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Vine Linux 6.2リリースまで待ちきれないっ！ 
Vine Linux 6.1「再」入門
第12回Vine Linuxユーザの集い
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本日のお話

✤ Vine Linux 6.1をインストールしたら、
とりあえず何をしたら良いですか？

✤ Vine Linux 6.1の現状は、どうなっていますか？

✤ install-assist系やself-build系パッケージって何？

※OSC 2013 Kansai@Kyotoのスライドを元に、いくつか加筆しています。



Q.  Vine Linux 6.1をインストールしたら、
とりあえず何をしたら良いですか？



Q.  Vine Linux 6.1をインストールしたら、
とりあえず何をしたら良いですか？

✤ アップデートしましょう！

✤ デスクトップ向けのおすすめアプリケーション一覧を眺めましょう！

✤ ドキュメントや情報収集、vine-usersメーリングリストへの参加

✤ その他



アップデートしましょう！

✤ Synapticまたは端末から更新します。
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade

✤ self-build-setupパッケージをインストールしておきましょう！
注意：CD版インストーラに含まれていない！

✤ LibreOfficeを更新しておきましょう。
$ sudo apt-get install install-assist-LibreOffice

✤ task-gnomeパッケージもインストールしましょう。



更新パッケージの通知
「V」のアイコンが目印です！



「V」のアイコンを右クリック
「全てアップグレード」しましょう！





アップグレード完了
システムの再起動が必要なときもあります！



日付

デスクトップ向けのおすすめアプリケーション一覧を眺めましょう！
アプリケーションの追加と削除



「アプリケーションの追加と削除」を起動



日付



ドキュメントや情報収集、
vine-usersメーリングリストへの参加

✤ オンラインドキュメント

✤ Wiki

✤ vine-usersメーリングリスト
Vine Linuxユーザーズフォーラム



Http://vinelinux.org/documentation.html

オンラインドキュメント
「Vine Linuxデスクトップユーザーズガイド」をオススメします！

http://vinelinux.org/documentation.html
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Http://trac.vinelinux.org/

Wiki
Vine Linuxに関するドキュメントやメモなど

http://trac.vinelinux.org/
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Http://trac.vinelinux.org/

Wiki
ハードウェア情報などのメモがあります。
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Http://vinelinux.org/ml.html

vine-usersメーリングリスト
懇切丁寧に回答してくださるユーザさんが多く集っています！

http://vinelinux.org/ml.html
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Http://vinelinux.org/ml.html

メーリングリストの過去ログから検索

http://vinelinux.org/ml.html
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オフラインでも＼(^o^)／



Http://vinelinux.org/bts.html

不具合が見つかったら、報告！
Vine Linuxバグトラッキングセンターへ。

http://vinelinux.org/bts.html
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Http://bts.vinelinux.org/

不具合が見つかったら、報告！
些細な不具合と思われることが重要である場合もありますので、ぜひぜひ！

http://bts.vinelinux.org
http://bts.vinelinux.org


Q.  Vine Linux 6.1の現状は、
どうなっていますか？



パッケージのアップデート
（2013年8月3日現在）

パッケージ名 6.1 (2012-07-30) 6.1（現在）

Kernel

Firefox

Thunderbird

LibreOf!ce

3.0.38 3.4.51

14.0.1 21.0

14.0 17.0.2

3.5.5 4.0.4



パッケージ数の推移
（2013年8月3日現在）

0
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3,500
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7,000

4.2 5.2 6.1 VineSeed

6822

5490

4571

2936



Q.  install-assist系やself-build系
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Q.  install-assist系やself-build系
パッケージって何？
✤ install-assist系パッケージ

Adobe ReaderやLibreOfficeなどのインストールを補助するための
パッケージ

✤ self-build系パッケージ
ライセンスや特許、利用する国の法律に違反する可能性のあるソフト
ウェアをバイナリパッケージとして配布できない。
このようなソフトウェアに対して、ユーザ環境下で
バイナリパッケージを作成するためのパッケージ
この仕組みをself-buildと呼ぶ



通常のバイナリパッケージの
インストール

① emacsのバイナリパッケージを
頂戴！

② emacs-23.3-6vl6.x86_64.rpmを
あげる！



install-assist系パッケージの
インストール

① install-assist-LibreOffice
パッケージを頂戴！

② install-assist-LibreOffice
パッケージをあげる！
※バイナリじゃないよ！
導入手順書だけあげる！

③ LibreOfficeのバイナリ
をあげる！
導入手順書に従って！



self-build系パッケージの
インストール

① self-build-vlc
パッケージを頂戴！

② self-build-vlcパッケージを
あげる！
※ビルド手順書だけあげる！

③ VLCのソースをあげる！
※ビルド手順書に従って、
ビルドして！
あ、ビルドの依存関係も
自分で解決してね！

④ VLCのビルドやるぞ！
あ、ffmpegもx264もself-buildなのねん。
依存関係も全部ビルドやるぞ！



利用可能なinstall-assist系パッケージ

✤ install-assist-AdobeAIR
v2.6.1を利用できるが……、AdobeAIR for Linuxはすでにobsolete。

✤ install-assist-AdobeReader_jpn
x86_64はこちらを利用した方がよい！
※AdobeReader_jpn：6.1 DVD/USBインストーラに同梱されている

✤ install-assist-opera

✤ install-assist-LibreOffice

✤ install-assist-flash-plugin ← 不要！
nonfreeカテゴリから再配布されるようになった。



主なself-build系パッケージ

✤ self-build-nautilus-dropbox

✤ self-build-Skype

✤ self-build-mplayer

✤ self-build-vlc

✤ self-build-xbmc



self-buildの設定（/etc/self-build.conf）

✤ TEMP_DIR=directory （初期設定：/var/tmp）
self-build系パッケージをビルドするときに使う一時ディレクトリ。
4GB以上のメモリがあるなら、メモリ上でself-buildしませんか？
例：/dev/shm

✤ CACHE_DOWNLOADED_FILES=no, yes （初期設定：no）
install-assist/self-build系パッケージの手順書に従って取得した
ソースファイルなどを保持するかどうか。
保持先：/var/cache/self-build



Q. self-buildがなんかおかしくなった(T.T) 

とりあえず、どうしたら良いですか？

✤ self-buildの状態を確認。

1.端末などのコマンドラインから以下を実行：
$ wget http://trac.vinelinux.org/export/6396/people/munepi/scripts/
check-self-build-packages.sh
$ chmod +x check-self-build-packages.sh
$ ./check-self-build-packages.sh

2.上記で出力されたメッセージを元に対処してみる。

✤ バグトラッキングセンターへ報告。

http://trac.vinelinux.org/export/6396/people/munepi/scripts/check-self-build-packages.sh
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Thank you so much!
We love Vine Linux!


