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Agenda

注意事項
飲酒禁止
宗教禁止
営利活動禁止

最近あったDebian関
連のイベント報告

OSC 2011
Tokyo/Spring

会長就任挨拶
backports.debian.org
の話
initramfs-toolsの話
月刊PPC64ポーティ
ング
僕がDD目指すの手
伝ってください



前回

注意事項
飲食禁止
宗教禁止
営利活動禁止

最近あったDebian関
連のイベント報告

CACert認証会 &
GPGキーサイン
CACert公式トレー
ニング



イベント報
告



Debian 常識クイズ

Debian の常識、もちろん知ってますよね? 知らないなんて恥
ずかしくて、知らないとは言えないあんなことやこんなこと、
みんなで確認してみましょう。
今回の出題範囲は
debian-devel-announce@lists.debian.org に投稿された
内容とDebian Project Newsからです。

debian-devel-announce@lists.debian.org


問題1. 2011年度 Debian JP 会長は誰でしょう
か？

A 前田耕平

B 岩松信洋

C 荒木靖宏
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問題3. Debian Policy 3.9.2 で追加されていない
項目はどれか

A Debianアカウントをメンテ
ナアドレスに追加する必要があ
ります。
B アーキ テクチャ 依
存 の ラ イ ブ ラ リ 等 は
DEB HOST MULTIARCH
で取得した値を利用する必要
があります。

C 全てのパッケージはVCSで
管理する必要があります。
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問題5. ries.debian.org で取得できるようになった
データは？

A debian.org の稼働状況デー
タ

B debian.org のMLデータを
gzipで固めた物

C dak のデータ



問題5. ries.debian.org で取得できるようになった
データは？

A debian.org の稼働状況デー
タ

B debian.org のMLデータを
gzipで固めた物

C dak のデータ

答えは:

C



問題5. ries.debian.org で取得できるようになった
データは？

解説：



問題6. /run が消された理由は？

A /go のほうがよくね？とい
う人が現れた。

B initscriptsがまだサポートし
てない！

C /run を入れたのはパッケー
ジングミスです。
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問題6. /run が消された理由は？

解説：



会長就任挨
拶



prework



吉野(yy y ja jp)

普段通りデスクトップ環境として使ってます．



henrich

活用は特段していません。停電のために家サーバと知人の会社に置いてあ
るサーバの両方が止まって難儀しました。



dictoss(杉本　典充)

停電でPCを起動できないときもあり、むしろDebianを使えないと
きもありました。

使い方はメールしたり、Webブラウズをしたりと普段と変わらない
感じです。



岩松信洋

chromium の拡張プログラムを書いて、地震が来たらウィンドウを出
すようなプログラムを書いてみました。

停電用にVPSを契約して、Debianにした。

Debian上でOSMをいじったりした。



野島　貴英

震災で大変な中、非常につまらない例で恥ずかしいのですが、

1 震災情報集めは主に debain+ephipanyの組み合わせが多いです

2 震災に関する諸々 の情報集めでNIKKEINET(有料）を利用する際は
debian+iceweaselばかりです。

3 USBブート可能なパソコンさえあれば有事の際どこでも対応できる
ように自分の debian環境を入れたブート可能なUSBメモリを持ち歩
いていたりします。自由な使い方できる自分の環境をポケットにしの
ばせて持ち歩けるのはよいかも。地震あったときはこのUSBを胸ポ
ケットに入れて避難しました。（ たまたま入っていたともいう。でも
自分の環境はここにあるからとちょっと安心できたのは確か。）

※別に debianでなくてもよいじゃんというツッコミはナシの方向で。



山田

震災関係だとあまり活躍していないです…
今回はPCを持って被災したもののほとんど出番がなく、携帯電話だけが
活躍しました。
そういうわけで、早急にAndroid携帯にDebian/Ubuntuを入れたいと思い
ます（ iDroidで通話できるのだろうか？）。



村田信人

震災に対して直接は活用できていません。ただ、 Sahana Edenの日本チー
ムの Launchpad, Bazaarに対する疑問に答えることで間接的に貢献できれ
ばと。



Kiwamu Okabe

sakura VPS上にDebianをインストールしています。仕事でNetBSDを
使った開発をしているのですがネットワークが止まってもメンバーが開発
継続できるように公式 cvsリポジトリの tar玉を取るようにしました。
netbsd cvs =rsync=> sakura vps(debian) =tar玉=> 会社のメンツPC
http://www.masterq.net/files/ 毎朝 4時ごろ更新しています。



Osamu MATSUMOTO

未定だったので回答なしで。もう 10年ぐらいDebian使ってばかりなの
で、貢献したいと思っている。



yamamoto

今回の震災で帰宅時間が早くなった分、マシンへのお触りが増えました。
今もおいらの横でウンウン唸っています。



まえだこうへい

我が家のDebianマシンたち。

地震の当日、ヨメとディズニーシーから帰れなく、翌日帰宅するまで
こまめが心配で仕方なかったので、OpenBlockS 600にWebカメラ
をつけて、こまちゃん監視システムを作りました。普段の様子や、停
電の確認、大きな余震があった際の自宅の様子を見てます。

一方、OpenBlockS 266でハードディスクで稼働していた普通のサー
バたち (Web, DNS, CouchDB, Gitリモートリポジトリ用, 監視など)
は、停電に備えすべて停止しました。

地震の直後はしばらくMacBookの使用は控えて、 iPadやAndroid
使ってました。

今後は外に出せるサーバやデータは、基本クラウドサービスを利用し
て、OpenBlockS等はディスクレス化して、センサーでの監視専用に
していく予定です。



backports.debian.org
の話



initramfs-
toolsの話



月刊PPC64
ポーティン
グ



僕が DD 目
指 す の 手
伝ってくだ
さい



今後のイベント

5月 OSC仙台
6月　Debian勉強会
7月　Debian勉強会 & Debconf11 in サラエボ

未実施ネタ： PS Moveネタ? デジタル放送取り込み? Debian
Pod cast? 100台Squeezeアップグレード (吐血)体験記?



今日の宴会場所

神保町周辺。


	DWN quiz
	問題


