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本日の agenda

仮想化友の会、
Debian 勉強会の紹介

事前課題紹介

仮想化常識Quiz

Windowsから見える
仮想化世界

Debianの仮想化技術
紹介

最後に



Debian勉強会の紹介



東京エリア Debian 勉強会とは？

Debian Developer である 上川 純一 が発起人

2005年 1月から開始

月に 1回コンスタントに勉強会を行っている

場所は荻窪にある公民館（あんさんぶる荻窪）
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がある

実際に face to face で話し合える場所がない

情報が断片的で、まとまったドキュメントがない
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勉強会 の内容

Debian Weekly News Quiz

毎回 Debian に関する マニアックなお題
Debian Policy について
dpatch / quilt / dbs の使いかた
Debconf 現地からの報告
などなど

もちろん Debian に関するユーザー向けの話題もやってます
Macbook on Debian
Debian sid へいざない
BTS のしかた
などなど

GPG キーサインパーティ

宴会という名の交流会
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勉強会 を行ってからの結果
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Debian JP Project の正式勉強会になった
出張 Debian 勉強会を行うようになった

北海道
大阪
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メンバーのメンテナンスしているパッケージ例

山根さん: eclipse-nls, jd, ttf-vlgothic

岩松さん: flash, tinywm, ttf-mona

小林さん: serf, skkdic, skksearch

みつかさん: canna

えとーさん: qwik



今後の予定しているお題

darcs, quilt, git を Debian パッケージに活用する

Debian インストールから実戦投入まで

Debconf 7 報告会



今後の開催予定

2007年 4月 21日
18:00 から 荻窪にて開催予定

2007年 5月 19日
場所未定。



Web サイト

東京エリア Debian 勉強会 Web サイト
http://tokyodebian.alioth.debian.org

http://tokyodebian.alioth.debian.org


仮想化友の会の紹介



事前課題の声

「仮想化を実際にこういう利用方法で活用しています」
事前課題内容紹介



都内在住前田さん (2X歳・独身 (仮))の場合



Windowsでしか使えないハードウェア (プリンタ・ス
キャナ・コピー複合機)を使うため

北側の部屋 (サーバルーム兼図書室)に置いているミニタワー型
PCの VMware上のWindowsを使うのに、SSHで Xをポートフォ
ワーディングさせて、和室のノート PCで使ってます。(北側の部
屋は寒いので。) ちょうど今は、VMware上のWindowsをリモー
トで表示させて、確定申告の用紙を印刷するのにフル活用中。(年
末は年賀状) 普通にリモートデスクトップを使えば？というツッ
コミはなしでおねがいします。結局、プリンター ((Epson
CC-700))がWindowsでしか使えないからなのですが…



某社の暗号化ツール対応のため

秘文で暗号化したファイルは Windows の exe 形式のため、Linux
上では複号できないため、VMWareか KVM上のWindowsに一度
ファイルを持っていって復号した後、復号済みのファイルを
Linuxに持っていく、という使いかたをしています



Let’s note の無線 LANドライバを抽出するため

今使っている、Let’s note R3は購入直後にきれいさっぱり
Windowsを消しており、ndiswrapperでWindowsのドライバを使
用するのに、Windowsが必要だったので

1 Panasonicのサイトからドライバを VMware上のWindowsに
ダウンロード

2 普通に展開しようとすると、ハードウェアのチェックが入る
ので、lhaplusで解凍、tarballに圧縮

3 tarballを Linuxに持っていき、展開して ndiswrapperで使用

ipw2200がダメだったので、ndiswrapperに逃げた結果なので
すが・・・



別のディストロを試すため。

自宅の PCや鯖にはネイティブには Debianを入れており、別の
ディストロを試すために、毎回入れ直すのが面倒になったので
（前はテスト専用機で１ヶ月に一度くらいの頻度でいろんなディ
ストロを入れ直してましたが）



仮想化友の会会員 Yoshihiro Yoshida さんの場合の仮想化利用方法



システムバックアップ

　通常のサーバの場合、ＯＳを含めたシステムバックアップの取
得には、　ＣＤブートやシングルユーザでのブートが必要とな
り、サーバの台数が多いと　時間のかかる作業となってしまいま
すが、仮想化ソフトを使用していれば、　イメージファイルの
バックアップだけですむため、バックアップ作業の時間が　大幅
に短縮できます



サーバリプレース

　古い資産を使い続けたいのに、古いOSに対応するハードウェ
アが見つからない　というケースが最近みられるのですが、そう
いった場合には無理にハード　ウェアを探すのではなく、スペッ
クに余裕のあるマシンに仮想化環境を構築　し、そこで古い資産
を動作させることが可能です



vmotion livemigrationによるノンストップ切り替え

　どんなクラスタソフトでも運用機と待機機が切り替わる際には
サーバの停止が　必要となってしまいます。しかし、VMotionや
Live Migrationといった機能を　使用することにより、サーバを
ノンストップで切り替えることが可能となります



サーバの配布に使用

　東京でサーバのセッティングを行い、全国の各支店に送付する
ようなケース　がまれにあるのですが、そのような場合にも仮想
化ソフトを使用すれば筐体を　東京に集める必要はなく、イメー
ジを送付するだけでサーバの配布が可能と　なります



インストーラの試験に使用

　通常インストーラの試験を実施するためには、インストール、
　アンインストールを繰り返し実施する必要がありますが、仮想
化ソフトの　スナップショット機能を使用すると簡単にインス
トール前の状態に戻すことが　できるため、効率的に試験を実施
することが可能になります



アプリの異常系試験

　通常の環境では躊躇してしまうような大胆な異常系の試験もス
ナップショット　で簡単に環境を戻せることを考えれば、気軽に
実施することが可能になりす



岡山県在住 芝さんの場合



旧環境の保存

旧バージョンのブラウザやフォント環境で cssのテストやアプリ
ケーションの動作チェック、Visual Studio 6.0環境の保存ができる



ネットワーク環境のテスト

１マシン上で複数OSのクライアントサーバ環境がテスト出来る、
開発時は高負荷かけないのでノート PCでも十分なときが多い



一時利用サーバ

常時使うわけではないので専用機を準備するのは勿体ない PXE
サーバ等に活用



1CDLinuxで遊ぶ

Windows上の仮想環境から knoppix立ち上げることが多いような
感じです仮想環境ですと焼かなくて済むのとディスクアクセスが
速いので遊びやすいです実用例ですとドイツのネットカフェで
qemuから knoppix立ち上げて日本語打ってました。
もう少し軽快になると USBメモリで HDDイメージ持ち歩くのが
普通になるかもしれません。メール環境やブラウザのクッキー持
ち歩くとか考えるよりシンプルですよね



東京都在住 Debian 勉強会 岩松さん (2X歳 独身)の場合



Debian installer のテスト

qemu を使って、Debian-installer のテストをしています。



別アーキテクチャ上のテスト

qemu を 実機を持っていない アーキテクチャのテストに使ってい
ます。Debian のパッケージメンテナンスを行う時に非常にありが
たい存在です。



CPUのシミュレーションとして

実機がない場合でも、Linux カーネルの開発が行えるように、
qemu を使っています。基板の設計と Linux カーネルの開発が同
時に進行できるので、便利です。



他ディストリビューションを使う

複数のディストリビューションを使う時に Xen を使っています。
コンパイラをチェックするときに、ディストリビューション毎に
PCがあっては管理が面倒くさいので、Xen 上で 複数のディスト
リビューションを動かし、テストに使っています。



Debian 勉強会 上川の場合



goodbye-microsoft.comを試す

Windowsから Debianがインストールできるらしいんですけど、
Debian 上で動いている kvm で動いている Windows で Debian を
インストールしてみました。
動いた動いた



linux-vserver を試す

気軽に試すために、linux-vserver を kvm 上でインストールして試
してみました
仮想OSとして動いている Debian でインストールするとすぐに
試せます
apt-get install linux-image-vserver-686 util-vserver



PaSoRiを使う

PaSoRi を使うために利用



仮想化常識クイズ

仮想化は最近流行しています。ただ、猫も杓子も仮想化といって
いる現状、本当に常識をただしく理解してますか？OSCの会場に
到達できるみなさまであれば問題ないとは思いますが、念のため
確認テストをさせていただきます。



問題 1. 仮想化での paravirtualization とはなにか

A 仮想用にOSが変更されている

B パラパラで仮装する

C 並列で仮想化する



問題 1. 仮想化での paravirtualization とはなにか

A 仮想用にOSが変更されている

B パラパラで仮装する

C 並列で仮想化する

答えは:

A



問題 2. Intel の VTって何?

A 「バレーボール取ってきて」

B 真空管 (vacuum tube)

C Intel社が提唱する CPUの仮想化支
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B Windows がフリーソフトウェアに
なる

C Windows が Linux 上で動く
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Windows から見える仮想化世界

山根さん



KVM

前田さん



濃い話 1

平さん:私はこれで○○を辞めました。



KVM活用例

上川



goodbye-microsoft.com を試す
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goodbye-microsoft.com を試す

無事 goodbye-microsoft.com が稼働することを確認できました。



PaSoRi を試す

qemu でホストOSの USB デバイスをゲストOSのUSBデバイス
として見せることができ、KVMでも同様。PaSoRiできるじゃん！

qemu-img create -f qcow -b winxp.cow winxp.cow-work

kvm -localtime \

-hda winxp.cow -m 400 \

-redir tcp:3389::3389 \

-usb -usbdevice host:054c:01bb

注 1： kvm を実行する場合には /dev/kvm と /proc/bus/usb にア
クセス権限が必要
注 2： 054c:01bb は PaSoRi の USB デバイスとしてのベンダーと
ID番号



PaSoRi を試す: PiTaPa



PaSoRi を試す: Edyチャージ



KVMの詳細の濃い話

QEMU 三段活用

qemu

kqemu

kvm



qemu

qemu

code

parse

generated code

generate return

実行対象のコード解析、コードを生
成して実行
通常のエミュレータといわれるアプ
リケーション
基本的傾向として、ネイティブに対
してオーバヘッドがあり、遅い
類似事例：aranym, bochs, Java VM
など



kqemu

qemu

kqemu.ko

/dev/kqemu

code

execute

exception

実行対象のコードをユーザ空間で実
行してしまい、実行できない命令が
発行されたら発生する exception を
トラップすることで実装
仮想モードにフルバーチャライゼー
ションモードと通常のモードがあ
り、’- kernel-kqemu’オプションで指
定。通常のモードだとユーザ空間の
み直接実行でカーネル空間について
はエミュレーション。フルバーチャ
ライゼーションモードだとゲストOS
のカーネル空間もユーザ空間で直接
実行するそうだ
類似事例：VMWare 等



kvm

qemu

kvm.ko

/dev/kvm

code

execute

vmexit

実行対象のコードを CPU の仮想化
機能を活用して実行する
類似事例：Xen 等



濃い話 2

平さん：KVMソースネタ



最後に

ブースを出しています。詳しく濃い話がしたいかたはブース
にて。

勉強会を開催しています。
Debian 勉強会の月例会、次回は 2007年 4月 21日 (土曜日)
18:00-21:00 予定です。

仮想化友の会の次回は未定？
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