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コンピュータの仕組み

電源を入れる
● BIOSあるいはUEFI ハードウェアに組み込まれて電源投入直後

に起動して、OSの起動を制御したりする
● OS=基本ソフト (Windows、 Mac、 Linux、 FreeBSD、 UNIXな

ど ) 実際に作業で用いる各種ソフトや通信環境などの「土
台」を提供

● 各種ソフトウェア(MSword、 Chrome、 Safari、ゲームソフト
など)
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これからLinuxを使うことを考えている方

なぜあえてLinuxにしたいのか(自分のポリシーを確認する)

文書作成、ネット検索、メール、ブログなど生活の必要でパソコ
ンを使う場合、圧倒的多数の人達は、Windowsか Macを選択して
います。にもかかわらず、あえて、Linuxを選択することがあっ
てもいいと考えますが、なぜ、Linuxを選択するのか、その理由
を考えて確認することが大切。



  

Linuxとは何者か？

「Linuxの開発は、フリーかつオープンソースなソフト
ウェアの共同開発として最も傑出した例のひとつである。
Linuxカーネルのソースコードは無償で入手でき、GNU一
般公衆利用許諾書のもとにおいて、非営利・営利に関わら
ず誰でも自由に使用・修正・頒布できる。Linuxは、世界
中の開発者の知識を取り入れるという方法によって、あら
ゆる方面に利用できる幅広い機能と柔軟性を獲得し、数多
くのユーザの協力によって問題を修正していくことで高い
信頼性を獲得した。」wikipedia



  

          あなたのWindows PCは
          本当にあなたのもの？

Windowsのライセンス
● ライセンス。本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売され

るものではありません。

禁止事項
● 本ソフトウェアの機能を分離して使用または仮想化すること。
● 本ソフトウェアを公開、複製 (許可されているバックアップ用の複製

を除きます)、レンタル、リース、または貸与すること。
● 本ソフトウェアを譲渡すること 
● 本ソフトウェアの技術的な制限を回避すること。
● 本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、もしく

は逆アセンブルすること、またはこれらの行為を試みること。(プロ
グラムの中身を覗くことはNG)



  

          あなたのWindows PCは
          本当にあなたのもの？

Windowsのライセンス
● (プライバシー)本ソフトウェアの一部の機能について

は、当該機能を使用する際に情報が送受信されます。こ
れらの機能の多くは、ユーザーインターフェイスで無効
にするか、使用しないように選択することができます。

● (訴訟 )集団訴訟、集団仲裁、司法長官による民事訴訟
、およびいずれかの当事者が代表者として提起するその
他の訴訟は許可されません。両当事者の同意なしに、個
別の訴訟を併合することも許可されません。



  

          あなたのWindows PCは
          本当にあなたのもの？

マイクロソフト社が、Outlook.com のメール内容や OneDrive 上のプラ
イベート フォルダー内のファイルなど個人データにアクセスし、個人
データを維持、開示、転送、または保存する場合がある。

● 適用法律を遵守する、または司法機関や他の政府機関などからの正当
な法的手続に対応する場合。

● 顧客を守る場合、たとえば、スパム メールや製品の利用者が詐取され
るのを防ぐ、または死亡や重大な傷害を防ぐ場合。

● コンピューター システムやネットワークへの攻撃を防ぐまたは停止さ
せることなど、弊社製品のセキュリティを管理し、維持する場合。

● サービス使用を統制する条項を執行するなど、Microsoft の権利また
は財産を保護する場合。https://privacy.microsoft.com/ja-jp/priv
acystatement/



  

          あなたのWindows PCは
          本当にあなたのもの？

会社などでWindowsPCを利用した場合

 ユーザーの Windows デバイスがユーザーの属する組織 
(勤務先や学校など) によって管理されている場合、そ
の組織は、Microsoft やその他が提供する中央管理ツー
ルを使用して、データにアクセスしてMicrosoft や組織
によるデータ収集が可能な場合がある。 さらに、組織で
は Microsoft やその他が提供する管理ツールを使用して
そのデバイスから、対話式操作データ、診断データ、通
信やファイルの内容を含むデータにアクセスして処理で
きる。



  

          あなたのWindows PCは
          本当にあなたのもの？

倫理規定(抄)

i. 何であれ違法な行為をしてはなりません。

ii. 子どもを搾取し、子どもに危害を加え、または子どもを脅すような行為に関与してはなりません。

iii. スパムを送信したり、フィッシングに関与してはなりません。

iv. 不適切なコンテンツまたはマテリアル (たとえば、裸、残虐なもの、わいせつなもの、下品な言葉、露
骨な暴力や犯罪行為に関するもの)、または地域の法令を遵守していないお客様のコンテンツまたはマテリア
ルを、公然と表示したり、本サービスを使用して共有してはなりません。

v. 詐欺行為、虚偽の行為または誤解を招く行為 や、中傷的な行為または名誉毀損的な行為

vi. 本サービスのアクセス制限または使用制限を回避してはなりません。

vii. お客様、本サービス、または他のユーザーに害を及ぼす行為 (ウイルスの送信、ストーカー行為、テロ
リストまたは暴力的な過激派に関するコンテンツの投稿、ヘイト スピーチの伝達、他のユーザーに対する暴
力の扇動など) に関与してはなりません。

viii. 他のユーザーの権利を侵害してはなりません(以下略)

違反した場合はアカウント停止などの処分になる https://www.microsoft.com/ja-jp/servicesagreement/



  

Linux という Linux はない？？？

メジャーなディストリビューション



  

          あなたのWindows PCは
          本当にあなたのもの？

● WindowsOSは私の所有物ではないので勝手なことはできない
● マイクロソフト社は私たちのパソコンの使い方をかなりの程度

まで把握できるようだ。
● マイクロソフトIDの取得、Onedriveの利用がWindowsを利用

する前提条件になっているのではないか

ライセンス、プライバシーポリシー、倫理規定などを
承認できるかどうか。



  

Linux という Linux はない？？？

Linuxは実際には「ディストリビューション」と呼ばれるかた
ちで、提供されている。その数は数十あり、とても多様だ。

● Ubuntu ： Canonicalという企業がサポート

「Ubuntu（ウブントゥ） とは、コミュニティ により開発されて
いるオペレーティングシステムです。ラップトップ、デスクトッ
プ、そしてサーバーに利用することができます。Ubuntuには、家
庭・学校・職場で必要とされるワープロやメールソフトから、
サーバーソフトウェアやプログラミングツールまで、あらゆるソ
フトウェアが含まれています。



  

Linux という Linux はない？？？

Linuxは実際には「ディストリビューション」と呼ばれるかた
ちで、提供されている。その数は数十あり、とても多様だ。

● Ubuntu ： Canonicalという企業がサポート

私たちは、新しいデスクトップおよびサーバーを 6ヶ月ごとにリ
リースすることを宣言しています。これにより、オープンソース
の世界が提供する最新の優れたアプリケーションを常に利用でき
るようにしています。」



  

Linux という Linux はない？？？

Linuxは実際には「ディストリビューション」と呼ばれるかた
ちで、提供されている。その数は数十あり、とても多様だ。

● Debian (ubuntuは Debianをベースに作られている)

「 Debian Project は、フリー なオペレーティングシステム
を作成するために連携した個人の集団です。 我々が作成した
このオペレーティングシステムは Debian と呼ばれています。
Debian は、世界中にいる 1000 人近くの活発な開発者によっ
て開発されています。 彼らはボランティアであり、自らの余
暇を利用して作業を行なっています。 」



  

Linux という Linux はない？？？

Linuxは実際には「ディストリビューション」と呼ばれるかたち
で、提供されている。その数は数十あり、とても多様だ。

● Debian (ubuntuは Debianをベースに作られている)

「文書を編集することから、仕事をしたり、ゲームをしたり、 
更に新しいソフトウェアを開発する作業に至るまで、 人々が望
むものをかなえる手助けとなるソフトウェアが必要です。Debian 
には 59000 以上のパッケージ、パッケージマネージャ 
(APT)、大量のコンピュータの大量のパッケージの管理をアプリ
ケーションを 1つインストールするのと同じくらい容易にするそ
の他のユーティリティが付属しています。 すべてフリーです 」



  

Linuxの場合はどうなのか
Debianのばあい 

● 自由な再配布

Debian システムを構成するソフトウェアのライセンスは、そのソフト
ウェアを、 複数の異なる提供元から配布されているプログラムを集めた
ソフトウェア ディストリビューションの一部として、誰かが販売したり
無料配布したりすることを 制限してはいけません。また、ライセンスは
そのような販売に対して 使用料やその他の手数料を要求してはいけませ
ん。(自由に再配布できる)
● ソースコード

プログラムにはソースコードが含まれていなければならず、 かつ実行形
式での配布に加えてソースコードでの配布をも 許可していなければなり
ません。(プログラムを秘密にできない)
● すべての個人、団体の平等

ライセンスは、すべての個人や団体を差別してはなりません。



  

Linuxの場合はどうなのか

● 目標分野の平等

ライセンスは、人々が特定の目標分野でプログラムを利用することを 制限してはいけません。たとえば、商
用利用や、遺伝学の研究での プログラムの使用を制限していてはいけません。
● ライセンスの配布
● プログラムに付随する権利は、プログラムが再配布された すべての人々に対して、追加ライセンスの履
行を必要とすることなく、 適用されなければなりません。

● ライセンスは Debian に限定されない
● プログラムに付随する権利は、プログラムが Debian システムの 一部であるかどうかに左右されてはい
けません。 プログラムが Debian から取り出され Debian とは別に使用 または配布されるとしても、
その他の点でそのプログラムの ライセンス条項を満たしているならば、プログラムが再配布された すべ
ての当事者は Debian システムにおいて付与されたのと 同じ権利を与えられなければなりません。

● ライセンスは他のソフトウェアを侵害しない
● ライセンスは、そのソフトウェアとともに配布される他のソフトウェア に制約を加えてはなりません。
たとえば、同じ媒体で配布される 他のソフトウェアがすべてフリーソフトウェアでなければならないと 
要求してはいけません。

● フリーなライセンスの例
● GPL、 BSD、および Artistic ライセンスは私たちがフリーと判断しているライセンスの例です。
● https://www.debian.org/social_contract#guidelines



  

Linuxの場合はどうなのか
GNU 一般公衆利用許諾書

● GNU 一般公衆利用許諾書は、ソフトウェアやその他の種類の著作物のため
の、フリーかつコピーレフトを主張するライセンスです。

● ソフトウェアやその他の実用的著作物向けのライセンスの大半は、あなた
から著作物を共有したり変更したりする自由を奪い去るよう設計されてい
ます。それらとは対照的に、GNU 一般公衆利用許諾書は、あなたに対して
あるプログラムの全てのバージョンを共有、変更する自由を保証すること
、すなわち、そのソフトウェアがそのユーザすべてにとってフリーであり
つづけることを保証することを目的としています。

● 私たちが用意した一般公衆利用許諾書の数々は、フリーソフトウェアのコ
ピーを頒布する自由をあなたに保証すべく設計されています。
– ソースコードを受領するか、望めばそれを手に入れられるということ
– ソフトウェアを変更し、その一部を新たなフリープログラムで利用する
ことができるということ、

– こうしたことが可能であることをあなたが知っているということ



  

Linuxの場合はどうなのか
GNU 一般公衆利用許諾書

● あなたの権利を守るため、私たちは誰か他人が上記のようなあなたの
権利を否定したり、権利を放棄するように求めることを防ぐ必要があ
ります。

● 本許諾書が適用されたプログラムのコピーをあなたが頒布する場合、
それが無料であろうと手数料を取る場合であろうと、あなたは受領者
たちに、あなた自身が受け取ったのと同じ自由を渡さなければなりま
せん。あなたは、彼らもまた、ソースコードを受領するか後に得られ
ることを保証しなければなりません。そしてあなたは、彼らに本許諾
書の条項を示し、彼らの権利について彼らに知らしめなければなりま
せん。

● GNU GPL を利用する開発者は、あなたの権利を2段階の手順を踏んで
守ります。その手順とは、（1）ソフトウェアに著作権を主張し、
（2）あなたに本許諾書を提示して、ソフトウェアを複製、頒布、ま
たは改変する法的な許可を与える、というものです。

●



  

Linuxの場合はどうなのか
GNU 一般公衆利用許諾書

● ユーザと開発者両方の便宜のため、GPL では改変されたバージョンには変更
された旨を印づけるよう要求しており、改変されたバージョンの問題が、誤っ
て以前のバージョンの作者に帰せられることがないようにしています。

● 一部の機器は、それらに収録されたソフトウェアを改変した上で再びインス
トールしたり、実行したりするために必要なアクセスを、製造者には拒否しな
いにもかわらずユーザに対しては拒否するよう設計されています。これは、
ユーザが自らの有するソフトウェアを変更する自由を守るという GPL の目的
とは、根本的に相容れません。このような技術の濫用は、往々にして個人使用
向けの製品の分野で見られるものですが、まさにこのような分野こそ、こうし
た慣行が最も容認しがたいものとなるのです。

● すべてのプログラムはソフトウェア特許によって絶え間なく脅かされています。
およそ国家は、特許が汎用コンピュータにおけるソフトウェアの開発と利用を
制限することを認めるべきではありません。こうした事態を防ぐために、GPL 
では、プログラムを非フリーとするために特許を使うことはできないというこ
とを保証します。https://licenses.opensource.jp/GPL-3.0/GPL-3.0.html



  

Linux という Linux はない？？？

企業向けのサービスを提供する会社もある



  

Linux という Linux はない？？？

ディストリビューションによって見た目が違う



  

Linux という Linux はない？？？

たくさんのデスクトップから選べる



  

Linux を導入する方法
(以下は 2020/11セミナー資料の改訂版 )

● Linuxパソコンはほとんど売っていない
● Windowsや Macのパソコンを自力でLinuxに切り替えることが必要

どうやって切り替えるのか？
● パソコンのスペックを調べる(64bitか 32bitか)
● BIOSの起動方法を調べる(メーカーによって違う)
● LinuxOSをネットからダウンロード
● ダウンロードしたOSでUSB起動ディスクを作成する
● USB起動ディスクからパソコンにLinuxをインストール



  

Linux を導入する方法
(以下は 2020/11セミナー資料の改訂版 )

● Linuxパソコンはほとんど売っていない
● Windowsや Macのパソコンを自力でLinuxに切り替えることが必要

どうやって切り替えるのか？

LinuxOSを誰かにインストールしてもらう

「誰に」 toshi@jca.apc,org に相談

方法
● 使っていない PCがあれば OSを入れ替えます
● 中古の PCを購入して入れ替え
● 頑張って新品の PCの Windowsを捨ててLinuxに入れ替える



  

Linux を導入する方法
(以下は 2020/11セミナー資料の改訂版 )

どんなに古い PCでも大丈夫？

実績としては
● Windows7のパソコンなら大丈夫
● 10年位前のパソコンなら大丈夫

OSを入れ替えるとどうなる？
● Windowsで作成されたハードディスクのデータは全て消去されま

す
● ネットへの接続、文書作成、メールの送受信などは可能
● 約 5万くらいあるソフトから自由に選択可能



  

Linux を導入する方法

● パソコンは中古でも新品でも何でもよい
● 難しいのは

– USBに Linux起動ディスクを作成する
– パソコンをUSBから起動させるようにパソコンの起動設定を
変更する

– 不慣れな環境に慣れる
● 比較的簡単なのは

– インストール作業そのものはほぼ自動で行なえる
– 慣れれば、Windows、 Mac同様の作業が可能



  

Linux を導入する方法

デメリットはある？
● マイクロソフトやアップルのサポートは受けられません
● ハードのメーカーや家電量販店のサポートも受けられません
● 「端末」と呼ばれるコマンドによる作業が必要な場合がありま

す

サポートが受けられないとすると問題発生のときどうする？

仲間で助け合いが基本です。企業に頼らないコミュニティが大切



  

Linux を導入する方法

Windowsの環境をLinuxの近づけておく。
● メールを thunderbirdに切り替えておく
● ブラウザをFirefoxに切り替えておく
● Word Office関連のデータをLibre Officeで読み込めるかどう

か確認する。

移行が難しいもの
● デザイン関連のデータ(Adobeの製品など)
● Linux版がないWindows向けのソフトウエア



  

Linux を導入する方法

Windowsで Linuxを試す。あるいは併用してみる。
● デュアルブートにする
● USBにライブ版のLinuxを入れて利用する
● Virtualboxを利用する←これがたぶん一番実用的かも

本格的に移行する
● 現在のデータのバックアップをとる(必須 )
● インストールに失敗したときには元には戻れない。この「難局」

をどう乗り切るかを考えておく。



  

Linux を導入する方法

難かしい部分をどうやって克服するか
● 皆でインストール作業を協同実施。ワークショップのような体裁

で実施することで、お互いに助け合いながらインストールを行な
うことが可能 ...しかしコロナの状況でこれは無理かも

● 慣れない作業に慣れるためにどうするか。Windows、 Macなど既
存のパソコン環境を断つことが慣れるための早道。最初は大変だ
けれど、日本語入力が可能になれば、以下は簡単

– ウエッブの閲覧 Firefox
– 簡単な文書の作成 LibreOffice
– メールの送受信 Thunderbird



  

Linux を導入する方法

難かしい部分をどうやって克服するか
● 皆でインストール作業を協同実施。ワークショップのような体
裁で実施することで、お互いに助け合いながらインストールを
行なうことが可能 ...しかしコロナの状況でこれは無理かも

● 企業のサポートがないので自分で調べる、すでに利用している
人に相談するなどリサーチが重要。

● 検索で「Linux インストール」などで調べてみる。インス
トールの解説が沢山ヒットするので、なるべく新しい投稿を参
考にする。
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