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設営準備にご協力ください。

会場設営よろしくおねがいします。



Agenda

注意事項
写真はセミナー
ルーム内のみ可
です。
出入りは自由でな
いので、もし外出
したい方は、野島
まで一声ください
ませ。

最近あったDebian関
連のイベント報告

第 111回 東京エリ
ア Debian勉強会

Debian Trivia Quiz



イベント報
告



第111回 東京エリアDebian勉強会

東京エリアDebian勉強会 111回目は (株)スクウェア・エ
ニックスさんで開催されました。5名の参加者がありま
した。

debianから iphone5(iOS7.1)につなぐ件について、
debianパッケージを作ってつなぎ、
公開情報に基づいた接続技術　

について発表がありました。
参加者全員で、各自の作業を行い、最後に成果発表を
しました。



Debian
Trivia Quiz



Debian Trivia Quiz

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,
debian-devel@lists.debian.org に投稿された内容など
からです。

debian-devel-announce@lists.debian.org
debian-devel@lists.debian.org


問題1. 2015年のDebconf15の開催国はどこに
なったでしょう？

A ボスニア・ヘルツェゴビナ

B ウクライナ

C ドイツ



問題1. 2015年のDebconf15の開催国はどこに
なったでしょう？

A ボスニア・ヘルツェゴビナ

B ウクライナ

C ドイツ

答えは:

C



問題1. 2015年のDebconf15の開催国はどこに
なったでしょう？

解説：今度はドイツだそうです。ちなみに今年のDebconf14
は 8/23-31で USAの Portland,Oregon で開催予定です。



問題2. DPL選挙が行われました。今年のDPL

は誰になったでしょうか？

A Lucas Nussbaum

B Neil McGovern

C Raphaël Hertzog
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問題2. DPL選挙が行われました。今年のDPL

は誰になったでしょうか？

解説：今年のDPLの候補者は２名で、Lucas Nussbaumさん、
Neil McGovernさんの２名でした。２名とも自薦とのことで
す。選挙の結果、Lucas Nussbaum(lucus)さんの圧勝だった
ようです。ちなみに、Raphaël Hertzogさんは、The Debian
Administratoŕs handbookの作者、他にも偉業がたくさん。



問題3. clang3.4によるDebianパッケージの再構
築が行われました。結果何%のパッケージが成
功したでしょうか？

A 90%

B 50%

C 10%
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問題3. clang3.4によるDebianパッケージの再構
築が行われました。結果何%のパッケージが成
功したでしょうか？

解説：http://clang.debian.net/が clangによるDebian
パッケージ再構築のポータルサイトです。毎年、clangの
バージョンを上げて、全Debianパッケージを再構築した結
果が載ります。今年の結果としては再構築対象のパッケー
ジの数が去年と大幅に増えているにもかかわらず、構築失
敗に終わったパケージ数が去年と変わらなかったという非
常に良い結果となっています。

http://clang.debian.net/


問題4. beagle boardシリーズという非常に人気
のあるARMの実験ボードにバンドルされるOS

の将来の見通しについて、beagle boardの創立
者がどのOSにする予定と発言したか？

A Gentoo

B Debianっしょ！Debian

C Andoroid OS



問題4. beagle boardシリーズという非常に人気
のあるARMの実験ボードにバンドルされるOS

の将来の見通しについて、beagle boardの創立
者がどのOSにする予定と発言したか？

A Gentoo

B Debianっしょ！Debian

C Andoroid OS

答えは:

B



問題4. beagle boardシリーズという非常に人気
のあるARMの実験ボードにバンドルされるOS

の将来の見通しについて、beagle boardの創立
者がどのOSにする予定と発言したか？

解説：http://opensource.com/life/14/3/

interview-jason-kridner-beagleboard にて、将来
Debianにするという発言があります。ところで、beagle
boardシリーズは未だにOMAPを使い続けるのかが興味
津々ではあります。

http://opensource.com/life/14/3/interview-jason-kridner-beagleboard
http://opensource.com/life/14/3/interview-jason-kridner-beagleboard


問題5. 激論の末、3月中旬頃にDebianの
ca-certificatesパッケージから消えた root証明書
があります。それはなんでしょう？

A RapidSSLの root証明書

B CAcertの root証明書

C Verisignの root証明書
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問題5. 激論の末、3月中旬頃にDebianの
ca-certificatesパッケージから消えた root証明書
があります。それはなんでしょう？

解説：議論のサマリは、LWNの記事
https://lwn.net/Articles/590879/が判りやすいです。
また、CAcertって何？という方は、第 71回東京エリア
Debian勉強会 (2010年 12月開催)http:
//tokyodebian.alioth.debian.org/2010-12.htmlに掲
載されている勉強会資料がお勧めです。

https://lwn.net/Articles/590879/
http://tokyodebian.alioth.debian.org/2010-12.html
http://tokyodebian.alioth.debian.org/2010-12.html


問題6. Jessieにてデスクトップ環境を選択した
際に導入される、デフォルトコミュニケーショ
ンツールの候補について議論がされていりま
す。以下のどれでしょう？

A Empathy

B licq

C jitsi
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問題6. Jessieにてデスクトップ環境を選択した
際に導入される、デフォルトコミュニケーショ
ンツールの候補について議論がされていりま
す。以下のどれでしょう？

解説：Debianでは、デフォルトのコミュニケーションツー
ルとして、ほぼ完全に RTC/VoIPをサポートすることが望
ましいとされたため、こちらに向いているツールとして今
までの Empathyよりも jitsiが向いているのでは？というこ
とから議論が開始されました。



問題7. 先日DebianにOTRチームというOTR

ソフトをパッケージ化するグループが結成され
ました。ところでOTRってなんの略？

A Owa-Tte-Ru

B OpticalTRacking

C Off-the-Record
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問題7. 先日DebianにOTRチームというOTR

ソフトをパッケージ化するグループが結成され
ました。ところでOTRってなんの略？

解説：Off-the-Recordとは、暗号化技術を使ってインフラ提
供者にすらメッセージのやりとりの内容を見せない（記録
させない）メッセージサービスを目指したものです
https://www.otr.im/。

https://www.otr.im/


問題8. 先日、Debian squeezeのサポート期間が
伸びる宣言がDSAによりアナウンスされまし
た。結局いつになった？

A 2015/2

B 2016/2

C 2016/5
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問題8. 先日、Debian squeezeのサポート期間が
伸びる宣言がDSAによりアナウンスされまし
た。結局いつになった？

解説：Long Term Support(LTS)だそうです
https://lists.debian.org/

debian-security-announce/2014/msg00082.html。予定
では、2014/5/31頃にサポート終了するはずでしたので、２
年弱の延長となります。ただサポート延長されるのは、
Debian squeezeの全部のパッケージではないので、サポート
されないパッケージを十分にお使いの皆様は、Debian
wheezyへアップグレードすることをお勧めしておきます。

https://lists.debian.org/debian-security-announce/2014/msg00082.html
https://lists.debian.org/debian-security-announce/2014/msg00082.html


事前課題



野島貴英

Xmrisパッケージ化頑張る

iOS7.1 debian接続再び。



岩松 信洋

?



dictoss(杉本　典充)

Debian上で Leap Motionを動かしてみる



Yoshida Shin

GitHub に公開しているプログラムの機能追加。動作環境は Debian
Sid で。



Koji Hasebe

Debianパッケージ作成の方法を調査し、実際に作成する。アウトプット
として、その方法を手順書にまとめる。



henrich

OSC北海道用の資料作成

debhelperの査読の続き

パッケージまわりでのなにか

のいずれか。



zinrai

Debianパッケージ作成。

Debianパッケージ作成してみたい

「Debianパッケージング道場」に都合がつかず参加できなかった
ので「もくもく会」の時間を使いパッケージ作成の作法を心得て
いる人がいる環境でパッケージ作成したい

redis 2.8.8を Debianパッケージ作成の題材にしてみようと思う。
http://redis.io/

通勤時間などを使い当日までにこの辺に目を通しておきたい
http://www.debian.or.jp/community/devel/

http://redis.io/
http://www.debian.or.jp/community/devel/


yyuu

自分で管理してるプロジェクトの deb化を要望されてしまったので、そ
のための作業を行ないたいと考えています。
https://github.com/yyuu/pyenv/issues/138

https://github.com/yyuu/pyenv/issues/138


野首 (@knok)

KAKASIローマ字テーブルの改善

LanguageToolのルール追加

gnu.org, veの翻訳



まえだこうへい

Golang関係のパッケージ化の話をする

http:

//qa.debian.org/developer.php?login=mkouhei@palmtb.net

のバグ潰し＆パッケージアップデート

上記の Golang関係のパッケージを pkg-go teamでのメンテナンス
を始める（MLに投稿＆ ITPする）

http://qa.debian.org/developer.php?login=mkouhei@palmtb.net
http://qa.debian.org/developer.php?login=mkouhei@palmtb.net


Serf



今後のイベ
ント



今後のイベント

2014年 5月 17日 (土) 東京エリアDebian勉強会



今日の宴会
場所



今日の宴会場所

未定
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