
syslog デーモンがs
更

UTF-8 のサポートが
改善

Identiﬁcation of
the release's
revision

SELinux のサポートはデフォルトでは有効になってい
ないことに注意してください。SELinux をセットアッ
プして有効にするのに必要な情報は、Debian Wiki
[http://wiki.debian.org/SELinux] にあります。
Debian 5.0 ではデフォルトのシステムとカーネルロギ
ングデーモンとして、syslogd や klogd に代わっ
て、rsyslog が引き ぎました。ロギングのルールは
交換部品のように取り替えて使うことができます。独
自のルールを使っている場合は、新しい設定ファイル
である /etc/rsyslog.conf にそれらを移植してく
ださい。
etch からアップグレードするユーザは、手動で
rsyslog をインストールして sysklogd をアンイ
ンストールする必要があります。デフォルトの
syslog デーモンが lenny へのアップグレードで自動
的に置き換えられることはありません。
追加された多くのアプリケーションが、デフォルト
で UTF-8 を使うように設定されているか、または
UTF-8 サポートが以前よりも改善されているでしょ
う。いまだに UTF-8 の扱いに問題があるアプリケー
ションについては、http://wiki.debian.org/
UTF8BrokenApps を参照してください。
Starting from Lenny, /etc/debian_version
will indicate the revision number of the debian
release (5.0, then 5.0.1, etc.)
This also means that you should not expect this
ﬁle to be constant throught the release lifetime.

Debian Wiki [http://wiki.debian.org/Etch2LennyUpgrade] には etch と lenny の
違いについて、追加情報があります。

カーネル関連の主要なs 更点
Debian GNU/Linux 5.0 は、すべてのアーキテクチャにおいて、カーネルのバージョン
2.6.26 で提供されています。

カーネルそのものと、Debian のカーネルのパッケージングに大きなs 更 がありました。
s 更 のうちいくつかによってアップグレード手順が複y になったため、lenny にアップグ
レードした後、システムを再起動したとき問題が発生する可能性があります。このセク
ションでは、最も重要なs 更 の概要について述べます。起こる可能性のある問題とそのk
処法については、後の章で述べます。

カーネルパッケージングにおけるs 更点
Binary ﬁrmware
for some drivers
moved to non-free

新しい OpenVZ
カーネルフレーバー

x86 のカーネルパッ
ケージの名前が統合
された

Some drivers load binary ﬁrmware into the
device they are supporting at run time. While
this ﬁrmware was included in the stock kernel
in previous releases, it has now be separately
packaged in the non-free section. If you want to
continue to use these devices after reboot, make
sure the required ﬁrmware is present on the
installed system. See section 6.4 of the
Installation Manual [http://www.debian.org/
releases/stable/installmanual] for details.
Debian GNU/Linux 5.0 では OpenVZ 用のビルド
カーネルイメージが提供されており、etch で導入され
た Linux-VServer のサポートと並んで進めるための2
つめの仮想化ソリューションです。OpenVZ の利点と
しては、ややオーバヘッドが大きいながらもライブマ
イグレーションがあります。
以前のリリースでは特別な -k7 カーネルフレーバー
が 32 ビット版 AMD Athlon/Duron/Sempron プロ
セッサ用に用意されていました。このバリアントは3 止
され、単一の -686 フレーバーが全ての AMD/Intel/
VIA 686 クラスのプロセッサを扱うようになりまし
た。

3 止 されたパッケージのために、可能な場合は、新しいパッケージに依存する移行用のダ
ミーパッケージが用意されています。

Emdebian 1.0 (Debian GNU/Linux
lenny 5.0 ベース)
Lennyには Emdebian 用のビルドツールが収Ö されており、Debian のソースパッケー
ジをクロスビルドして組み込みの ARM システムに合うようサイズを削減することが可能
になっています。
Emdebian 1.0 ディストリビューション自体は、ビルド みの ARM パッケージを収Ö し
ています。収Ö されたパッケージは、特定のマシンやバリアント向けにカスタマイズ可能
なルートファイルシステムを作成するのに十分なものです。カーネルとカーネルモジュー
ルは別途用意する必要があります。armel と i386 のサポート版は開発中です。詳しくは
Emdebian のウェブページ [http://www.emdebian.org/]を参照してください。

Netbookサポート

Asusの Eee PCのようなNetbookは、現在Debianでサポートされています。Eee PC
の場合、eeepc-acpi-scripts を参照してください。Debianでは、Netbookや比較的
低パフォーマンスの他のコンピュータにとって有益な• 量 X11デスクトップ環境である
lxde も扱っています。

現状のDebianでのJava

Java GUI や Webstart プログラムを実行したり、そのようなプログラムをビルドする
のに必要な OpenJDK Java ランタイム環境 openjdk-6-jre や開発キット
openjdk-6-jdk が現在Debianで提供されています。パッケージは IcedTea ビルドサ
ポートや、IceTea プロジェクトからのパッチを利用してビルドされています。

第3章 インストールシステム
Debian Installer は公式の Debian インストールシステムです。このインストーラは、
S 々 なインストール方法を提供しています。お使いのシステムにインストールするのにど
の方法が利用できるかは、使っているアーキテクチャに依存します。
lenny 用のインストーラのイメージは、インストールガイドとともに Debian のウェブ
サイト [http://www.debian.org/releases/stable/debian-installer/]にあります。
インストールガイドは、Debian 公式 CD/DVD セットの 1 枚目の CD/DVD 内の、次
の場所にも含まれています。
/doc/install/manual/言語/index.html

これまでに知られている問題点を列• した debian-installer の正誤表 [http://
www.debian.org/releases/stable/debian-installer/index#errata]も確認しておくとよ
いでしょう。

インストールシステムの最新情報
Debian Installer は、Debian GNU/Linux 3.1 (「sarge」) での初めての公式リリース
以降も活発に開発されています。その結果、ハードウェアサポートが改良され、ワクワク
するような新機能がいくつか追加されました。
このリリースノートでは、インストーラにおけるs 更点 のうち主要なもののみをリスト
アップします。etch 以降になされた詳細なs 更一覧 の概要に興味がある場合は、Debian
Installer のニュースの履歴 [http://www.debian.org/devel/debian-installer/News/]で
Y 覧可能 な、lenny 用ベータ版やリリース候補版 (RC) のリリースアナウンスを参照して
ください。

主要なs 更点

インストール中の
ファームウェアの
ロードをサポート
Microsoft
Windows からのイ
ンストールをサポー
ト
SATA RAID サポー
ト
セキュリティ上の修
正も含めて、パッ
ケージを早期に更新

volatile のサポート

新たな移植版
ハードウェア音声合
成デバイスのサポー
ト
relatime マウント
オプションをサポー
ト
インストール時の
NTP 時刻同期
新しい言語

簡単化された国名選

Debian のインストールメディア以外で提供されてい
るファームウェアのバイナリファイルが、リムーバブ
ルメディアからロード出来るようになりました。
Microsoft Windows 環境から、Debian をインス
トールする準備を行うためのアプリケーションが、こ
のインストールメディアで提供されるようになりまし
た。

有効なネットワークへのアクセスが可能な場合、イン
ストーラは、lenny の最初のリリース以降に更新され
たパッケージをすべてアップグレードします。この
アップグレードは、インストールされたシステムが起
動される前、つまり、インストールの段階で発生しま
す。
結果として、インストールされたシステムは、lenny
のリリースからインストールされるまでの間に発見・
修正されたセキュリティ問題の脆弱性にされされる危
険が低くなります。
このインストーラは、オプションとして
volatile.debian.org のパッケージを利用してシス
テムをセットアップできます。このアーカイブは、タ
イムゾーンの定義やアンチウイルスソフトのパターン
ファイルなど、時間とともに定期的な更新が必要な
データを含むパッケージを提供しています。
armel アーキテクチャがサポートされました。i386
Xen 用のゲストイメージも提供されます。
ハードウェア音声合成を提供するよう設計されたいく
つかのデバイスが、インストーラでサポートされまし
た。これにより、視5 障害 のあるユーザへのアクセシビ
リティが向上しました。
このインストーラでは、relatime マウントオプショ
ンを付けるようパーティションをセットアップ出来ま
す。これは、以前のアクセス時刻が現在の修正もしく
はs 更時刻 よりも前の場合だけ、ファイルやディレクト
リへのアクセス時刻を更新するというものです。
コンピュータの内部時計は、インストール中にネット
ワーク越しに NTP サーバと同期されます。したがっ
て、インストールされたシステムは、すぐに正確な時
刻を示します。
翻訳者の多大な努力により、Debian は、63 の言語
(50 の言語はテキストユーザインターフェースで利用で
き、13 の言語はグラフィカルユーザインターフェース
でのみサポートされています) でインストールできるよ
うになりました。etch より 5 言語 えたことになりま
す。このリリースで追加された言語は、アムハラ語、
マラーティー語、アイルランド語、北サーミ語、セル
ビア語です。エストニア語の翻訳は更新されなかった
ため、このリリースではサポートされなくなりまし
た。他の言語として、etch では無効になっていた
ウェールズ語が復活しました。
以下の言語は、非グラフィカル環境では文字セットが
存在しないため、グラフィカルインストーラのみが選
できます。アムハラ語、ベンガル語、ゾンカ語、グ
ジャラート語、ヒンディー語、グルジア語、クメール
語、マラヤーラム語、マラーティー語、ネパール語、
パンジャブ語、タミール語、タイ語。
選 した言語に関連付けられた国名以外を選びたい場
合に簡単に選 出来 るよう、国名選 リストは大陸ごと
にグループ化されました。

第4章 以前のリリースからアップグレー
ドする
アップグレードの準備
アップグレードの前には、第5章 に書かれている情報も読むことをお勧めします。この章
に書かれている問題点は、アップグレードの過程と直接は関係がないかもしれませんが、
それでもアップグレードを開始する前に知っておくべき重要事項である可能性がありま
す。

あらゆるデータや設定情報をバックアップする
システムをアップグレードする前に、完全なバックアップを取っておくよう強くお勧め
します。少なくとも、失いたくないデータや設定情報だけでもバックアップしておきま
しょう。アップグレードのツールや処理はきわめて信頼性の高いものですが、アップグ
レードの最中にハードウェア障害が起こると、システムに大きなダメージを与えることが
ありえます。
バックアップしておくべき主なk 象 として、/etc、/var/lib/dpkg、/var/lib/
aptitude/pkgstates の中身、dpkg --get-selections "*" (引用符を忘れてはい
けません) の出力などがあります。
アップグレードの過程自体は、/home ディレクトリ以下は一切s 更 しません。とはい
え、(Mozilla スイートの一部や GNOME や KDE のデスクトップ環境などのように)
ユーザが初めて新しいバージョンのアプリケーションを起動するときに、既存のユーザ設
定を新たなデフォルト値で上書きしてしまうものがあるのも事実です。万一に備えて、
ユーザのホームディレクトリにある しファイルと しディレクトリ (いわゆる 「ドット
ファイル」) をバックアップしておくのがよいでしょう。古い状態に したり、再度設定す
る場合に役立つはずです。ユーザにもこのことについて知らせておいてください。
あらゆるパッケージのインストール処理はスーパーユーザ特¤ で実行されなければならな
いため、root としてログインするか su や sudo を使って、必要なアクセス¤ 限 を得て
ください。
アップグレードにあたって事前に整えなければならない条件がいくつかあります。実際
にアップグレードを実行する前にそれらを確認してください。

適切なカーネルを使用していることを確認する
lenny に含まれるバージョンの glibc は、どのアーキテクチャでも 2.6.8 より古い
カーネルでは動作しません。一部のアーキテクチャでは、要求するカーネルのバージョン
がさらに大きくなります。アップグレードプロセスを始める前に、etch のカーネル
2.6.18 または 2.6.24、あるいはバージョン 2.6.18 以降のカスタムカーネルにアッ
プグレードしてテストしてみることを、強くお勧めします。

事前にユーザに通知する
アップグレードの前には、その予定をすべてのユーザに知らせるとよいでしょう。た
だ、システムに ssh 接続などでアクセスしてきているユーザが、アップグレードの最中
にそうと気付くことはほとんどないはずで、また、作業を続行できるはずです。
万一のk 策 をしたければ、アップグレードの前に /home パーティションをバックアップ
するか、アンマウントしてしまいましょう。
lenny にアップグレードするときはおそらくカーネルをアップグレードしなければなら
ないので、通常は再起動が必要です。通常、再起動はアップグレードが完了した後に行い
ます。

復旧の準備
ドライバやハードウェア– 出、 デバイスファイルの命名法や順序に関して etch と
lenny との間ではカーネルに多くのs 更 が加えられたため、アップグレード後のシステム
再起動で問題に直面するリスクが高くなっています。既知の潜在的な問題点の多くは、こ
のリリースノートの本章と次章で述べられています。

上述の理由により、システムが再起動に失敗したり、リモート管理されているシステム
ならネットワーク接続の確立に失敗した場合に備え、復旧できる手立てを整えておくこと
が大切です。
ssh 接続Ú 由 でリモートからアップグレードを行うのなら、リモートのシリアル端末から
サーバにアクセスできるよう、必要な事前準備をしておくことを強くお勧めします。カー
ネルをアップグレードして再起動した後、(デバイスの整列順序のs 更項 で述べるように)
一部のデバイス名がs 更 され、ローカルコンソールÚ 由 でシステム設定を修正しなければ
ならないことがあります。また、アップグレード中に誤ってシステムが再起動された場合
にも、ローカルコンソールを使って復旧する必要に迫られることがあります。
最初に試すべきもっとも明白なことは、古いカーネルでの再起動です。しかしながら、
本文書の別の場所で述べられているいくつかの理由により、これがうまくいくという保証
はありません。
古いカーネルでの再起動に失敗するなら、システムを起動してアクセス・修復するため
の代替手段が必要となるでしょう。1 つのオプションとしては、特別な復旧イメージや
Linux ライブ CD を使うことがあります。これらを使って起動した後は、ルートファイ
ルシステムをマウントし、chroot でその中に入って問題点を調t ・解決 できるはずで
す。
お勧めしたい別のオプションとしては、lenny 用 Debian Installer のレスキューモー
ドを使用する方法があります。同インストーラを使う利点は、多くのインストール手段の
中からあなたの状況に最適なものを選べることです。より詳しい情報は、インストールガ
イド [http://www.debian.org/releases/stable/installmanual]の第 8 章にある 「壊れ
たシステムの復旧」 セクションや、Debian Installer FAQ [http://wiki.debian.org/
DebianInstaller/FAQ] を参照してください。

initrd を使った起動中のデバッグシェル

initramfs-tools で生成される initrd には、デバッグシェルが含まれています。例
えば、initrd がルートファイルシステムをマウントできなければ、デバッグシェル内に移
るでしょう。このデバッグシェルは、問題の追跡、そしておそらくは修正の手助けとなる
基本的なコマンドを備えています。
チェックすべき基本的事項としては、次のようなものがあります。/dev 内に適切なデバ
イスファイルが存在するか、どのモジュールがロードされているか (cat /proc/
modules)、dmesg の出力にドライバのロード失敗のエラーが出ていないか、など。
dmesg の出力はまた、どのデバイスファイルがどのディスクに割り当てられているのか
も示してくれます。ルートファイルシステムが期待通りのデバイス上にあるかを確認する
ために、echo $ROOT の出力もチェックすべきでしょう。
問題点を何とか解決できたなら、exit とタイプすることでデバッグシェルを終了させ、
起動プロセスを失敗した時点から( 続 できます。もちろん次回の起動時に再び失敗するこ
とが無いよう、根本的な問題を修正して initrd を再生成する必要があるでしょう。

アップグレード用の安全な環境の準備

ディストリビューションのアップグレードは、ローカルのテキストモード仮想コンソー
ル (あるいは直接接続されたシリアル端末) から行うか、リモートなら ssh 接続Ú 由 で行
いましょう。
リモートでのアップグレード時にさらなるセーフティマージンを得るために、screen
プログラムが提供する仮想コンソール内でアップグレードプロセスを実行することを提案
します。同プログラムは安全な再接続を可能にし、リモート接続プロセスが切断された場
合でもアップグレードプロセスが中断しないようにしてくれます。

重要項目
telnet、rlogin、rsh を用いてアップグレードをしてはいけません。アップグ
レードするマシンの xdm、gdm、kdm などが管理している X セッションから
のアップグレードも行うべきではありません。これらのサービスはアップグレー
ドの最中に切断されてしまう可能性が高く、そうなるとアップグレード途中のシ
ステムへの接続が不可能になってしまうからです。

システムの状態をチェックする

この章で述べられているアップグレード手順は、サードパーティ製のパッケージが無い
「純粋」 な etch システムからのアップグレード用です。アップグレードプロセスにお
いて最大限の信頼性を確保するために、アップグレード開始前にシステムからサードパー
ティ製パッケージを削除しておいた方が良いでしょう。
またこの手順は、システムが etch の最新ポイントリリースにアップデート みであるも
のと想定しています。そうではなかったり、アップグレード みかどうか不明なら、etch
システムのアップグレード項内の指示に従ってください。

パッケージマネージャにおいて中断しているアクションの
確認
パッケージをインストールするのに aptitude の代わりに apt-get を使用すると、時
として、aptitude がそのパッケージを 「使われていない」 とみなし、削除k 象 とする
ことがあります。一般的には、アップグレードを先に進める前に、システムが完全に最新
かつ 「クリーン」 な状態となっているかを確認するべきです。
そのため、パッケージマネージャ aptitude において中断しているアクションがないか
確認すべきでしょう。パッケージマネージャにおいて、あるパッケージが削除あるいは更
新のk 象 となっているなら、アップグレード手順に好ましくない影響を与えるかもしれま
せん。パッケージマネージャにおけるアクションの修正は、sources.list に stable
や lenny ではなく、etch が指定されている段階でのみ可能なことに注意してください。
ソースリストのチェック項 も参照してください。
この確認を行うには、aptitude を 「ビジュアルモード」 で起動して g (「Go」) を押
してください。何らかのアクションが表示されたなら、その内容を確認して、修正するか
あるいは提案されたアクションを実行すべきです。いかなるアクションも提案されない場
合は、「インストール・削除・更新予定のパッケージがありません」 というメッセージ
が表示されるでしょう。

APT の pin 機能を無効にする
特定のパッケージを安定版以外のディストリビューション (テスト版など) からインス
トールするように APT を設定しているなら、当該パッケージが新しい安定版リリース内
のバージョンにアップグレードできるように、(/etc/apt/preferences 内に保存され
ている) APT の pin 設定をs 更 する必要があるかもしれません。APT の pin 機能に関す
るより詳しい情報は、apt_preferences(5) にあります。

パッケージの状態をチェックする
アップグレードに使う手段に関係なく、まず全パッケージの状態を調べ、全パッケージ
がアップグレード可能な状態にあるのを確認することをお勧めします。次のコマンドは、
インストールが未完了のパッケージ (Half-Installed) や設定に失敗したパッケージ
(Failed-Conﬁg)、何らかのエラー状態にあるパッケージを表示します:
# dpkg --audit

dselect や aptitude、あるいは次のようなコマンドを使ってシステムの全パッケージ
の状態を することもできます:
# dpkg -l | pager

または
# dpkg --get-selections "*" > ~/curr-pkgs.txt

アップグレード前に、あらゆる hold 状態を解除しておいたほうがよいでしょう。アッ
プグレードに不可欠なパッケージが hold 状態にあるなら、アップグレードに失敗するで
しょう。
hold 状態にあるパッケージを記Ö するのに、aptitude は apt-get や dselect とは異
なる手法を用いることに注意してください。aptitude で hold 状態にあるパッケージを
確認するには、以下のように実行します:
# aptitude search "~ahold" | grep "^.h"

apt-get でどのパッケージが hold 状態にあるのかを調べたければ、以下のように実行
してください:
# dpkg --get-selections | grep hold

パッケージをローカルでs 更 したり再コンパイルしており、パッケージの名前を えたり
バージョン番号に epoch フィールドを追加していないなら、アップグレードしないよ
う hold 状態にしておかなければなりません。
aptitude でパッケージを 「hold」 状態にs 更 するには、以下のように実行してくださ
い。
# aptitude hold パッケージ名

「hold」 状態を解除するには hold の代わりに unhold を使用してください。
修正が必要なことがあるなら、ソースリストのチェック項でH 明 するように
sources.list が etch を指定したままにしておくべきです。

proposed-updates セクション
/etc/apt/sources.list ファイルに proposed-updates セクションを含めている
場合は、システムのアップグレードを試みる前に、それらのセクションをファイルから削
除してください。これは、衝突の可能性を減らすための予防策です。

非公式なソースとバックポートパッケージ
システムに Debian 以外のパッケージがインストールされている場合、依存関係の衝突
のためアップグレード中に削除されるかもしれないことに注意すべきです。当該パッケー
ジが /etc/apt/sources.list に Debian 以外のパッケージアーカイブを追加するこ
とでインストールされたのなら、そのアーカイブが lenny 用にコンパイルされたパッ
ケージも提供しているかをチェックし、Debian パッケージ用のソース行と一緒にその
ソース行も適切に修正すべきです。
非公式にバックポートされた、Debian に存在するパッケージの 「新バージョン」 を
etch システムにインストールしているユーザもいるかもしれません。そのようなパッ
ケージはファイルの競合に繋がる可能性があるので、アップグレード中に問題を引き起こ
す場合がほとんどでしょう。ファイルの競合が発生した場合のk 処方法 については、アッ
プグレード中の注意点項にいくつかの情報があります。

backports.org パッケージの利用
backports.org は、Debian GNU/Linux 開発者が提供する準公式のリポジトリです。
このリポジトリでは、主に 「テスト版 (testing)」 アーカイブに含まれるパッケージを
ビルドしなおすことで、安定版 (stable) リリースに含まれるものよりも新しいパッケー
ジを安定版 (stable) リリースに提供します。

backports.org リポジトリに含まれているパッケージは、主に 「テスト版
(testing)」 に由来していますが、そのバージョン番号はテスト版 (testing) のものより
小さくなっています。そのため、etch 用バックポートパッケージから lenny 用パッケー
ジへのアップグレードパスもうまく機能します。しかし、一部には、不安定版
(unstable) 由来のバックポートパッケージも存在します。セキュリティアップデートに加
え、Firefox や Linux カーネル、OpenOﬃce.org、X.Org といった例外です。
If you do not use one of these exceptions, you can safely upgrade to lenny. If
you use one of these exceptions, set the Pin-Priority (see apt_preferences(5))
temporarily to 1001 for all packages from lenny, and you should be able to do
a safe dist-upgrade too.

パッケージのマークを手作業で外す
依存関係に引きずられてインストールされたいくつかのパッケージが aptitude によっ
て削除されてしまうのを防ぐために、それらが自動的にインストールされた (auto) パッ
ケージであるというマークを手作業で外す必要があるでしょう。そのようなパッケージと
しては、デスクトップインストール用の OpenOﬃce や Vim などがあります。
# aptitude unmarkauto openoffice.org vim

さらにカーネルメタパッケージを使ってインストールした場合、2.6 系のカーネルイメー
ジもk 象 となります。
# aptitude unmarkauto $(dpkg-query -W 'linux-image-2.6.*' | cut f1)

注意
以下のように実行すると、aptitude 内でどのパッケージに auto マークがつい
ているのか確認できます:
# aptitude search '~i~M'

リリースを指定するのに、コードネーム (etch や lenny) と状態名 (oldstable、
stable、testing、unstable) のどちらもよく使用されます。コードネームによる指定
には、新しいリリースが出たときに驚かずに むという利点があるため、ここではコード
ネームを使用しています。当然ですが、コードネームを使用している場合は自分でリリー
スアナウンスに注意を払わなければいけません。代わりに状態名を使用している場合は、
リリースが行われた直後に、パッケージが大量に更新可能になったことに気づくでしょ
う。

APT のインターネットソースの追加
デフォルトの設定では、メインの Debian インターネットサーバを使ってインストール
するようになっています。ですが、/etc/apt/sources.list を編集して、他のミ
ラー (できればネットワーク的に最も近いミラー) を使うようにするほうがよいでしょ
う。
Debian の HTTP/FTP ミラーのアドレスは、http://www.debian.org/distrib/ftplist
にあります (「Debian ミラーサイト一覧」 のセクションを参照してください)。一般に
は HTTP ミラーのほうが FTP ミラーよりも高速です。
例えば、一番近くにある Debian ミラーが http://mirrors.kernel.org/ だったと
しましょう。このミラーをウェブブラウザや FTP プログラムで見てみると、主なディレ
クトリが以下のような構成になっていることがわかります。
http://mirrors.kernel.org/debian/dists/lenny/main/binary-hppa/...
http://mirrors.kernel.org/debian/dists/lenny/contrib/binaryhppa/...

このミラーを apt で使うには、次の行を sources.list ファイルに追加します。
deb http://mirrors.kernel.org/debian lenny main contrib
`dists' は書かなくても暗‰ のうちに追加されます。リリース名の後の各引数は、パスの
末尾につけて、複数のディレクトリとするのに用いられます。
新しいソースを追加した後、sources.list 内の既存の 「deb」 行の先頭にシャープ
記号 (#) を追加して、それらを無効にしてください。

APT のローカルミラーソースの追加

HTTP や FTP のパッケージミラーを使うのではなく、ローカルディスク (おそらくは
NFS マウントされたもの) にあるミラーを使うよう、/etc/apt/sources.list をs 更
したいことがあるかもしれません。
例えばパッケージのミラーが /var/ftp/debian/ にあり、主なディレクトリの配置が
次のようになっているとします。
/var/ftp/debian/dists/lenny/main/binary-hppa/...
/var/ftp/debian/dists/lenny/contrib/binary-hppa/...

これを apt で使うには、次の行を sources.list ファイルに追加します。
deb file:/var/ftp/debian lenny main contrib
`dists' は書かなくても暗‰ のうちに追加されます。リリース名の後の各引数は、パスの
末尾につけて、複数のディレクトリとするのに用いられます。
新しいソースを追加した後、sources.list 内の既存の 「deb」 行の先頭にシャープ
記号 (#) を追加して、それらを無効にしてください。

APT の CD-ROM/DVD ソースの追加

CD だけでインストールをしたい場合は、/etc/apt/sources.list 内の 「deb」 行
の先頭にシャープ記号 (#) を置き、それらを無効にしてください。

CD-ROM ドライブをマウントポイント /cdrom にマウントできるようにしている行
が /etc/fstab にあるかどうかを確認してください (apt-cdrom を使う場合は、マウ
ントポイントを /cdrom 以外にはできません)。例えば /dev/hdc が CD-ROM ドライ
ブなら、/etc/fstab には次のような行が必要です。
/dev/hdc /cdrom auto defaults,noauto,ro 0 0

第 4 フィールドの defaults,noauto,ro の単語の間には、スペースを入れてはいけ
ません。
これが正しく機能しているか調べるには、CD を³ 入 して以下を実行してみてくださ
い。
# mount /cdrom
# ls -alF /cdrom
# umount /cdrom

# マウントポイントに CD をマウントします
# CD のルートディレクトリを表示します
# CD をアンマウントします

問題がなければ
# apt-cdrom add

を、Debian Binary CD-ROM それぞれに して実行してください。各 CD に関する
データが APT のデータベースに追加されます。

パッケージのアップグレード

Debian GNU/Linux の前回のリリースからのお勧めのアップグレード方法は、パッケー
ジ管理ツール aptitude を用いる方法です。このプログラムを用いると、直接 apt-get
を実行する場合よりも、パッケージのインストールについて安全な判断ができます。
まず、必要なすべてのパーティション (特にルートパーティションと /usr パーティ
ション) を read-write モードでマウントするのを忘れずに行いましょう。それには以下
のようなコマンドを使います。
# mount -o remount,rw /マウントポイント

次に、(/etc/apt/sources.list 内の) APT ソースのエントリが 「lenny」 と
「stable」 のいずれか一方を指定していることを念入りにチェックしてください。
etch を指し示すソースエントリが含まれないようにすべきです。

注意
CD-ROM のソース行は 「unstable」 を指定していることがよくあります。
これは混乱の元かもしれませんが、s 更 すべきではありません。

セッションの記Ö
ここで強くお勧めしたいのですが、/usr/bin/script プログラムを使って、このアップ
グレードセッションの記Ö を取るようにしましょう。こうすれば、何らかの問題が生じた
ときに何が起こったかを記Ö しておくことができ、必要に じてバグ報告に正確な情報を含
めることができます。記Ö を開始するには次のように入力します。
# script -t 2>~/upgrade-lenny.time -a ~/upgrade-lenny.script

typescript ファイルは /tmp や /var/tmp のような一時ディレクトリには置かないで
ください (これらのディレクトリ内のファイルはアップグレードや再起動の際に削除され
ることがありますから)。
また、typescript で記Ö することで、スクロールしてスクリーンから消えた情報をもう
一度見ることができるようにもなります。(Alt+F2 を使って) 2 番の仮想コンソールに切り
替えて、ログインしてから less -R ~root/upgrade-lenny.script と実行すれば当
該ファイルを見ることができます。
アップグレード完了後に script を停止するには、プロンプトから exit と入力してく
ださい。
script に -t スイッチをつけておいた場合は、以下のように scriptreplay プログラム
でセッション全体をリプレイできます。
# scriptreplay ~/upgrade-lenny.time ~/upgrade-lenny.script

パッケージリストの更新
まず、新しいリリースで利用可能なパッケージの一覧を取得する必要があります。その
ためには以下のコマンドを実行してください。
# aptitude update

このコマンドを初めて実行して新しいソースへと更新する際、ソースが取得可能でない
という警告がいくつか表示されます。これらの警告は無害なもので、コマンドを再び実行
したときには表示されません。

アップグレードするのに十分な領域があることを確認する
システムアップグレードの前には、残りのシステムのアップグレード項 でH 明 するシス
テム全体のアップグレードを開始するときに十分なハードディスク領域があるかどうかを
確認しなければいけません。まず、ネットワークÚ 由 で取得してインストールする必要が
あるどのようなパッケージも、/var/cache/apt/archives (およびダウンロード中に
は partial/ サブディレクトリ) に保存されます。したがって、システムにインストール
されるパッケージをダウンロードして一時的に保存できるよう、/var/ を保持している
ファイルシステムパーティションに十分な空き領域があることを確認しなければなりませ
ん。ダウンロード後にはおそらく、アップグレードされるパッケージ (これらには、より
大きなバイナリやより多くのデータが含まれている可能性があります) と、アップグレー
ドに伴って依存関係に引きずられて新たにインストールされるパッケージの両方のインス
トールのために、他のファイルシステムパーティションにさらに領域が必要になるでしょ
う。システムに十分な空き領域がない場合、アップグレードが不完全な状態で終わり、復
旧が困難になる可能性があります。
aptitude と apt のどちらを使っても、インストールに必要なディスク領域の詳細な情
報が表示されます。アップグレードを実行する前に、次のように実行して必要な領域の推
定値を見ることができます。
# aptitude -y -s -f --with-recommends dist-upgrade
[ ... ]
更新: XXX 個、新規インストール: XXX 個、削除: XXX 個、保留: XXX 個。
アーカイブ yyyMB 中 xx.xMB を取得する必要があります。展開後に AAAMB のディス
ク
領域が新たに消費されます。
パッケージのダウンロード・インストール・削除をおこないます。

注意

アップグレード手順の初めにこのコマンドを実行すると、以降のセクションでH
明するような理由でエラーが発生する可能性があります。その場合は、このコマ
ンドを実行してディスク領域の推定値を見る前に、まずシステムの最小アップグ
レード項でH 明 するとおりシステムの最小アップグレードを行い、さらにカーネル
をアップグレードする必要があります。
アップグレードをするのに十分な領域がない場合、事前に領域を解放するのを忘れない
ようにしてください。以下のことを実行するとよいでしょう。

インストールのために以前
•
(/var/cache/apt/archives に) ダウンロードしたパッ
ケージを削除する。apt-get clean または aptitude clean を実行してパッケージ
キャッシュを一掃すると、以前ダウンロードしたパッケージファイルをすべて削除でき
ます。
忘れ去られたパッケージを削除する。popularity-contest
•
をインストールしてい
れば、popcon-largest-unused を使って、使用していないパッケージのうち最も大
きな領域を占めているものをリストアップできます。deborphan や debfoster を
使って時代æ れのパッケージを見つけることも可能です (時代æ れ (Obsolete) のパッ
ケージ項 を参照してください)。それらのツールを使う代わりに aptitude を 「ビ
ジュアルモード」 で起動すれば、古いパッケージは、「3 止 された、またはローカルで
作成されたパッケージ」 の下に見つかります。
あまりにも大きな領域を占めており現在は必要ないパッケージを削除する
•
(アップグ
レード後にいつでも再インストール可能なのですから)。dpigs (debian-goodies
パッケージに含まれています) や wajig (wajig size を実行してください) を用いる
と、最も大きなディスク領域を占めているパッケージをリストアップできます。
You can list packages that take up most of the disk space with aptitude .
Start aptitude into 「visual mode」, select Views → New Flat Package List
(this menu entry is available only after etch version), press l and enter ~i,
press S and enter ~installsize, then it will give you nice list to work with.
Doing this after upgrading aptitude should give you access to this new
feature.
翻訳や地域化用ファイルが不要なら、それらをシステムから削除する。localepurge
•
パッケージをインストールして設定すれば、選んだ少数のロケールのみがシステムに
残るようにすることが可能です。これによって、/usr/share/locale の消費する
ディスク領域を減らせるでしょう。
/var/log/
•
の下にあるシステムログを一時的に他のシステムに移動するか、永久に削
除する。
仮設の •/var/cache/apt/archives を使用する。すなわち、別のファイルシステ
ム (USB ストレージデバイス、一時的なハードディスク、既に使用されているファイ
ルシステムなど) を仮設のキャッシュディレクトリとしてQ 借 することができます。

注意
アップグレード中にネットワーク接続が途切れる可能性があるので、NFS マ
ウントは使用しないでください。
/media/usbkey にマウントされた USB ドライブがある場合を例とします:
1.これまでにインストールのためにダウンロードされたパッケージを削除します:
# apt-get clean
2.ディレクトリ /var/cache/apt/archives を USB ドライブにコピーします:
# cp -ax /var/cache/apt/archives /media/usbkey/
3.現在のキャッシュディレクトリに仮設のキャッシュディレクトリをマウントします:
# mount --bind /media/usbkey/archives /var/cache/apt/archives
4.アップグレード後に、元々の /var/cache/apt/archives ディレクトリを復活さ
せます:
# umount /media/usbkey/archives
5.残っている /media/usbkey/archives を削除します。

仮設のキャッシュディレクトリは、システムにマウントされているファイルシステム
であれば何にでも作成できます。

第5章 lenny で知っておくべき問題点
生じうる問題
s 化 には当然のように副作用がつきもので、どこか他の場所でバグを出してしまうことも
あります。ここには現時点で私たちが知っている問題点を記載しています。正誤表・関連
パッケージの付属文書・バグ報告や、もっと読みたい項で触れられているその他の情報も
読んでください。

udev に関連したデバイスでの問題
udev は広範Z にわたってテストされていますが、いくつかのデバイスでは若干の修正が
必要になるという問題があるかもしれません。大抵の問題は、デバイスファイルの¤ 限 や
所有者がs 更 されるというものです。デフォルトではデバイスファイルが作成されない場
合もあります (/dev/video や /dev/radio など)。
udev は、これらの問題にk 処 する設定の仕組みを提供しています。詳しくは、udev(8)
や /etc/udev を見てください。

2.4 系カーネルでは動作しないアプリケーションもありま
す
lenny のアプリケーションの中には、2.4 系カーネルで動作しないものもあります。例え
ば、2.4 系カーネルでは利用できない epoll() のサポートを必要とするものなどです。
それらのアプリケーションは、2.6 系カーネルでシステムを再起動しないかぎり、起動す
らしないか、正常に動かなかったりします。
HTTP プロキシの squid がその一例です。

ネットワーク上の特定の場所に TCP が届かなくなりまし
た
2.6.17 以降の Linux は、RFC 1323 で指定された TCP ウィンドウのスケーリングを積
極的に使用しています。サーバによってはこれに しておかしな• 動 を示し、ウィンドウサ
イズを誤って認識することがあります。さらに詳しく知りたい場合は、バグ報告 #381262
[http://bugs.debian.org/381262] や #395066 [http://bugs.debian.org/395066]、#401435
[http://bugs.debian.org/401435] を参照してください。
これらの問題を回避する方法は、通常 2 つあります。許可される TCP ウィンドウサイ
ズの最大値を小さな値に す (好ましい) 方法と、TCP ウィンドウスケーリングオプショ
ンを完全に無効にする (非推Ò の) 方法です。debian-installer の正誤表ページ [http://
www.debian.org/devel/debian-installer/errata]にあるコマンドの例を参照してくださ
い。

自動電源オフが機能しなくなりました
一部の古いシステムでは、もはや shutdown -h で電源がオフにならないかもしれませ
ん (システムは停止しますが)。これは、APM を使用して電源を切る必要があるためで
す。grub や lilo の設定ファイルでの指定などを通じて、カーネルのコマンドライン
に acpi=off apm=power_off を追加すれば、この問題は解決するかもしれません。さ
らに詳しくはバグ #390547 [http://bugs.debian.org/390547] を参照してください。

ネットワークの初期化を同期させないと予測不能な• 動 の
原因となります
ネットワークインターフェイスのドライバをロードするのに udev を使うシステムで
は、udev の非同期な性質ゆえ、システム起動時に /etc/init.d/networking が実行さ
れるまでにネットワークドライバがロードされないことがあります。/etc/network/
interfaces に (auto に加えて) allow-hotplug を含めると、ネットワークインター
フェイスが利用可能になるとすぐに有効になるよう設定できますが、これが、ブートシー
ケンスがネットワークサービスを開始する前に完了するという保証はありません。ネット
ワークインターフェイスがない場合に、正しく動かないサービスもあります。

WPA によるセキュアワイヤレスネットワークを使う場合
の問題

etch では、wpasupplicant パッケージはシステムのサービスとして、/etc/
default/wpasupplicant および ユーザが提供する /etc/wpasupplicant.conf に
より設定されていました。
lenny では、/etc/init.d/wpasupplicant はなくなり、Debian パッケージでは
wireless-tools など他のパッケージと同S に /etc/network/interfaces に統一
されました。これはつまり、wpasupplicant は直接システムサービスを提供しないと
いうことを意味しています。
wpasupplicant の設定についての情報は、/etc/network/interfaces ファイルの例
が書いてある /usr/share/doc/wpasupplicant/README.modes.gz を参照してくだ
さい。Debian で wpasupplicant パッケージを使用する際の最新情報は、Debian
Wiki [http://wiki.debian.org/WPA] にあります。

非 ASCII 文字を含むファイル名での問題

ファイル名に非 ASCII 文字を含むファイルがある vfat、ntfs、iso9660 ファイルシステ
ムを、utf8 オプションをつけずにマウントした場合、そのファイル名を使うのに失敗しま
す。次のようなエラーが表示されます: 「Invalid or incomplete multibyte or wide
character」。解決方法としては、ファイル名に非 ASCII 文字を含むファイルがある
vfat、ntfs、iso9660 ファイルシステムをマウントする際には、defaults,utf8 をマウ
ントオプションとしてつけることです。
utf8 オプションをつけると、vfat で大文字小文字を区別せずにファイル名を扱うという
機能を、Linux カーネルがサポートしていないことに注意してください。

サウンドが機能しない
まれに、アップグレードした後でサウンドが機能しなくなる場合があります。こうなっ
た場合は、ALSA のチェックリストを確認してください：
root ユーザで
•
alsaconf を実行し、
ユーザ名を
•
audio グループに追加し、
(alsamixer
•
を使って) 音量が上がっていてミュートになっていないことを確認し、
arts と •esound が実行されていないことを確認し、
OSS モジュールが読み込まれていないことを確認し、
•
スピーカのスイッチが入っていることを確認し、
•
次のコマンド
•
cat /dev/urandom > /dev/audio
or the command
speaker-test
が root で機能するかどうかチェックしてください。

nfs-common が NFS マウントを処理するよ
うになりました

util-linux 2.13 以降において、NFS マウントの処理は util-linux 自体ではな
く、nfs-common が処理します。全てのシステムが NFS 共有をマウントするわけでは
ないですし、ポートマッパを標準でインストールするのを避けるため、util-linux は
nfs-common を提案するだけです。NFS 共有をマウントする必要があるなら、システ
ムに nfs-common がインストールされていることを確認してください。mount パッ
ケージのインストール前スクリプトは、NFS マウントが存在するかチェックして、nfscommon に含まれている /usr/sbin/mount.nfs がなかったり、nfs-common が古
かったりすると処理を中断します。mount のアップグレード前に、nfs-common を
アップグレードするか、NFS マウントを全てアンマウントしてください。

ルーマニア (ro) のキーボードレイアウトs 更
xkb-data が lenny でバージョン 1.3に更新されたことで、ルーマニア (ro) のデフォ
ルトレアウトで şţ (下がセディラ) にかわって正しく șț (下がカンマ) が使えるようになり
ました。また、バリアントの名前がいくつかs 更 されています。以前のバリアント名も使
えますが、ユーザは自分の /etc/X11/xorg.conf を更新するようにお願いします。詳
細な情報のほか、このs 更 によって起きうる副作用についても wiki (ルーマニア言語の
み) [http://wiki.debian.org/L10N/Romanian/Lenny/Notes] に記載されています。

apache2 のアップグレード

apache2 のデフォルト設定がいくらかs 更 され、手動のs 更 が必要となります。もっとも
重要なs 更 は：
NameVirtualHost * が NameVirtualHost *:80 にs 更 されました。名前ベースの仮
想ホストを追加しているなら、それぞれについて <VirtualHost *> を
<VirtualHost *:80> にs 更 する必要があります。
Apache の User、Group、PidFile のパスは /etc/apache2/envvars で設定するよ
うになりました。これらの設定をデフォルトからs 更 しているなら、このファイルをs 更
しなくてはなりません。また、これによって apache2 を apache2 -k start で起動で
きなくなり、/etc/init.d/apache2 か apache2ctl を使う必要があります。
mod_suexec に必要な suexec ヘルパプログラムは、別のパッケージ apache2suexec として提供されます。これはデフォルトではインストールされません。
さらに多くのモジュール固有の設定が /etc/apache2/apache2.conf から /etc/
apache2/mods-available/*.conf に移されました。
詳細な情報については、/usr/share/doc/apache2.2-common/NEWS.Debian.gz
と /usr/share/doc/apache2.2-common/README.Debian.gz を参照してくださ
い。

NIS と Network Manager
lenny の nis に入っているバージョンの ypbind では、Network Manager のサ
ポートが含まれています。このサポートによって、コンピュータがネットワークから切断
されたという Network Manager の通知で、ypbind は NIS クライアントの機能を無
効にします。Network Manager は、通常、コンピュータが使われていない場合に切断
されたと通知するので、NIS クライアントシステムを使っている NIS ユーザは、これら
のシステムに載っている Network Manager のサポートが無効になっているのを確認す
べきです。
これは、network-manager パッケージをアンインストールするか、/etc/default/
nis を編集して、YPBINDARGS に -no-dbus を追加すれば みます。
新規にインストールした Debian ではデフォルトで -no-dbus が使われますが、これ
までのリリースではデフォルトではありませんでした。

Mozilla 製品のセキュリティの状態

Mozilla のプログラムである firefox» 、 thunderbird と sunbird (Debian で
はそれぞれ iceweasel» 、 icedove 及び iceowl に名前がs 更 されています) は多数
のユーザにとって重要なツールです。しかし残念なことに、上流のセキュリティポリシー
は上流の新しいバージョンに更新するようユーザに強いることで、これは、セキュリティ
アップデートには大きな機能s 更 を含めないという Debian のポリシーと矛盾します。い
つになるかは今のところわかりませんが、lenny のサポート期間の間に、Mozilla 製品の
サポートがもはや Debian セキュリティチームにとって実現不可能になり、Debian セ
キュリティチームが Mozilla 製品のセキュリティサポートの終了を発表するときが来る
かもしれません。Mozilla 製品をインストールするときはこのことを考慮に入れ、セキュ
リティサポートの終了が問題になると考えられる場合は Debian で提供されている代替
プログラムの使用を– 討 してください。
iceape» 、 商標を外した seamonkey インターネットスイートは、lenny から取り除か
れました。

Security status of OCS Inventory and
SQL-Ledger
The webservice packages ocsinventory-server and sql-ledger are
included in the lenny release but have special security requirements that
users should be aware of before deploying them. These two webservices are
designed for deployment only behind an authenticated HTTP zone and should
never be made available to untrusted users; and therefore they receive only
limited security support from the Debian security team. Users should
therefore take particular care when evaluating who to grant access to these
services.

KDE デスクトップ
KDE デスクトップ環境には、etch に含まれていたバージョンから大きなs 更 はありませ
ん。lenny に含まれるのは、更新された翻訳と、3.5.9 と 3.5.10 が混ざった KDE 3.5 の
サービスリリースです。バージョン 3.5.9 と表示されるモジュールがありますが、更新さ
れており、 3.5.10 にあるのと同じs 更 がほぼ含まれています。全体としては、lenny に
は 3.5.10 が含まれますが、kdebase における kicker の改良と、kdepim でのバグ修正
のいくつかが含まれていません。
lenny は KDE3 系の環境が含まれている最後の安定版となります。

GNOME デスクトップに関するs 更 とサポート
GNOME デスクトップ環境は、etch に含まれていたバージョンから lenny に含まれて
いるバージョンまでに多くのs 更 が加えられました。さらに詳しい情報は GNOME 2.22
のリリースノート [http://library.gnome.org/misc/release-notes/2.22/]にあります。

emacs21* 上で Unicode はデフォルトでは
サポートされません
Emacs21 and emacs21-nox are not conﬁgured to use Unicode by default. For
more information and a workaround please see bug #419490 [http://
bugs.debian.org/419490]. Consider switching to emacs22 , emacs22-gtk , or
emacs22-nox .

slurpd/replica が機能しなくなります
OpenLDAP はリリース 2.4.7 で、slurpd サービスによる LDAP レプリケーションを取
りやめました。設定してある場合は、LDAP 同期レプリケーションエンジン (syncrepl)
向けに再設定する必要があります。より詳細なH 明文書 は http://www.openldap.org/
doc/admin24/replication.html にあります。

デスクトップで画面全体を使えない
Intel Mobile GM965 用ドライバは VGA 出力を間違って– 出 し、それに合わせて画面サ
イズを小さくします。このバグのため、デスクトップマネージャは画面の一部だけを使用
するでしょう。/etc/X11/xorg.conf 設定ファイルに下記の行を追記することで、正し
い• 動 をさせることができます。
Section "Monitor"
Identifier "VGA"
Option "Ignore" "true"
EndSection
Please refer to the bug #496169 [http://bugs.debian.org/496169] for more
informations.

DHCP フェイルオーバの問題
DHCP サーバをフェイルオーバのペアで実行する場合、ピア名を一致させる必要があり
ます。そうでない場合、DHCP がクラッシュします。
Please see bug #513506 [http://bugs.debian.org/513506] and https://lists.isc.org/
pipermail/dhcp-users/2007-September/004538.html for more information.

VServer Disk Limit
To use the disk limit feature of vserver in lenny, you should use the mount
option tag (instead of tagxid in etch).
You should manually update /etc/fstab and/or any script which uses tagxid.
Otherwise, the partition will not be mounted and thus the vservers will not
start.

第6章 Debian GNU/Linux に関する
さらなる情報
もっと読みたい
このリリースノートやインストールガイドを越えた、Debian GNU/Linux に関するよ
り進んだ文書は、Debian Documentation Project (DDP) から公開されています。
DDP は Debian のユーザや開発者向けに、品質の高い文書を作成することを目的として
います。Debian リファレンス、Debian メンテナ入門、Debian FAQ などなど、たくさ
んの文書があります。現在利用可能なリソースの詳細すべては DDP のウェブサイト
[http://www.debian.org/doc/ddp]から得られます。
それぞれのパッケージの文書は /usr/share/doc/パッケージにインストールされてい
ます。ここには、著作¤ 情報、 Debian 固有の詳細、開発元の文書すべて、などが置かれ
ています。

助けを求めるには
Debian ユーザ向けのヘルプ・アドバイス・サポートなどは、いろいろな場所から得られ
ます。しかしこれらを頼りにするのは、その問題について徹底的に文書を調t してからに
しましょう。このセクションでは新しく Debian ユーザになった人向けに、これらを簡
単に紹介します。

メーリングリスト
Debian ユーザが最も興味を引かれるであろうメーリングリストは debian-user (英語)
リストおよび debian-user-言語 (各国語) リストでしょう。これらのリストの詳細や講読
のしかたについては、http://lists.debian.org/ を見てください。利用にあたっては、あな
たの疑問に する答えが以前の投稿ですでに答えられていないかどうか、アーカイブを
チェックしてください。また標準的なメーリングリストのエチケットに従うようにしてく
ださい。

インターネットリレーチャット (IRC)
Debian には、Debian ユーザのサポートや援助のために専用の IRC チャンネルが
OFTC IRC ネットワークにあります。このチャンネルにアクセスするには、お好みの
IRC クライアントを irc.debian.org に接続し、#debian に join してください。
チャンネルのガイドラインに従い、他のユーザをきちんと尊重してください。ガイドラ
インは Debian Wiki [http://wiki.debian.org/DebianIRC] でY 覧 できます。
OFTC についてさらに詳しく知りたい場合は、ウェブサイト [http://www.oftc.net/]を
訪ねてみてください。

バグを報告する
私たちは Debian GNU/Linux を高品質な OS にするよう努めていますが、だからと
いって私たちの提供するパッケージにバグが皆無というわけではありません。Debian
の 「オープンな開発体制」 という考え方に合致し、また、ユーザに するサービスとし
て、私たちは報告されたバグに関するすべての情報を http://bugs.debian.org/ にあるバ
グ追跡システム (Bug Tracking System: BTS) で提供しています。
もしディストリビューションや、その一部であるパッケージされたソフトウェアにバグ
を見つけたら、将来のリリースで修正できるよう、その問題点の報告をお願いします。バ
グを報告するには有効な電子メールアドレスが必要です。これをお願いしているのは、バ
グを追跡できるようにするため、そして追加情報が必要になった場合に開発者が報告者に
連絡できるようにするためです。
バグ報告は、reportbug プログラムを使って送信することもできますし、電子メール
を使って手で送ることもできます。バグ追跡システムに関する詳細やその使い方について
は、リファレンス文書 (doc-debian パッケージをインストールしていれば /usr/
share/doc/debian にあります) をお読み頂くか、またはバグ追跡システム [http://
bugs.debian.org/]のウェブサイトからオンラインで入手することもできます。

Debian に貢献する
Debian への貢献は専門家でなくてもできます。問題を抱えたユーザを、いろいろなサ
ポート メーリングリスト [http://lists.debian.org/] で助けてあげることも、立派なコ
ミュニティへの貢献です。開発 メーリングリスト [http://lists.debian.org/] に参加し
て、ディストリビューション開発に関する問題を見つける (そして解決する) ことも、も
ちろん非常に助けになります。Debian を高品質なディストリビューションに保つため、
バグを報告して [http://bugs.debian.org/]その原因の特定や解決に際して開発者を助けて
ください。執筆が得意なら、文書 [http://www.debian.org/doc/ddp]作成や既存文書の
ご自分の言語への翻訳 [http://www.debian.org/international/]に積極的に参加し、そこ
で貢献するのもよいでしょう。
もっと時間が自由になるなら、Debian に属するフリーソフトウェア集の一部を管理し
てみるのはどうでしょうか。皆が Debian に入れてほしいと思っているソフトウェアを
引き受けて管理するのは、特に価値の高い貢献です。これに関する詳細は、作業が望まれ
るパッケージのデータベース [http://www.debian.org/devel/wnpp/]をご覧になってく
ださい。Debian にはいくつかサブプロジェクトが存在しており、特定のアーキテクチャ
への移植、Debian Jr. [http://www.debian.org/devel/debian-jr/]、Debian Med
[http://www.debian.org/devel/debian-med/] などが進められています。これらのう
ち、あなたが興味を持っているグループに参加するのもよいでしょう。
いずれにしても、あなたが何らかの形でフリーソフトウェアコミュニティに関わってい
るのなら、それがユーザとしてであれ、プログラマ、ライター、翻訳者のいずれとしてで
あれ、すでにあなたはフリーソフトウェア運動を助けてくださっているのです。貢献する
ことは報いのあることですし、 しいことです。新しい人々に出会う機会も えます。きっ
と暖かな、 しい気持ちになれるはずです。

付Ö

A. etch システムの管理
この付Ö には、lenny へアップグレードする前に etch パッケージを確実にインストール
したりアップグレードする方法についての情報が述べられています。特定の状況でのみ必
要となるでしょう。

etch システムのアップグレード

基本的には、これまで行ってきた etch のあらゆるアップグレードと違いはありませ
ん。唯一異なるのは、ソースリストのチェック項でH 明 するように、パッケージリスト内
に etch への参照がまだ含まれているのを確認する必要があることです。
Debian ミラーを使用してシステムをアップグレードする場合、システムは自動的に最新
の etch ポイントリリースへとアップグレードされます。

ソースリストのチェック
/etc/apt/sources.list 内で 'stable' を指定している行があるなら、効率よく
lenny を 「使う」 用意ができています。すでに apt-get update を実行‡ みでも、以
下の手順に従えば問題なく元に すことができます。
lenny からパッケージのインストールもしてしまっているなら、おそらくこれ以上
etch からパッケージをインストールしても無意味でしょう。この場合、続けるかどうか
を自分で決断しなければなりません。パッケージをダウングレードすることはできます
が、その方法はここでは扱いません。
(root になってから) お気に入りのエディタで /etc/apt/sources.list を開き、
deb http: や deb ftp: で始まるすべて行の中に 「stable」 が指定されているかど
うかを調べてください。もしあるなら、stable を etch にs 更 してください。
deb file: で始まっている行があるなら、その行が指定している場所が etch か
lenny のどちらのアーカイブなのかを独力で調べなければならないでしょう。

重要項目

deb cdrom: で始まっている行は、 にs 更 しないでください。s 更 するとその
行は無効になって、もう一度 apt-cdrom を実行しなければならなくなるでしょ
う。'cdrom' ソースが 「unstable」 を指定していても心配しないでくださ
い。混乱するかもしれませんが、これで正常なのです。
s 更 が んだら、ファイルを保存してから
# apt-get update

と実行して、パッケージリストを更新してください。

付Ö

B. リリースノートの貢献者たち
たくさんの人々がリリースノートを手伝ってくれました。以下の方々もそうですが、他
にもいらっしゃいます。
Adam Di Carlo, Andreas Barth, Andrei Popescu, Anne Bezemer, Bob Hilliard,
Charles Plessy, Christian Perrier, Daniel Baumann, Eddy Petrișor, Emmanuel
Kasper, Esko Arajärvi, Pop Frans [FAMILY Given], Giovanni Rapagnani, Gordon
Farquharson, Javier Fernández-Sanguino Peña, Jens Seidel, Jonas Meurer, Josip
Rodin, Justin B Rye, LaMont Jones, Luk Claes, Martin Michlmayr, Michael
Biebl, Moritz Mühlenhoﬀ, Noah Meyerhans, 小林 儀匡 [FAMILY Given], 青木 修
[FAMILY Given], Peter Green, Rob Bradford, Samuel Thibault, Simon Bienlein,
Simon Paillard, Stefan Fritsch, Steve Langasek, Tobias Scherer, Vincent
McIntyre, W. Martin Borgert
この文書はたくさんの言語に翻訳されています。翻訳者に大きな感謝を捧げます!
日本語への翻訳は以下の方々が行いました。石井 一夫 [FAMILY Given]、今井 伸広
[FAMILY Given]、倉澤 望 [FAMILY Given]、倉敷 悟 [FAMILY Given]、‚ 瀬 修史
[FAMILY Given]、小林 儀匡 [FAMILY Given]、森田 尚 [FAMILY Given]

付Ö C. Lenny を Thiemo Seufer
に捧ぐ
Debian プロジェクトは、コミュニティの活発なメンバーを失いました。2008年12月26
日 Thiemo Seufer が、痛ましい交通事故で亡くなりました。
Thiemo は Debian にさまざまな形で関わっていました。複数のパッケージをメンテナ
ンスし、MIPS アーキテクチャ版 Debian のメインサポーターでした。またカーネル
チームの一員でもあり、Debian インストーラチームの一員でもありました。また彼の貢
献は、Debian プロジェクトにとどまりません。彼は Linux カーネルの MIPS への移
植、qemu の MIPS エミュレーション、そしてここに書ききれないほどたくさんのプロ
ジェクトでも作業を行いました。
Thiemo の作業、献身、幅広い知識、他者とそれを共有する能力は惜しまれるでしょ
う。彼の貢献は忘れ去られることはありません。高水準の Thiemo の作業は、選ぶのが
難しいのです。
彼の Debian への貢献をたたえ、Debian プロジェクトは、Debian GNU/Linux 5.0
「Lenny」 のリリースを Thiemo に捧げます。
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