もちろん、人々が求めるものはアプリケー

ていくソフトウェアの価格を避ける方途を

ションソフトウェアです。つまり、文書を

探している人もますます増えています。他

CD を購入するということは、誰かの時間

編集することから、仕事をしたり、ゲームを

の人からもらった素晴らしいフリーソフト

や、CD 制作の元手、 (全然売れなかった時

Debian Project は、フリー なオペレー

したり、更に新しいソフトウェアを開発す

ウェアへのお返しとして、自ら貢献をする

の) リスクに対して支払いをするということ

ティングシステムを作成するために連携

る作業に至るまで、人々が望むものをかな

人々も増えています。学術機関の人々のよ

なのです。別の言葉でいうと、あなたはソフ

し た 個 人 の 集 団 で す 。我 々 が 作 成 し た こ

える手助けとなるソフトウェアが必要です。

うに、自分たちの研究成果をより多くの人に

トウェアを配布する物理的メディアに料金

の オ ペ レ ー テ ィ ン グ シ ス テ ム は Debian

Debian には 25113 以上の パッケージ があ

使ってもらいたいと考え、フリーソフトウェ

を払っているのであって、ソフトウェアそれ

GNU/Linux もしくはもっと短かく簡単に

ります。これらのパッケージは、簡単にイ

アを作成してる人々もいます。また、ビジネ

自身に料金を払っているのではないのです。

Debian と呼ばれています。

ンストールやアップグレードができるよう

ス界はフリーソフトウエアの発展に関わっ

ここでいうフリーとは、「ソフトウェアが

コンピュータを動作させるために必要な

に、コンパイル済のソフトウェアを所定の

ていくためにそれを支えています。 (新しい

無料」という意味ではなく「ソフトウェアに

基本プログラムやユーティリティで構成さ

フォーマットでまとめたものであり、すべて

機能を手にするためには、自分自身で実装す

関する自由」という意味なのです。こちらに

れています。その中核にはカーネルがあり

フリーです。

る以上に速い方法はありません!) そしても

関するより詳しい情報については、フリーと

ちろん、私たちの多くはこれが大きな楽しみ

は何だろう？やこれに関して Free Software

だからなのです。

Foundation が言っていることを読んでくだ

1 Debian とは一体何ですか?

もしれません。

ます。カーネルとは、コンピュータ上で最も

これは、一つの塔に例えられるかもしれ

重要なプログラムであり、すべての基本的な

ません。その基礎にはカーネルがあります。

システム運用を行い、他のプログラムの起動

その上にはすべての基本的なツールがあり、

を可能にするものです。

さらにその上にはコンピュータ上で実行さ

わっているので、私たちのあり方が何らかの

大半のソフトウェアは 100 US ドル以上

Debian は、現在 Linux カーネルを利用し

れるすべてのソフトウェアがあります。そ

形で文書にまとめられることが有益だと考

もするのに、どうして Debian は無料なので

ています。Linux は、 Linus Torvalds が開

して、その塔の頂上に位置するのが Debian

えました。私たちの社会契約はこうして誕

すか?

発を始めたソフトウェアです。現在では、世

なのです。これらはすべて、協調し適切に

生しました。

界中の (おそらく 1000 人以上の) プログラ

動作するよう慎重に構成され配置されてい

マによってサポートされています。

ます。

しかしながら、Hurd のような他のカーネ
ルのための Debian を提供する計画も進行中
です。 Hurd は、(Mach のような) マイク
ロカーネル上で動作し、さまざまな機能を実

2 すべてがフリーなので
すか?

Debian はフリーソフトウェアに深く関

さい。

この質問よりは「ソフトウェア企業はどの

Debian はフリーソフトウェアに信頼を寄

ようにして、そんなにたくさんの料金を巻き

せてはいますが、フリーではないソフトウェ

上げているのか?」という質問の方がより適

アをご自分のマシンに導入されたい場合も

切なものではないでしょうか。ソフトウエ

あるかと思います。 Debian は可能な限り

アを作るのと車を作るのとは違います。ソ

こちらもサポートします。フリーではない

フトウエアはその写しを一部作ってしまえ

ソフトウェアを Debian システムにインス

ば、それをさらに 100 万部以上作ったとし

トールするための専用パッケージもあり、そ

てもその生産コストはわずかなのです。 (マ

の数もますます増えています。

イクロソフトが何 10 億ドルをも銀行に持っ

装するサーバ群です。 Hurd は GNU プロ

「なぜ、自らの貴重な時間を費やしてソフ

ジェクトによって開発されているフリーソ

トウェアを作り、それを注意深くパッケー

フトウェアです。

ジ化し、さらに 無料 で提供するような人々

フリーとはいっても、その CD を購入し

また、オペレーティングシステムを充実

がいるのだろうか?」と不思議に思われる

たりネットワークでダウンロードするには

させる基本的なツール群のほとんどは GNU

かもしれません。その答えは貢献している

料金がかかるのでは?

プロジェクトによるもので、 GNU/Linux

人々によってさまざまです。単に他人を助

「ソフトウエアがフリーならば、なぜその

て、それを誰にでも好きなだけ譲ってあげて

および GNU/Hurd という名前はこれに由

けることが好きな人もいるでしょう。コン

CD に料金を払う必要があるのだろうか? な

も構わないとします。しかし、その砂を持っ

来しています。そして、これらのツール群も

ピュータについてもっと学ぶために、プログ

ぜダウンロードするのに ISP に料金を払う

ていく人のためにトラック代を出してあげ

同様にフリーです。

ラムを書く人も多いでしょう。膨れ上がっ

必要があるのだろうか?」との疑問が湧くか

るのは馬鹿げているでしょう? 普通は彼ら

ているのには理由があるのです。)
ほかの視点から考えてみましょう。例え
ば、あなたの家の裏庭から無限に砂がとれ

に自分自身で持っていってもらう (つまり

二三の企業は自社ハードウェアの仕様を

目にされた後なら、私たちは消去される OS

ネットワークからダウンロードしてもらう)

公開しておらず、そのハードウェアのサポー

でしょうし、彼らは彼らで誰かまた他の人に

トが困難になっています。これは、そのハー

新たに他のオペレーティングシステムを

運送費を払って持っていく (つまり CD を

ドウェアを GNU/Linux で使えないかも

試すことは確かに時間のかかることですか

購入する) こともできるでしょう。まさにこ

知れないということを意味しています。そ

ら、躊躇なさるのも当然です。そのため、私

れが Debian の提供方法なのです。そして、

のハードウェア用のフリーではないドライ

たちは Debian の長所と短所を一覧にまと

なぜその CD/DVD のほとんどがこれほど

バーを提供する企業もありますが、後々その

めてみました。こちらは、Debian が使うに

安価 (4 枚の DVD で US で 12 ドル以下)

企業が倒産したり、そのサポートが打ち切ら

値するかを判断する際、その一助となるで

なのかについての理由でもあるのです。

れてしまった場合には、結局同じ問題に陥っ

しょう。また、これによって私たちの誠実

Debian は CD の売上から直接お金を得

てしまうでしょう。このような問題に陥ら

さと率直さも評価していただけるかと思い

てはいません。しかしながら、ドメインの

ないためには、 フリーなドライバを提供し

ます。

登録やハードウェアなどの出費は必要です。

ているメーカーからハードウェアを買うこ

よって、Debian にあなたの支払いの一部を

とをおすすめします。

が Debian ではないとの確信があります。)

いです。

3 どんなハードウェアがサ
ポートされていますか?
Debian は古いモデルも含めてほとんどす
べてのパーソナルコンピュータで動作しま

のサポートが得られま
すか?
ウェブサイトや、あなたのシステムにイン
ストールできるパッケージで利用できるド
キュメンテーションを読むことで助けを得
ることができます。また、メーリングリスト
やお使いの IRC を通して私たちと連絡をと
ることができます。仕事をするためにコン

寄付してくださる CD ベンダーがあるので、
そちらから CD を購入していただけると幸

7 自分でセットアップできま
せん。どうすれば Debian

サルタントを雇うことさえできます。

4 もっと情報が欲しいので
すが。

6 どうすれば Debian を入手
できますか?

詳細は、ドキュメンテーションやサポート
ページをご覧ください。

私たちが用意している FAQ をご覧になる
といいでしょう。

私たちの多くの CD ベンダでメディア価
格程度で買える CD から Debian をインス

5 まだ納得できません。

8 あなたたちは一体誰で
すか?

トールするのが、最も一般的です。十分な
インターネットアクセスを持っているなら、

Debian は、世界中にいる 1000 人近く

す。Debian はリリースされるごとにより多

私たちの言葉を鵜飲みにしないで、あなた

インターネットを通して Debian をダウン

の活発な開発者によって開発されていま

くのコンピュータアーキテクチャをサポー

自身で Debian を試してください。ハード

ロードし、インストールできます。

す。彼らはボランティアであり、自らの余

トするようになっています。現在サポート

ディスクはますます安価になってきている

されているアーキテクチャの完全なリスト

ので、たぶんあなたは 2GB の空き容量をお

は安定版リリースのドキュメント を参照し

持ちでしょう。グラフィカルなデスクトッ

も し 、ま だ Linux ハ ー ド ウ ェ ア 互 換

のコミュニケーションは主に電子メール

てください。

プが必要ない場合は、600 MB もあれば十

HOWTO (日本語版) をご覧になっていな

(lists.debian.org のメーリングリスト) と

標準的なハードウエアに関しては、そのほ

分です。 Debian をこの空きスペースにイ

いなら、先にこれをご覧になるのもいいで

irc.debian.org の#debian IRC チャンネル

とんどすべてをサポートしています。お持

ンストールするのは簡単ですし、既存の OS

しょう。

によって行なわれています。

ちのマシンに接続されているデバイスがサ

と共存もできます。そして、さらにディスク

そして、(かなりの数に驚かれるかもしれ

Debian Project は、慎重に組織化された

ポートされているかどうかをお確かめにな

スペースが必要になった場合には、単純にイ

ませんが、) 私たちが提供している各パッ

体制 になっています。Debian の内側がど

るには、 Linux ハードウェア互換 HOWTO

ンストールした OS のうちの一つを消去し

ケージ 全体に目を通しておくこともお忘れ

うなっているかについてのより詳しい情報

(日本語版) をご覧ください。

てしまえばいいのです。 (Linux のパワーを

にならないでください。

は、開発者のコーナーを御覧ください。

詳細は、Debian の入手に関するページ を
ご覧ください。

暇を利用して作業を行なっています。開発
者 が 実 際 に 会 う こ と は ほ と ん ど な く 、そ

9 Debian を使っているのは
どんな人たち?
正確な統計を取ったわけではありません
が (Debian のユーザ登録は必要ないため)、

Debian が非常に多くの大小の組織や何千人
ものユーザに使われているのは間違いあり
ません。「Debian を使っているのはどんな
人たち?」 のページには、Debian を使用し
ている理由および使い方について、簡単な説
明を提出してくれた有名組織のリストがあ
ります。

10 どのようにして始まった
のですか?
Debian は、Linux と GNU の精神に則
り、オープンに開発される新しいディスト
リビューションとして、1993 年 8 月に Ian

Murdock によって始められました。Debian
は注意深く組み立てられ、同様な注意をも
って保守およびサポートされます。Debian
は小さくて密接に結びついたフリーソフト
ウェアハッカーのグループとして始まりま
したが、しだいに、大きくてうまく組織され
た、ユーザと開発者のコミュニティに成長し
ました。詳しい歴史 もご覧ください。
なお、よくご質問をお受けするのですが、

Debian は /de.bi.n/ と発音します。こちら
は、Debian の創始者 Ian Murdoch と彼の
妻 Debra の名前に由来しています。

