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はじめに

本冊子は、初めてLinuxを利用される方を対象に、Interface Linux Systemに組み込まれている

パッケージの確認方法について紹介しています。

弊社Web site(www.interface.co.jp)では「Linux引越しガイド」や、「Linux OSマニュアル」等

の公開を行っておりますので、こちらも併せてご覧ください。

パッケージとは

アプリケーションソフトウェアの実行ファイル、設定ファイル、ドキュメント、インストール時に必要

なスクリプトなどをまとめたファイルのことです。
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第1章　Interface Linux System 主要パッケージ

1.1　主要パッケージ一覧

　Interface Linux System のパッケージソフトウェアは 1,000 本以上のファイルから構成されています。

その中には LibreOffice を含む各種ユーティリティーならびに、ブラウザやメールソフトなどが含ま

れています。

以下に代表的なパッケージの一覧を示します。

表 1 パッケージ一覧(抜粋)

No 分類 パッケージ名 説明

1 カーネル linux-image-3.13.7-ci-0-32 Linux kernel binary image for version 3.13.7-ci-0-32

2 エディタ libreoffice-writer オフィス作業環境スイート -- ワードプロセッサ

3 デスクトップ環境 gdm3 次世代 GNOME ディスプレイマネージャ

4 プログラミング言語 python2.7 対話的な高レベルオブジェクト指向言語 (バージョン 2.7)

5 Webサーバー apache2 Apache HTTP サーバメタパッケージ

6 ブラウザ iceweasel
FireFox

Firefox ベースのウェブブラウザ(L7 まで)

ウェブブラウザ(L7X 以降)"

7 電子メール icedove RSS とスパムフィルタ機能が内蔵されたメール、ニュースクライ

アント

8 グラフィカル vnc4server 仮想ネットワークコンピューティングサーバソフトウェア

9 インタプリタ cpp GNU C プリプロセッサ (cpp)

10 コンパイラ gcc-4.7 GNU C コンパイラ

11 クロスプラットホーム cifs-utils Common Internet File System utilities

12 グラフィックス(アプリケーション) gimp GNU 画像処理プログラム

13 シェル bash GNU Bourne Again SHell

14 システム管理 dpkg Debian パッケージ管理システム

15 タスク task-desktop Debian デスクトップ環境

16 データベース libreoffice-base オフィス作業環境スイート -- データベース

17 ドキュメント(マニュアル,Help,FAQ) man-db オンラインマニュアルページャ

18 ネットワーク samba UNIX 用 SMB/CIFS ファイル、プリンタ、認証サーバ

19 パージョン管理 git 速く、スケーラブルな分散型リビジョン管理システム

20 ビデオソフトウェア mplayer Unix ライクのシステム向けのムービープレイヤ

21 フォント fonts-ipafont 日本語 OpenType フォントセット - IPA フォント

22 マルチメディア alsa-base ALSA driver configuration files

23 ユーティリティー dpkg-dev Debian パッケージ開発ツール

24 ライブラリ libgnutls26 GNU TLS ライブラリ - ランタイムライブラリ

25 ローカライズ locales 組込用 GNU C ライブラリ: 多国語サポート(ロケール)用データ

26 数学 bc GNU bc: 任意精度の計算言語

27 科学 liblinear-tools Standalone applications for LIBLINEAR

28 組込みデバイス tsconf タッチスクリーンライブラリの共通ファイル

29 通信 usb-modeswitch mode switching tool for controlling "flip flop" USB devices

セキュリティソフトウェアは、未インストールです。お客様にて インストールを行っていただく必要

があります。
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第 2 章　パッケージの確認方法

インストールされているパッケージの確認方法を示します。

2.1　Web サイトからの確認方法

以下の手順で、収録されているパッケージを確認できます。

[TOP]　→　[製品情報]　→　[Linux]　
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図 1: 製品情報画面

クリック
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[TOP]　→　[製品情報]　→　[Linux]　→　[詳細はこちら]
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図 2: Linux System の特長と種類

クリック
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[TOP]　→　[製品情報]　→　[Linux]　→　[詳細はこちら]　→　[64bit]
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図 3: Linux System 収録パッケージの選択

クリック

L7  をご使用の方は 32bit
L7X をご使用の方は 64bit
を選択してください
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[TOP]　→　[製品情報]　→　[Linux]　→　[詳細はこちら]　→　[64bit]　→　一覧表示
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図 4: 収録パッケージ一覧
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2.2　パッケージマネージャによる確認方法

Synaptic パッケージマネージャ による確認方法を以下に示します。

[アプリケーション]　→　[システムツール]　→　[システム管理]　→　[Synaptic パッケージマネー

ジャ]
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図 5: アプリケーションメニュー
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Synaptic パッケージマネージャが起動すると、以下の画面が表示されます。
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図 6: Synaptic起動画面
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赤枠の部分をクリックすると、パッケージのインストール状態に応じて表示状態がソートされます。

・緑色枠(■)で表示されているパッケージがインストール済みです。

　※ サービスが起動状態になっていないものを含みます。

　　 必要に応じてサービスの起動を行ってください。

・白枠(□)で表示されているパッケージは、未インストール状態を示しています。

　未インストールのパッケージは、Debian公式サイトからインストールすることができます。
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図 7: Synaptic表示画面
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第 3 章　パッケージの追加方法

Interface Linux System は、Debian のパッケージ群から開発環境などの主要なパッケージをインストー

ル済みです。インストールされていない 他のパッケージは、Debian 公式サイトより簡単に追加イン

ストールできます。

　

・Interface Linux System に収録されているパッケージの一覧は、dpkg コマンドで確認することができ

ます。

　user@InterfaceLinux:~# dpkg -l

・Debian の公式サイト(www.debian.org)にて、収録されていないパッケージも含めてすべてのパッ

ケージを閲覧することができます。収録されていないパッケージは、apt-get コマンドを使用してイ

ンストールします。

関連パッケージも合わせて自動的にダウンロードされ、インストールが行われます。

※ ダウンロードには インターネット環境が必要です。

　user@InterfaceLinux:~# sudo apt-get install <パッケージ名>

・公式サイト以外のパッケージについては、ローカルドライブにダウンロードしてから dpkg コマン

ドでインストールを行ないます。

　user@InterfaceLinux:~# sudo dpkg -i <ディレクトリ名><パッケージ名>

詳細は 「Linux OS マニュアル」 の 「システム管理」 「パッケージの追加」 をご参照ください。
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図 8: パッケージインストールの流れ

Debian 公式サイト

　パッケージ群

( インターネット )

　 収録パッケージ

( インストール済みパッケージ )

※ サービスが起動状態になっていないも

のを含みます。

必要に応じてサービスの起動を行ってくだ

さい。

xyz.gz( 圧縮ファイル )
   ( インターネット )

ローカル ディレクトリ

ローカルディスクに

ダウンロードする。

"apt-get" コマンドで

インストールを行う

xyz.deb( 解凍されたファイル )

Debian 公式サイト以外のパッケージ

( 例 :xyz.deb) のインストール

    "dpkg” コマンドで

インストールを行う

Interface Linux System
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重要お知らせ

保証の内容と制限

本製品の品質や使用に起因する、性能に起因するいかなるリスクも使用者が負うものとします。

弊社はドキュメント内の情報の正確さに万全を期しています。万一、誤記または誤植などが

あった場合、弊社は予告無く改訂する場合があります。ドキュメントまたはドキュメント内の

情報に起因するいかなる損害に対しても弊社は責任を負いません。

ドキュメント内の図や表は説明のためであり、ユーザ個別の応用事例により変化する場合があ

ります。

著作権、知的所有権

弊社は本製品に含まれるおよび本製品に対する権利や知的所有権を保持しています。　 

本製品はコンピュータ ソフトウェア、映像/音声(例えば図、文章、写真など)を含んでいます。

医療機器/器具への適用における注意

弊社の製品は人命に関わるような状況下で使用される機器に用いられる事を目的として設計、

製造された物では有りません。

弊社の製品は人体の検査などに使用するに適する信頼性を確保する事を意図された部品や検査

機器と共に設計された物では有りません。

医療機器、治療器具などの本製品の適用により、製品の故障、ユーザ、設計者の過失などによ

り、損傷/損害を引き起こす場合が有ります。

複製の禁止

弊社の許可なく、本ドキュメントの全て、または一部に関わらず、複製、改変などを行うこと

はできません。

責任の制限

弊社は、弊社または再販売者の予見の有無にかかわらず発生したいかなる特別損害、偶発的損

害、間接的な損害、重大な損害について、責任を負いません。

本製品(ハードウェア，ソフトウェア)のシステム組み込み、使用、ならびに本製品から得られ

る結果に関する一切のリスクについては、本製品の使用者に帰属するものとします。

本製品に含まれるバグ、あるいは本製品の供給（納期遅延）、性能もしくは使用に起因する付

帯的損害もしくは間接的損害に対して、弊社に全面的に責がある場合でも、弊社はその製品に

対する改良（正常に動作する）、代品交換までとし、金銭面での賠償の責任は負わないものと

しますので、予めご了承ください。

本製品（ソフトウェアを含む）は、日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、

弊社は一切責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、海外での保守サービスおよび技

術サポート等は行っておりません。

 

商標/登録商標

本書に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
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Ver. 年　月 改　訂　内　容

1.0 2017年3月 新規作成

このマニュアルは、製品の改良その他により将来予告なく改訂します。予めご了承ください。

本書をご使用の際は、必ず各製品型式の最新のドキュメント(USER'S MANUAL, Help)を併せて参照

してください。また、最新のドライバソフトウェアをご使用ください。

USER'S MANUAL, ドライバソフトウェアは弊社Web site(www.interface.co.jp)からダウンロード

できます。(Helpはドライバソフトウェアに含まれています)
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