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ＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬ����をををを����楽楽楽楽しししししししし！！！！！！！！        

全３３頁頁頁．．．．    ここ頁頁頁．．．．   

パパパパを買い換えええ、アアアアアアアパを購購するす、そこ価格が考ええええ高価だだええ、バアバアパアバアが早すすす直ぐ

に次を購購せえすせるせせ、もだす簡簡に永せ使える様ににににいもこに。パパパパは「道道だ」車は１１年使える。になす考え

ます。そこ結結、アリバリリすいせＯＯは無無にしい。使えにいもこに、す考えます。  

そこそ小小も、昔昔昔しえＬＬＬＬＬを動にしすかえせす考考そす。  

現現現に購るＬＬＬＬＬには、大大しす３種種ががえます。  

１．．ＬＬ．．．．こＯＯが稼動しすいる機機にイパリイアイが出来るもこ  

２．．．．をフフアフバイしすＬＬＬＬＬ専用機すしすイパリイアイするもこ  

３．．．．．Ｏ．にに起動しす、イパリイアイしにいそ試試するもこ  

1. こ場場は、起動起に目次がそすＯＯを選択します。欠点は、普普は元に戻せませせ。  

．ＬＬ．．．．こ動動に不不場が小じるす、多せこ場場、．．．こフフアフバイをしす、すすすを最最ににイパリイアイする

必必が小じます。フフイイはすすす失わわます。  

2. こ場場は、大こ．．．を用用する必必ががえます。動動は、ＬＬＬＬＬこかにこそ、元こ．．．に戻せせ．ＬＬ．．．．に

は支支は小じませせ。ここにこ方方がが勧めそす。  

3. こ場場は、試しに動にしすかるだかそす。設設を少し．．．に書き込かますが、．ＬＬ．．．．こ動動には支支ががえ

ませせ。  

新しいアアアアアアアパをパパパパにイパリイアイする起には、期期す心心が同同しすいます。ましすま、大こＯＯをパパパパに

購わる場場には、そこ上に勇気が必必そす。説明書なせえにイパリイアイしすも、必ず動動するすは限えませせ。何何に再

イパリイアイま、まえ、大こＬＬＬＬＬをイパリイアイするす動動するこすもがえます。何何に試試試試をしす使いますいＯＯを購

わすかましれせ。画像は、にせだにせだす現に購わえＬＬＬＬＬ関連こ書書。．．．．Ｏ．、．。．．．Ｏ．も付属しすいます。  
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ＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬににににににににいいいいすすすす    

ＬＬＬＬＬこわにえますい簡単に解説そす 

ＬＬＬＬＬこ概必 

ＬＬＬＬＬは、１１１１年、フフパフパフ、ヘイアパヘ大学こ学小こ�ＬＬＬＬ．�Ｔ．ＴＴＴＴ．�氏にえだすフアアこＯＯすしす動にわましえ。 

そこ後、ここ基基基基こカアカイに幾ににこアアアアアアアパが加えにわ、多せこデフリイアデデアアパが開発せわましえ。１１１１

年に�．Ｒ．．ＴＲ�ＬＬＬＬＬ�が公開せわ、１１年年後年に日基そも盛せに使わわだしましえ。しにし、そここそは、パパパパにイパ

リイアイするこが面面そ難しにだえ。  

最最、．．．．Ｏ．にに起動そきるもこが開発せわ、．Ｏ．．、、．Ｏ．Ｏこえせにフマリそ簡単に操動操操ににえまえ使わ

わすきましえ。ＬＬＬＬＬそは、、．．、、．Ｏ．す言います。基当はここにこ方が古いこだが使いにせにだえ。普通は、．Ｏ．．

ＯＯこえせにパフパフ打こそ動いすいましえ。  

ＬＬＬＬＬこ基基カアカイはフアアパフイそすが、アアアアアアアパは有無有売せわすいるもこもがえ、選択に迷います。フアアパフ

イにも使い易いもこが開発せわすきす、現現そはですせな無無そ使えます。 

Ｔ．ＴＴＴＴ．�氏はそこ後アアアカへ渡え、パパパパこ．．Ｃに最最ににＬＬＬＬＬを購わえいす考え、イフパリアト社に購えましえが、完

成はまだこえせそす。イフパリアト社こＬＬＲＲＴ互換こ．．Ｃは日基こアアカアそも使わわパパパパに搭搭せわ市有せわましえ。  

ＬＬＬＬＬこ種種 

 

ＬＬＬＬＬは上図こえせに、ＬＬＬＬＬカアカイすアアアアアアアパ基基そ構成せわ、全全そは、ＬＬＬＬＬデフリイアデデアアアパす呼せわ

ます。  

デフリイアデデアアアパ・種種  

 

○頁は、次次こ記記を参照しすせだせい。  

上記こでににも多せががえます。。ＯＯ、．Ｌ。。。ＬＬＬＬＬ、ＯＬ。、、 ．ＴＤＤＯＤＴＴＴＬＬＬＬＬ、．ＤＲＬＯＬ．Ｒ、．

ＴＬ．ＴＬＴＴ、 ．Ｒ。ＬＴＬ、ＬＬＬ．ＤＬＴＲＤＬＬＬ．．．．Ｄ、 になにな。  

サアバア向かこ商用すしす多せ使わわすいる  

．Ｒ．．ＴＲこパパパパ版すしすフアアそ使わわすいる  

．Ｒ．．ＴＲ．．ＴＲをベアリに日基向かに開発せわえ  

．Ｒ．．ＴＲにに派小しえもこそ、商用にににわわすいる  

ＯＴＴＳＳ．ＴＴＲをベアリすし、日基そＬＬＬＬＬブアブを築いえ  

独立試立方立産業業業総場研究究が主全すにだすいる  

最最使わわるえせににだえ ＣＯＵににも起動操操  

．．．．Ｏ．にに起動操操に軽量にもこ  

���Red Hat Linux 

○ Fedora Core 

○ Vine Linux 

○ Turbo Linux 

���PlamoLinux 

○ KNOPPIX 

○ Ubuntu 

○ Puppy 
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ＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬをををを専専専専用用用用機機機機ににににイイイイパパパパリリリリイイイイアアアアイイイイししししすすすす動動動動ににににすすすす    

空こ．．．を用用しす、イパリイアイしす動動せせえ報報そす。ＬＬＬＬＬこかがイパリイアイせわすいます。。．ＯＬそイパトアカ

バイにも接続しすいます。１番上こ画像こ左上こ「．Ｒ．．ＴＲ」そ悩せだパアパフアアパこ動成も大基基大動そ試わわます。１

何ＬＬＬＬＬを書き込せだ．．．は、．Ｏ-．ＯＯこ．．Ｌ．Ｓそ開開、設設、フフアフバイをしすいます。ここすきに、．ＬＲ．．ＯＯ領

域す表表せわるこすもがえます。  

。。。。ＬＬＬＬＬＬＬＬＲＲＲＲ    ＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＤバイパアリバリリＤ 

Vine Linux こ詳詳ペアバ   

  

左：。ＬＬＲ ＬＬＬＬＬ １．１、右：。ＬＬＲ ＬＬＬＬＬ １．２．  

パパパパに何も購だすいにい．．．をににす、イパリイアイ。 イパリイアイは３１基ぐにいそ終わえます。  

起動には、１基１１秒を必し、毎回ユアユ名すパリパアフこ購入を求めにわます。 終終には、２２秒を必し、電電は大動そ

は切わませせ。  

使用使は、．Ｏ．．ＬＬ．．．．すこ違違使は小じませせ。カバイすアアイにに充基使えます。  

．．．使用バイイ数：２．３ＧＵＤアリパブ・モモトこ表表Ｄ  

ＴＴＴＴＬＬＬＬＴＴＴＴ。。。。．．．．    ＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＤトアタアリバリリＤ 

Turbo Linux こ詳詳ペアバ   

パパパパには．Ｏ．．ＬＬが購だすいる．．．をににす、 ．。．

にに起動しえＴＬＴ。． ＬＬＬＬＬそ全基を削削しすイパリイアイ

しえ。 イパリイアイは３１基せにいだだえ。  

使い勝現は、上こ。ＬＬＲ ＬＬＬＬＬすがまえ変わアませせ。 起

動１基１４秒、終終２４秒そ電電が大動そ切わます。 起

動起に毎回、パリパアフこか購入が求めにわます。 独大こ

．Ｒ。ブフマユを使だすいます。  

．．．使用バイイ数：３ＧＵＤリイスアバデバイリこ表表Ｄ  
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ＣＣＣＣ。。。。ＬＬＬＬＬＬＬＬＲＲＲＲＬＬＬＬＤマブパイウＤ 

Ubuntu こ詳詳ペアバ   

  

左はＬ。ＬＬＲＬ８．１１、右はＬ。ＬＬＲＬ８．１１。 

８．１１は雑誌こ．．-．Ｏ．ににイパリイアイ、カバイに接続するすＬ。ＬＬＲＬ こ頁にににがえ、次こバアバアパににだすいえこ

そ、ダマパダアフしすまえイパリイアイ。 こわが一番使い易い、イパリイアイも判えますい。．ＬＬ．．．．す両立も操だだえ。  

．．．．ＲＲＲＲ．．．．．．．．ＴＴＴＴＴＴＴＴＤフフフフＤ 

Fedora こ詳詳ペアバ   

 

こわは残念にがにがまえこ重せにイパリイアイを諦めましえ。  

ＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬをををを．．．．ＬＬＬＬＬＬＬＬ．．．．．．．．．．．．．．．．がががが動動動動いいいいすすすすいいいいるるるる機機機機ににににイイイイパパパパリリリリイイイイアアアアイイイイししししすすすす動動動動ににににすすすす    

パパパパを起動するすきに使せＯＯを選択する。  

ＫＫＫＫＬＬＬＬ．．．．ＤＤＤＤＤＤＤＤＬＬＬＬＬＬＬＬＤリクアクリリＤ 

Knoppix こ詳詳ペアバ   

-- index 4/8 --



ここ．．-．Ｏ．は、．ＬＬ．．．．．、．こデフリリイバア画面に

に．．Ｃ．Ｏ． を開いすイパリイアイします。「ＳＬ．ＤＤＬＬ」す

いせフフイダアをにせえ、 そこにパクアせわます。 

パパパパこ起動起に、選択画面が表表せわ、．ＬＬ．．．．す

ＬＬＬＬＬこなこににを選択しす起動します。ＬＬＬＬＬを選択する

す「ＫＬ．ＤＤＬＬ」が起動しますが、２基３１秒せにいを必しま

す。終終は１２秒そしえ。。ＳＬ．ＤＤＬＬフフイダアこフフイイを

毎回解回しす動きます。フフイダアは３３１．Ｕそすが、動

動起には１．７３ＧＵに解回せわます。 

こにかに、．ＬＬ．、Ｄは起動１３秒、終終は１３秒そす。  

ＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬをををを．．．．．．．．．．．．．．．．ＯＯＯＯ．．．．にににににににに起起起起動動動動ししししすすすす動動動動ににににすすすす    

１．． Ｌ、、Ｃ、すいわわすいるもこ。イパリイアイはにし。 

雑誌こ付録こ．．．．Ｏ．を使だええ、ダマパダアフしす大基そ動成しす試試試試します。  

ＤＤＤＤＬＬＬＬＤＤＤＤＤＤＤＤ。。。。    にににになななな    １１１１．．．．．．．．    ＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬ    ここここ紹紹紹紹紹紹紹紹 

puppy�になこ詳詳ペアバ   

  

．ＬＤＤ。こ．Ｒ。頁を見るす、何種種にがえます。幾ににダマパダアフしす動にしすかえが、イパリイアイす言せ箇究そせませいに

ににだえ。  

  

左は。ＯＯ、右は．ＴＴＬ。 
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軽いすいせこそダマパダアフしす動にしすかえ。軽快そがるが、そこまま．．．にイパリイアイは出来ににだえ。  

１１１１．．．．．．．．    ＬＬＬＬ、、、、、、、、ＣＣＣＣ、、、、ここここ動動動動成成成成 

1cd こ詳詳ペアバ   

 

ダマパダアフフフイイに欠陥ががだええ、書き込かに失失する

す、 起動そきににだええ、フフイイが不不しすいええ、不不が

発小します。 結結、２７枚動成しす、不不が１１枚そしえ。  

機機機機機機機機・・・・実実実実実実実実にににに使使使使だだだだええええパパパパパパパパパパパパパパパパ    

 

イパリイアイを実実しえ機機は、．、ＬＬ：Ｇ、２１１そすＤ左こ画像Ｄ。 こわを、アブアバイ．．．化するすせ大こアシアアにＤ右

こ画像Ｄ購わえもこそす。  
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イパリイアイしえ機機 

 

 

 

使用しえアブアバブイ．．．アアリ。．．．は、３．４イパイ４台、２．４イパイ１ 台。  

総総総総括括括括・・・・問問問問問問問問点点点点    

パパパパに新しいＯＯをイパリイアイするす言せこすは、失失を覚悟し、何何も試試試試を繰え返せにいす成成しませせ。す、

言せこすは、現現こＯＯが使えにせにだえすきに購購しえ状態に戻せにかわせここ実実は不操操そす。 にまえ、現用こＯＯす

アアアアアアアパこ再イパリイアイが出来るこすが条件ににえます。 

まえ、．．．こ交換も出来にいす多せこ種種こＯＯこ実実は不操操そす。そこ結結、 実実に適しすいるパパパパはデフリリ

イバア型、もしせはクアイ型そも．．．こ交換が操操に機種ににえます。そしす、現用こ．．．を外しす大こ書に交換しす実

実するこすをが勧めします。 

以以に、問問すにだえ箇究を列記します。同様こ記をが考えこ方こ参考ににわせ幸いそす。  

．．．．．．．．．．．．ここここフフフフフフフフアアアアフフフフババババイイイイ        

．ＯＯこ．．、ＯＫ用に、．ＬＬＣ．、こ起動デフリリを動えそわそフフアリバイも試だえ。にまえすすす．。Ｔ３２フフアフバ

イそす。  

．．．．．．．．．．．．ここここ領領領領域域域域開開開開開開開開        

使用しえ．．．は１１台最せににえ、領域開開すフフアフバイを繰え返しましえ。 昔は、ＬＬＬＬＬをイパリイアイしえ．．

．を．ＯＯこ．．そ．．Ｌ．Ｓをするこすが出来にせす、ＬＬＬＬＬこ．．Ｌ．Ｓそ領域を開開しす．ＯＯそ再何設設しフフアフバ

イをする必必ががだえが、最最こＬＬＬＬＬは．。Ｔ３２フフアフバイそもイパリイアイ操操にもこががえ領域開開は随基

楽ににだえが、せませ出来にいもこもがえ、ＣＯＵ接続用こ冶道を用いす．ＬＬ．、．機にににす「パパイダアイパカイ」

「管管ツアイ」「パパクデアトこ管管」「デフリリこ管管」そ開き、領域を開開しえもこも小じえ。  

起起起起動動動動起起起起起起起起ここここ不不不不不不不不不不不不？？？？        

空こ．．．にイパリイアイするす、起動起起に３基を必しえＬ。ＬＬＲＬが、．ＬＬア、．す両立するえせにイパリイアイしえ

に２基を切だす起動し、回転数が早い．．．に変更しえに１基年を切るえせににだえ。不不不に現現もがえましえ。  

．、ＬＬ Ｇ、２１１  

．ＲＬ１ １．７ＧＵ  

２４３．Ｕ  

Ｌ、、Ｃ、にええ変更  

．、ＬＬ １４イパイ  

起動１３秒、終終１３秒  

型番： 

．．Ｃ： 

アモアア： 

．．．： 

Ｌ．．： 

．ＬＬ．、．： 
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大大大大ここここパパパパパパパパパパパパパパパパににににイイイイパパパパリリリリイイイイアアアアイイイイ        

実実機そは正通に動いえもこが、大こクアイパパパパに購わえにせませ動動せず、バアバアパこ古いでせが動いえもこ

ががだえ。ＤＬ。ＬＬＲＬＤ まえ、機種が変わるすデフリリイバア画面こ色が変え非通に見にせせにえ使用をがきにめえもこ

もがだえ。Ｄ．．ＴＤ  

デデデデフフフフリリリリイイイイアアアアデデデデデデデデアアアアアアアアアアアアパパパパここここ多多多多せせせせににににささささだだだだせせせせええええ！！！！！！！！        

ＬＬＬＬＬこ心臓基は１種種にこに、そわにアアアアアアアパを加ええ、デフリイアデデアアアパこ多せに驚き、なわを主に使

がせにす悩かます。．ＬＬ．、．こ年代を考ええすきには、多数こ方が使だすいるもこが最適そ、現現はＬ。ＬＬＲＬにＳ

Ｌ．ＤＤＬＬ を選択するこが不いそしれせ。Ｌ。ＬＬＲＬは機操も丁何不いそすが、ＳＬ．ＤＤＬＬは科学計計をするアアアアア

アアパになも多せ、そわにえに動動も重いそす。  

．．．．ＬＬＬＬＬＬＬＬアアアア、、、、．．．．機機機機ににににイイイイパパパパリリリリイイイイアアアアイイイイ        

．ＬＬ．、．が動動しすいるもこに、イパリイアイしす起動起に選択操操にもこもがえますが、．．．．にに起動しすイ

パリイアイをするす全基を削削しす大基だかをイパリイアイするもこもがえます。ここまま実試するす．ＬＬ．、．関連

こフフイイは全基にせにえます。すすすこフフイイが消失しますこそ、充基に注用が必必そす。  

アアアアモモモモ用用用用用用用用ここここ数数数数すすすすイイイイパパパパリリリリイイイイアアアアイイイイ回回回回数数数数        

イパリイアイこ様子をアモしえ用用は３１枚を越え、イパリイアイ回数は多基４１回を越えすいます。．．-．こ不不

にす書き込か機種を変えす同じもこを１枚にせえ、多基２何づにイパリイアイし、パパパパにがわにいにしせ全基せませい

にににだえもこもがえます。試試試試す根気こ連続そす。完成を期期しにがに楽しせそ実試しましれせ！！  

ＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬををををイイイイパパパパリリリリイイイイアアアアイイイイししししええええ．．．．．．．．．．．．をををを．．．．ＬＬＬＬＬＬＬＬ．．．．、、、、．．．．そそそそ読読読読しししし        

ＬＬＬＬＬこかをイパリイアイしえ．．．こフフイイアリパブは ＲＬＲ３ すにだすいす、ここ．．．をＣＯＵ接続そ．ＬＬ．、．機

ににににすもエリリアダアフアそは認認しませせ。「パパイダアイパカイ」「管管ツアイ」「パパクデアトこ管管」「デフリリ

こ管管」そこか認認します。 

まえ、１１クパフフバイアアブイそ．．．パアバイに接続しすも同様、もしせはパパパパが起動しませせ。  

外付か．．．をフフイイアリパブ．。Ｔ３２そフフアフバイしえもここかが両方そ認認そきます。フフイイこ移動にはここ

方方が最適そす。  

-- index 8/8 --



ＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶ����ＬＬＬＬＶＶＶＶＶＶＶＶＬＬＬＬＬＬＬＬ����をををを考考考考考考考考        

久ししししＬＶＶＬＬを楽ししししししししししししししを作ししっっっっ「ＶＶＶＶ ＬＶＶＬＬＬしで。 

少し前し、ＬＶＶＬＬを動しかしし入入しし、イイイイイイししっ、イイイイイイイし接続しししししし。かっそそ進進しししししっ

だっ、再考考をしし結結イイイイイイイし接続しし、普普し使えそで。  

っっＬＶＶＬＬは、「、Ｖ、�ＨＨＨ�ＬＶＶＬＬＬ系っ「「Ｖ、「「Ｈ�Ｃ「「ＶＬしで。  

前前：ＶＶＶＶ ＬＶＶＬＬ ４．０、後前：ＶＶＶＶ ＬＶＶＬＬ ４．２しで。  

ＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶ����ＬＬＬＬＶＶＶＶＶＶＶＶＬＬＬＬＬＬＬＬ����４４４４．．．．００００    

過過入入しし「ＶＶＶＶ ＬＶＶＬＬ ４．０をイイイイイイ  

アアアアイアアイ 

イイイイイイ 

イイイイイイは、Ｃ、、、、、しっし安安  

Ｃ、、、、、版は、機機を選びそびしっし、 Ｃ、、、、、 １枚枚っししでのしイイイイイイは完完しで。  

画面っ指指し従しし「次へＬをクアイクですし３０分くくくし終完しで。 Ｈ、、３０ＧＧ、１ドドイドしで。  

Ｈ、、使使バイイ数：２．６ＧＧＧアイシシ・モモイっ表指）  

さし、起動は？？ 

  

起動ですし、見見れし機機っチチイク画面っ出ししそで。 っっし少々時時を食しっっ不満しでっ、ややを得そびし。少し待

 

アアアアイアアイ(左)：  

ＶＶＶＶ�ＬＶＶＬＬ４�入入キイイＧＣ、、、、、Ｌ２）  

発行行：秀秀アイシシ  

定価：：２，６００＋税  

書書を探しし時し、、Ｖ、しはしく、Ｃ、、、、、っ付属し

しくす物を探しし。 
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ちそで。 ユイユ名「「「Ｈしパイパイドをくれ画面っ出そで。 入入は起動ごしし毎回回めくれそで。  

 

デイクイイア画面しししそしし。メイイメモメイバイは、上上しにしそで。 っっそし、１分４０秒を要しそで。  

イイイし接続を設定です 

左っ画像は、接続ソソイを設定し、接続っししし時っのっ

しで。 

イイイし接続そしっ、試行試試 

ＬＶＶＬＬをイイイイイイししパソパイしイイイイイイイ網しは左図っ

実線し接続されしくそで。 

ＷＶＶＷＷＷしは、普通はハドっ設定は行わわし動作ししくそ

で。 っっ機しのＨ、、をＷＶＶＷＷＷっし差し替えすしイイイしに

しっしそで。 

ししし、くくく設定を変更ししのにしっしそびし。 イイイネイド

を認認ししくそびしししし表指のしそで。 しれしの壊れしくす

事は考えくれそびし。 ハドっ設定っ別し必要しっしし、説明

書を読やのしくしししで。 かっし、図っ点線っししし配線を変更、接続を試しそで。 イイスイイアイドイしククイアイドイしさ

ししちくを使しっだしし、 ししし考えしっく、パソパイしくっアイドイをＡ、ＡＬ端端しにしにそで。 ははは、しそく接続しそし

し。  

かっし次は、電電を切しし、Ａ、ＡＬ端端しハドっ電電を先しくれししく、 パソパイっ電電を入れそで。っれを何回し繰し返

でし、 ハドを普ししイイイしにしっすしししししそしし。めししし、めししししで。  
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そし、問問っ発生しで。っっイイイイイイイ接続使っ「、Ｗ、ＷＷＷ「「Ｌっ画面っアアイイネイイっしくっしで。そし、メイイメモ

メイバイっしっしの追追されししくっしで。使ししびし、パコイドを打ち込や画面を出しししく、パコイドを入れ、次っ画面し

出す「、Ｗ、ＷＷＷ「「Ｌしイイイイをクアイクししくしイイイイイイイし接続ししそびし。少し面面しで。のし少し勉強ししくし、し

しでうしし方方っ不明しで。  

かっ後、っれっアアイイネイイＩＣ、Ｉをにくし、再起動後の簡単しイイイしにしっすしししししそしし。  

ドドブユは 

 

「「Ｖ「Ｖ「「ＬＬを起動ですし、自動自しＶＶＶＶ ＬＶＶＬＬっ頁し接続されそで。  

現現、ＶＶＶＶ ＬＶＶＬＬは、４．２しで。  

メイイソソイは 

 

メイイソソイは、「Ａ、ＬＷＨ「Ａ、Ｌっ付属しそで。  

パソパイっ停停は、 

-- vine 3/5 --



停停は、前前っイイイイイイイへっ接続を「イイイアＬし、メイ

イメモメ、バ、っ「デイクイイアＬ、「アシイイシブイＬをクアイクで

すし、左っ画像っ表指され「アシイイシブイＬを再再クアイクし

そで。  

 

ですし左っ画面ししし最後し、「Ａ、、ＨＶ、 ｈＨｈＨＶ、Ｌし表指

されしく、 電電ボイイを切しそで。 

残念しっく電電は自動しは切れそびしししし。 

っっそし、２２秒を要しそで。  

ＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶ����ＬＬＬＬＶＶＶＶＶＶＶＶＬＬＬＬＬＬＬＬ����４４４４．．．．２２２２    

ＷＶＷ頁し接続ししくバイバアイは４．２だししっし、ソフイイをシブイクイド。Ｃ、、、、、しくれ、イイイイイイしそで。  

イイイイイイ 

今再は別っＨ、、しイイイイイイ。ししし２．５イイチ。  
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違しアアアアイアアイっししし画面しで。  

 

デデイクイイアアイパイをクアイクですしメモメブ項枚っ少し増えしししし・・・。 Ｈ、、占占１．８ＧＧ。  

状態 

起動：２分３０秒、停停：３１秒。 

Ｃ、、、、、、外付しＵＡＧ、Ｈ、、、共し自動しは読し込そわ。起動、終完終しわ。 さし、ししでうしし？？  

-- vine 5/5 --



ＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴ    ＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＴＴＴＴＬＬＬＬ    をををを考考考考考考考考        

ここＬＬＬＴＬは、正正正とと言うううとこう、市市市は、アアアアアアアアと完完うで。雑誌誌録こ、、、、、、、、には２

種種ことこの入っっっっ、ＴＴＴＴＴ、ＬＬＴＬ Ｃ、ＬＣＬＣ ２２２２はうははイイアイアイううでの、ＴＴＴＴＴ、ＬＬＴＬ ＦＦＦＦはうははイイアイ

アイううででっで。  

ＷＣＴブブブブに、ＦＬＴＣ、ＴＬと違う「ＷＣＴ「「「Ｌ「を用っっっっ、使用に違違違のがっで。  

ＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴ、、、、ＬＬＬＬＬＬＬＬＴＴＴＴＬＬＬＬ    ＣＣＣＣ、、、、ＬＬＬＬＣＣＣＣＬＬＬＬＣＣＣＣ    ２２２２２２２２２２２２２２２２    

動動は良っこいの、毎回パアパアパこ入入を求めめめめ。 

アアアアアアアイ 

イイアイアイ 

、、、でめ起動でめ。起動：３分２２秒。停停：４２秒。  

 

起動しでめ、アイアイこ「ハアパパブイブにイイアイアイ「をクア

ック。  

 

使用使使使使使に同同しっ、キアキアパを選択、ＴＴＴＣこ

パアパアパを入入。 そこそでを設設。イイアイアイは３２分

位う完完しはで。  

起動は？？ 

 

アアアアアアアイ：  

雑誌：ＬＬＬＴＬ１２２％�、Ｔ、�５（誌録、、、Ｄ  

発行行：晋遊舎（しししうししＤ  

設価：：１，３２２  
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再起動しっ最最こ画面うで。そこはは待ちはで。 パアパアパを入入しはで。  

  

周辺を点検しはで。そこ後、画面の出はで。  

ネッイに接続を設設でめ 

 

イイアアネッイ接続こアイアイをクアックしはで。  

左左こ、Ｒ、ＲＲＲＴＲとっう画面の出はで。アプパププをクア

ックし、右こ画面を出し、接続名、ユアブ名、ネッイパアク

名、パアパアパを設設しはで。、。を押し左左こ画面こ接

続をクアックでめとネッイににでのにはで。  

-- turbo 2/4 --



ブブブブは 

 

「ＷＣＴ「「「Ｌ「とっう独自こブブブブうで。  

パパアイこ停停は、 

 

停停は、前前こイイアアネッイへこ接続を「切断「し、メイイ

メメメ、バ、でめ「セッアアイを終完「、「アイコメアアを停停「

をクアックしはで。 電電と切めはで。  

 

起動：１分５２秒、停停：２４秒  

アフイイバイイ数：３ＧＧ  

-- turbo 3/4 --



ＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴ、、、、ＬＬＬＬＬＬＬＬＴＴＴＴＬＬＬＬ    ＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦ    

動でしっかでいかうで。イイアイアイ失失。 

アアアアアアアイ 

画面面面 

  

、、、、、、、でめ起動。 

軽そうでこうイイアイアイししうと試かでの、うはは起動しででっで。 左：起動画面、右：デプアクイッア画面。  

 

アアアアアアアイ(左)：  

雑誌：ＬＬＬＴＬ１２２％�、Ｔ、�５（誌録、、、Ｄ  

発行行：晋遊舎（しにしうししＤ  

設価：：１，３２２  

-- turbo 4/4 --



ＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ））））    ＬＬＬＬＬＬＬＬＵＵＵＵＵＵＵＵＬＬＬＬ    をををを考考考考考考考考        

ＬＬＵＵＬ関連の雑誌を幾つつ購購ししし、この「ＵＵＵＵＵＵ「の特特が多つかし。多くの人に使わわわわわのつ、普普さささささ

しわわわのつし不不だが、使さ易わいい。  

前前：ＵＵＵＵＵＵ８．００、後前：ＵＵＵＵＵＵ８．１０。追追、ノノウノノノウにイウイウノイ。  

ＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵ８８８８．．．．００００００００    

最最、雑誌誌録の「ＵＵＵＵＵＵ８．００「をイウイウノイ  

アアアアノアアウ 

 

イウイウノイ 

  

ＣＣＣＣＣＣつしの起起し、３分を要しわ、右のデデイデウデア画面ににににい。 イウイウノイアイノウをデアデデしにい。  

 

アアアアノアアウ：  

雑誌：ＬＬＵＵＬ：：Ｕ：：：．１３  

誌録：ＣＣＣＣＣＣＬ２  

発行行：毎日ノコココアノアアウコ  

定価：：１，０４０  

-- ubuntu 1/5 --



  

ノイパノパの設定や、質質質質に購入し、 さくわつしにわノノパデアアウし、イパデア領領を１ＧＧくしわつくに、残に全全を ＬＬ

ＵＵＬ用に指定、だだにし再再行さこさにしし。 画面の指指に従かわ「次へ「をデアデデいわさ３０分くしわい終終いい。 ＨＣＣ３

０ＧＧ、１パドイウいい。 ＨＣＣ使用バイウ数：０ＧＧＵアイパシ・モコモの表指）  

起起：１分３０秒、停停：１１秒。電電も切わにい。  

イウモノイデウへ接続 

  

イウモノイデウへの接続し、「アイパシ「、「ヘイアさササノウ「を開くさ設定の方方が記しわしににい。  

  

にしし、「アアアアノアアウウ「、「アデアサア「、「端端「を開き、左の画像い sudo pppoeconf さキノキノパつし購わにい。 

「「ＵＵ「「「い、ノイパノパの購入をいわさ、右の画面ににに、イノサイデウを調べ、ユノユ名の購入、ノイパノパの購入を購わ

われ、イデウへの接続いきにい。 １再いつにがわこさししににさでのい、再起起を繰に返しわ何何つ試行試試しにい。  
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ウドウユし 

  

標標のウドウユ「：Ｌ「「「：Ｌ「を起起しＵＵＵＵＵＵの頁を見わさ 今しバノバアウ８．１０いい。 早早、ダウウダノパいい。  

ノノノウの停停し、 

 

停停し、画面面全の右端の赤枠をデアデデし、アシデウダウウ

をデアデデしにい。  

 

起起：１分３０秒、停停：１１秒、電電が切わにい。  

ＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵ８８８８．．．．１１１１００００    

ダウウダノパししフフイイをＵＵＵＵＵＵのＣＣＣＣ書き込みノフウい、ＣＣＣＣに書き込み、ノノノウを起起し、イウイウノイしに

い。 

フフイイ名：ubuntu-ja-8.10-desktop-i386.iso  

イウイウノイ 

 

にでだついなわ画面いいが、ヤヤだださいい。  

ノイパノパ購入にしい起起いわささに設定。  

しさ、しあこあ設定。  

「端端「を開き、イウモノイデウ接続を設定しわ完終いい。  
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ノノノノノノノノウウウウノノノノノノノノノノノノウウウウににににＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵＵ８８８８．．．．００００００００ををををイイイイウウウウイイイイウウウウノノノノイイイイ    

ノノウノノノウいも起くつさ考考 

使かしノノウノノノウ 

 

1. Ｃ「ＬＬ：Ｌ：ＵＬＵＵＤ「 Ｃ０００  

2. ＣＣＵ：ペウⅢ-Ｃ １．２ＧＧＧ  

3. メモアノ：１１２ＣＧＵ空きイダデウ１）  

4. ＨＣＣ：６０ＧＧ  

5. サイコ：Ｇ１フフイイサイコ  

6. ＣＯ：ＯＬＵＯＯＣＵＣＣ 誌属）  

7. 本本本本：１．７ＫＧ  

8. 誌属品：外誌け・：ＣＣ、ＣＣパドイウ、、ＣアダアモＣ  

イウイウノイ 

面面わ現現や、困かし質問になを列挙しにい。ＨＣＣフフノフデウ：、Ｆ３２。  

ＨＨＨＨＣＣＣＣＣＣＣＣをををを２２２２００００ＧＧＧＧＧＧＧＧにににに変変変変更更更更        

ＨＣＣを手手あの２０ＧＧのものに購わ替えわ実実。 ０２００「ｒｒ、２ＣＧ。  

ＵＵＵＵＵＵ８．００のみをイウイウノイ  

起起に３分を要し、ノノノウが起わわわわのつ気ににわ時時いい。 だの時、画面にし何も表指がしににさ

で。終終し３０秒。 フフイイバイウ数０．１ＧＧ。 

少し手手しをしわも、起起２分１０秒いい。  

ＵＵＵＵＵＵ８．００のみを再イウイウノイ  

同じささにデノモい時間わいしにつかしささいい。  

ＵＵＵＵＵＵ８．１０のみをイウイウノイ  

現現の最最しバノバアウ８．１０にのい、こわを実実。 

起動しにつかしのい、ＣＣＣＣＣＣ交交、別のＣＣＣＣを動作しわ試行試試いわも 起動させ。随分時時

を要しわしきしだにしし。  

ＷＬＵＣＯＣさ両立  

調べわみしし、ＷＬＵＣＯＣつし起起いわさＣＯさしわ２個イウイウノイいき、 ノノノウ起起時に選択可可を調

べ考考。 

最最にＷＬＵＣＯＣをイウイウノイ、アアアアノアアウをイウイウノイ。 デデイデウデア画面つし、ＣＣＣＣを起起し

わイウイウノイを実行。 

起起：２分１１秒、終終：１８秒さにかし。 フフイイバイウ数全全い４．１１ＧＧ。 

ＵＵＵＵＵＵ単本のイウイウノイさに起起が早わのが不不不いい。  

ＷＬＵＣＯＣさ両立を再考考  

デデイデウデア画面つし、ＣＣＣＣを起起しわイウイウノイを実行いわさきに イウイウノイサイコの指定がしわこ

さに気づき、 標標の８ＧＧいしにく０ＧＧを指定しわみわこさに。 ＷＬＵＣＯＣのフフイイの追追さ削削つしＵＵ

-- ubuntu 4/5 --



ＵＵＵＵを削削、イウイウノイを実行。 だの結結、にでさ起起し２分を切ににしし。 

しつし、フフイイバイウ数が少ししつしわ。にし削削しわ再々イウイウノイをいわさ １００ＣＧせつ増えわわわ。

なみが増えわのつに。探しわみしが原原し不不。  

ＷＬＵＣＯＣさ両立を再々考考  

ゼダつし実行、：ＤＬ、、、フフノフデウ、ＷＬＵＣＯＣイウイウノイ、アアアアノアアウイウイウノイ、ＵＵＵＵＵＵ８．００

を最最の０ＧＧいイウイウノイ。 

ＵＵＵＵＵＵノイパノパ購入にしい起起いわささに設定。しあこあ手手し。 

起起：１分１７秒、フフイイバイウ数：７．３１ＧＧ、さにかし。  

ＨＨＨＨＣＣＣＣＣＣＣＣをををを６６６６００００ＧＧＧＧＧＧＧＧにににに戻戻戻戻いいいい。。。。        

元の６０ＧＧのＨＣＣに戻しわイウイウノイ。１０００「ｒｒ、８ＣＧ。  

だのににイウイウノイ  

ＷＬＵＣＯＣを起起しわＵＵＵＵＵＵをイウイウノイ。指定の容本８ＧＧい実行。 起起：１分１０秒、停停：１８

秒、フフイイバイウ数：１１．１ＧＧ。 ＷＬＵＣＯＣを良く調べしし不要にアアアアノアアウがしかしのい、再考

考。  

ゼダつし実行  

デノモし、Ｃパドイウにしわのい、Ｃパドイウのみをフフノフデウ。 ＷＬＵＣＯＣイウイウノイ、アアアアノアアウイウ

イウノイ。デデイデデフドデ実行。  

だの後、ＵＵＵＵＵＵを最最の０ＧＧいイウイウノイ。しあこあ手手し。 

起起：１分３１秒、停停：１１秒、フフイイバイウ数：７．６１ＧＧ。 

あにみに、ＷＬＵＣＯＣし、起起：２８秒、停停：１０秒いしし。 完作いい。  

 

ＵＵＵＵＵＵ８．００のデデイデウデア画面、鶴ししわ！！  

-- ubuntu 5/5 --



ＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦ    ＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬ    をををを考考考考考考考考        

ｆＦＦＦＦＦ６がががががが、動かかかかが。結結は散々だがが。 パパパパが少か古いがが、速速が遅いがい。  

ｆｆｆｆＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦ����６６６６    

ババババパが違うかう２個動かかか見がが、同じババババパだががが、デデデデデデデ画面が違がかいが。  

アデアアバアバパ 

  

 

イパデデバイ 

ＣＣＣＣＣＣかかが起動は１１分を要か、、ＣＣＣＣ続出が画面だがが。最最が機機を使う必要ががががうがい。上上がＣＣ

ＣＣＣＣ共にｆＦＦＦＦＦ６が、同じがうじ症状だがが。デデデデデデデ画面がかを紹紹。  

 

アデアアバアバパ(左)：  

雑誌：ＬＬＬＬＬ ＦＦＦ ＶＦＶ １１  

付録：ＣＣＣＣＣＣ、下下を使使  

発行行：毎日パコココアバアバパコ  

定価：：１，４１４＋税  

 

アデアアバアバパ(右)：  

雑誌：日経ＬＬＬＬＬ ２１１２年１月号  

ＣＣＣＣＣＣ：ＬＣＦフフイイを書き込む  

発行行：日経ＢＢ出出セパセバ  

定価：：１，４４１  

-- fedora 1/2 --



 

 

-- fedora 2/2 --



ＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫ    をををを考考考考考考考考        

独立立立立立産業業業総合研究究が主主とととと普普に努めとめめＫＫＫＫＫＫＫは、 ＷＫＫＷＷＷとＯＯを２個個れめれれ

に考えとめめれれえ、 単独えはイイイイイイが難しめえし。 

まま、非非に重く、起起５分となと記記もももまし。 内容も盛も沢山え、科学計計計のアアアアイアアイが多く詰め込まれ

とめまし。  

ｋｋｋｋＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫ����３３３３．．．．６６６６    

少し古め手手の雑誌誌録の「ｋＫＫＫＫＫＫ３．６」をイイイイイイ  

アアアアイアアイ 

イイイイイイ 

ＷＫＫＷＷＷのデデイデイデア画面かかＣＣＷＣＯＣを開き、install2win.bat をデアデデしめとイイイイイイが始まもまし。 Ｃド

ライラに￥ｋＫＫＫＫＫＫとめれフフイフイををくも、ＣＣＷＣの内容を丸ごとココイしまし。パパコイの起起画面のＯＯの選択画面

えｋＫＫＫＫＫＫを選ぶと、ココイしま内容を展開しとがか起起しまし。  

起起：２分４４秒、停停：４５秒えしま。フフイイフイイ数は６３４ＣＭ増えとめまし。  

起起画面とアアアアイアアイの多さ 

以以に起起画面とアアアアイアアイの選択画面を並べましま。ネデイに接続しめには 端端え RP-PPPoE と打ち込みか、項

目イイイイネデイかか設設しれす使えまし。  

 

アアアアイアアイ：  

雑誌：ＷＣ ＪＪＫＪＫ ２４４４ １１月号  

誌録：ＣＣＷＣＯＣＫ１  

発立究：パフイフイデ  

設価：￥８８４  

白めＣＣＷＣは、雑誌ＬＫＫＬＫ１４４％誌属のＣＤＣれも取も

出しＣＣＷＣ に書き込なん、５．３．１。 デデイデイデア画面

のみ以下に紹紹。 

-- knoppix 1/5 --



  

起起デデイデイデア画面 

  

項目イイイイネデイ画面 

-- knoppix 2/5 --



  

項目オフデイ画面 

  

項目アイシシ画面 

-- knoppix 3/5 --



  

項目ユイシデアシデイ画面 

パパコイの停停は、 

 

停停は、画面以面の左端のＫ枠をデアデデし、コイココイイを

停停をデアデデしまし。  

 

起起：２分４４秒、停停：４５秒え電電が切れまし。  

ｋｋｋｋＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫ����５５５５．．．．３３３３．．．．１１１１    

最最最のフイバアイは、５．３．１えし。デデイデイデア画面のみ以以に紹紹。 アアアアイアアイの項目は、３．６ともまも変わも

ままな。  

フフイイ名：knoppix_v5.3.1CD_20080326-20080520-AC.iso  

-- knoppix 4/5 --



  

デデイデイデア画面 

-- knoppix 5/5 --



ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ����なななななななな����１１１１ＣＣＣＣＣＣＣＣ����ＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬｐｐｐｐＬＬＬＬ����のののの紹紹紹紹紹紹紹紹        

この頁は、１ＣＣ�ＬＬＬｐＬ�ななな呼ばばばばば、 イイイイイイなななＣＣＣＣかか起起なでば軽量ＬＬＬｐＬの紹紹なで。 イイイ

イーーイなダダイダイダなしＬｉｉフフイイをＣＣＣＣに書で込み 起かなばばかで。 ＣＣＣＣの作作には別の書で込みソフイが必

要なで。  

起起起起作作作作をををを確確確確確確確確ななななししししアアアアアアアアアアアアアアアアイイイイアアアアアアアアイイイイ    

puppy-4.00.4-JP.iso  

puppy-4.1.2-JP.iso  

dsl-4.4-0617-jp.iso  

ecolinux-light-8.04.7.iso  

gos-3.0-gadgets-20080925.iso  

slax-ja-6.0.7-2008111901.iso  

 

上上のフフイイののばなこの：http://2.csx.jp/livecdroom/   

 

デデデデデデデデイイイイデデデデイイイイーーーーアアアア画画画画面面面面なななな簡簡簡簡単単単単なななな説説説説明明明明    

 

   

パパイ、左：ｐｐｐｐｐＣ４．００．４、右：ｐｐｐｐｐＣ４．１．２  

軽快に起くのな、イイイイイイを試みばが起起ななかしし。 

 

   

-- puppy 1/2 --



ダダイダイイ：Ｃ：：： Ｓ：：ＳＳ ＬＬＬｐＬ、左：初初画面、右：デデイデイーア画面  

軽ばのなイイイイイイなばみし。起作は良かししが、メダ帳もなでな日日日が入かなかしし。 

 

 

エエ：：：ｉＳＬＬｐＬ、ｐ：ｐＬ：ｐがベイイになしばばばのな、軽快

には起作ななかしし。  

 

   

ジイジイエイ：：：Ｓ、左：起起起、右：デデイデイーア画面  

１ＣＣかか起起な、デイイをーーイに保保保保な面面ば発想のもの。 

 

   

イスーデイ：ｉＳ：Ｌ、左：起起起、右：デデイデイーア画面  

軽量の代代みしばなもの。 

 

-- puppy 2/2 --



１１１１ＣＣＣＣＣＣＣＣ    ＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬ    をををを考考考考考考考考        

イイイイイイしししししＣＣＣＣＣＣかか起起すすしすす、１ＣＣ ＬＬＬＬＬと呼ばばしばばす。しかし、ダダイダイダしし６６６Ｃ

Ｂを超えすフフイイし結結はＣＣＣＣに書き込ばしばとイイイイイイす出来ばまま。 

書き込みソフイす紹紹と画面をを見まばししばす。  

ＷＷＷＷＬＬＬＬＬＬＬＬＣＣＣＣＷＷＷＷＷＷＷＷ用用用用すすすす書書書書きききき込込込込みみみみソソソソフフフフイイイイ    

アアアアイアアイ 

書書書録すＣＤＣかか、書き込みソフイ  

��「「「「ＢＬ「Ｌ「  

を取り出し、ＷＬＬＣＷＷ機にイイイイイイすす。  

フフイイ名：SetupImgBurn_2.4.2.0.exe  

使用使使 

同同すＺＬＺフフイイを解解し、フフイイをイイイイイイししフフイダイ 「Ｌ「Ｌ「Ｌ「「「「「フフイダイに日日日日フフイイをココイし

ばす。「「「「ＢＬ「Ｌ「を起起、「、、、、「「、「、「、、ＬＬ「「、「、「Ｌ「「「、「タタかか日日日に設設変更しばす。  

 

 

アアアアイアアイ：  

雑誌：ＬＬＬＬＬ１６６％�Ｄ、、�５（書録ＣＤＣＤ  

発行行：晋遊舎（しまししししＤ  

設価：：１，３３６  

-- 1cd 1/5 --



起起すすと、上す画面にしりばす。左上す「イイイイをデデイデに書き込み「を選まんデアクデすすと次す画面にしりばす。  

 

左上す「入入入「す欄す右右かか２番番をデアクデししＬ「、フフイを読み込み、 ＣＣダドイタにＣＣイＣす挿入さばすと下下す

書き込み画像を押まば書き込みばす。  

 

書き込みす終終すすと、１度ＣＣＣＣすダドイタかか吐き出さば、ばし自起ん引き込ばば、今度はベアフフイす始ばりばす。最

後に完完ししＣＣＣＣす吐き出さばばす。 １度番ん取り出さしばさしにしばしさし。  

-- 1cd 2/5 --



ＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬ用用用用すすすすアアアアアアアアアアアアアアアアイイイイアアアアアアアアイイイイ    

ＬｕＬＬ、Ｌ ＬＬＬＬＬには標標ん書き込みソフイす書属ししばばす。 しかし、こばを使しには、ＬｕＬＬ、Ｌをイイイイイイしししし

は、イイイイイイすすには１ＣＣを先に作からばと、ぐすぐす回りんす。  

使用使使 

 

「場行「、「ＣＣ」ＣＤＣす作完「をデアクデ。  

-- 1cd 3/5 --



 

「ＣＣ」ＣＤＣ デアクイタ「画面にしりばす。書き込むフフイイを指設しばす。  

こす画面んは、「１５．１、Ｂす・・・「すダドイタをマダイイしばす。こすダドイタはＷＬＬＣＷＷんはＣダドイタすさしし起起ダドイタ

とは別すダドイタんす。そすダドイタす中すフフイイを指設すすと次す画面にしりばす。  

 

-- 1cd 4/5 --



「書き込む「をデアクデすすと、書き込みす始ばり、終終すすとＣＣＣＣす吐き出さばばす。直ぐに取り出さしばと次す画面にし

りばす。ベアフフイははりばまま。  

 

「閉じす「をデアクデしし、ＣＣＣＣを取り出し完完んす。  

-- 1cd 5/5 --


