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本日の資料は
こちらで公開します

https://www.slideshare.net/hourin/

もしくは
「slideshare 法林」で検索



  

法林 浩之

@hourin

● 日本UNIXユーザ会 幹事 (元会長)
● さまざまなコミュニティとイベントを開催
● 全国各地のイベントで研究会を開催

● フリーランスエンジニア
● 最近はさくらインターネットの仕事が多い
● 他にも多彩なイベントを開催

● くわしくは「法林浩之」で検索



  

今泉 貴史
● 日本UNIXユーザ会 幹事

●  1988年から
●  会長も歴任 (1995-1996)

● jus関連の活動
●  シンポジウム
●  かつてはUNIX Fairや勉強会など

● 千葉大学  統合情報センター 教授
●  専門分野：ソフトウェア工学、
 ネットワークアプリケーション

本日のゲスト



  

1983年設立
日本におけるUNIXや

OSSコミュニティの草分け

日本UNIXユーザ会 (jus)



  

jusの会報
主に活動報告を掲載

jus幹事が編集
設立当初から現在に至るまで継続



  

試合に至る経緯
● 昔の/etc/wallは紙媒体 (現在はPDF)
● jus事務局に眠る古文書の電子化を推進中
● 作業中に/etc/wallが全巻発掘され電子化
● /etc/wallに書かれた活動記録を紹介することで、
 当時のUNIX業界やIT業界の状況を伝えたい

● 35年分を一度に紹介するのは無理なので、
 各回ごとに年代を区切ったりテーマを設けて説明



  

おことわり
●  今日の内容は当時のIT業界のごく一部

●  jusの活動記録から見た当時の状況説明
●  jusの活動範囲外の出来事は載っていない
●  時間の関係で割愛する話題も多い

●  NGワード
●  (俺の思い出の)あの出来事が載っていない
●  なつかしい(平成生まれは知らない話なのでそん

なこと言わないはず)



  

お願い
(特に昭和生まれの皆さんへ)

●  Zoomのチャットは基本的に質問用
●チャットが昭和生まれの思い出語りで
埋め尽くされると質問が埋もれるので

●質疑応答は時間が余れば行います
●  思い出語りはTwitterなどでどうぞ

●  #UNIX歴史講座  #osc20on



  

今回の主な話題
1980年代後半から

1990年代後半ぐらいまでの
/etc/wallから、

今泉さんが登場するものを
中心に紹介



  

第12回UNIXシンポジウム
(1988年11月)



  

/etc/wall に初めて今泉さん登場



  

シンポジウム
● UNIXに関するカンファレンス

●  学会と同様に論文を出して審査
● jus創立当時(1983年)から2001年まで、
毎年2回開催 (夏は東京、秋は大阪)

● 主な内容
テクニカルセッション、併設展示会、
情報交換パーティー(懇親会)、BOF



  

シンポジウムの
思い出



  



  

UNIX Fair
● UNIX関連機器やソフトウェアの展示会
● 1986年から1995年まで年1回開催
● 会場は新宿NSビル、パシフィコ横浜など
● 主な内容

● 出展各社による展示
● ネットワーク接続実験
● 併設セミナー
● 情報交換パーティー



  UNIX MAGAZINE 1989年12月号



  

UNIX MAGAZINE 1989年12月号

当時のセミナー参加費は非常に高価



  

当時は各社がUNIXマシンを開発/販売
OSも各社で開発(＝実装が異なる)

UNIX Fairが相互接続性検証の場となる
後のInteropに受け継がれる



  
UNIX Fair ‘90の接続実験



  
UNIX Fair ‘90のネットワーク

UNIX MAGAZINE 1991年3月号



  UNIX Fair ‘94 (1994年12月)



  

● インターネット接続事業(ISP)が始まる
● World Wide Webという技術が出てくる
● Mosaic：当時最強のブラウザ

● 初めて文字と画像を同じウィンドウに表示した
● UNIX Fair会場をインターネットに接続し、
MosaicでWebを体験してもらった

● 会場にもWebサーバを設置し外部に公開



  

第43回jus関西UNIX研究会
(1992年4月)



  

jus関西UNIX研究会
●  現代のIT勉強会みたいなもの
●  1984年から2006年まで開催
●  偶数月の水曜午後に大阪で開催
●  60分 × 3セッション ＋ 第4セッション
●  齊藤明紀、法林浩之など多くの選手を輩出
●  現在のjus研究会全国ツアーはこれの後継



  

makeコマンドに関する
今泉さんの発表あり



  

当時は各社ごとにコマンドや
オプションが異なっていた



  



  



  
jus東海設立 (1991年)



  
今泉さんもjus東海の設立に関与



  

東海(名古屋)でも隔月で研究会開始
2セッション＋第3セッション



  
今泉さんがjus東海の発表者第1号



  
発表内容の一部



  
jus勉強会 (1994-現在)



  

jus勉強会
● それまでのIT業界のセミナー

● 平日の日中に開催
● 参加費は1万円以上が普通

● 業務と関係なく技術を学びたい → 勉強会を創設
● 業務外で行けるようにする工夫

● 平日夜や休日に開催
● 参加費の低減 (jus会員1000円 / 一般2000円)



  

開始から10年以上、毎月開催 (現在も年数回開催)
おそらくIT業界初の試み

現在のIT勉強会に至る流れを作った



  
今泉さんも講師を担当 (1995年1月)



  
今泉さんも講師を担当 (1996年8月)



  

当時はPowerPointをスクリーンに
表示するのは最新技術だったらしい



  今泉さんも講師を担当 (1999年4月)



  
Network Users’ 1997 (1997年3月)



  

Network Users’
● UNIX Fairの後継イベント
● UNIXだけでなくネットワークや周辺環境も
含めたイベントであることを示すために
イベント名を変更

● 1997年3月に幕張メッセで掲載
● 主な内容

● 出展各社による展示
● 併設セミナー
● 出展社ワークショップ

●客が入らず1回で終了



  

オープンソースまつり ‘99 in 秋葉原
(1999年11月)



  

日本のオープンソースコミュニティが
一堂に会した最初の展示会

オープンソースまつり



  

● 以前行っていた商業的な展示会＝UNIX Fair
● OSSコミュニティが集まったイベントとしては日本初

● OSCはまだない (2004年開始)
● 1990年代後半からITコミュニティの活動が顕在化し
現在に至る



  
特設ステージに今泉さん登場



オープンソースまつり

１９９９－１１９１９９９－１１９
実はネットワークの話だよ実はネットワークの話だよ

日本日本UNIXUNIXユーザ会ユーザ会
今泉 貴史今泉 貴史



オープンソースまつり

日本UNIXユーザ会

Question 1Question 1

■インターネットを利用しているときに、パインターネットを利用しているときに、パ
スワードの盗聴が恐いのですが？スワードの盗聴が恐いのですが？
– telnet telnet でログインするとき、生のパスワードでログインするとき、生のパスワード

をやり取りしているをやり取りしている
– 電子メールの内容を見られてしまう電子メールの内容を見られてしまう
– WWW WWW で買い物するときのクレジットカードで買い物するときのクレジットカード

番号が盗まれてしまう番号が盗まれてしまう



オープンソースまつり

日本UNIXユーザ会

Answer 1-1Answer 1-1
■ IPsecIPsec

– IPIPプロトコルの中で暗号化プロトコルの中で暗号化
■SSLSSL（（Secure Socket LayerSecure Socket Layer））

– HTTPHTTPの通信路を暗号化の通信路を暗号化
■SSH(Secure SHell)SSH(Secure SHell)

– 通信路を暗号化通信路を暗号化
– トンネルの提供トンネルの提供

■OTP(One Time Password)OTP(One Time Password)
– 使い捨てパスワード使い捨てパスワード



オープンソースまつり

日本UNIXユーザ会

Answer 1-2Answer 1-2

■PGP(Pretty Good Privacy)PGP(Pretty Good Privacy)
– 公開鍵暗号を用いた暗号化公開鍵暗号を用いた暗号化

■SMIME(Secure MIME)SMIME(Secure MIME)
– オープンソースまつりですから…オープンソースまつりですから…



オープンソースまつり

日本UNIXユーザ会

Question 2Question 2

■Home LAN Home LAN 上の ダイアルアップ回線をほか上の ダイアルアップ回線をほか
のマシンから共有できるか？のマシンから共有できるか？
– デスクトップ が デスクトップ が PPP PPP でプロバイダに接続でプロバイダに接続
– プロバイダにつながったマシン以外からも プロバイダにつながったマシン以外からも 

WWW WWW のページをみたいのページをみたい
プ
ロ
バ
イ
ダ
へ

わしもWWW
が見たい！



オープンソースまつり

日本UNIXユーザ会

Answer 2Answer 2

■UNIX UNIX を を dialup dialup サーバにすればサーバにすればOKOK
– proxy server(Free proxy server(Free で配布されている で配布されている 

delegate delegate などなど))
– NAT(Network Address Translation)NAT(Network Address Translation)

» IP masquarade(LINUX) IP masquarade(LINUX) などなど

プ
ロ
バ
イ
ダ
へ

10.0.0.2
163.201.20.25



オープンソースまつり

日本UNIXユーザ会

Question 3Question 3

■ネットワーク利用時に ネットワーク利用時に HUB HUB のコリジョンのコリジョン
ランプが時々 点滅するが大丈夫か？ランプが時々 点滅するが大丈夫か？

■ネットワーク利用時に ネットワーク利用時に HUB HUB のコリジョンのコリジョン
ランプがつきっぱなしになって通信できランプがつきっぱなしになって通信でき
なくなるがなぜか？なくなるがなぜか？

HUB

おーい！
通信でけへんぞ

どうした？



オープンソースまつり

日本UNIXユーザ会

Answer 3Answer 3

■時々コリジョンが起こるのは当たり前時々コリジョンが起こるのは当たり前
– Ethernet Ethernet ではコリジョンはつきものではコリジョンはつきもの
– みんなで一本の線を使っているので…みんなで一本の線を使っているので…

■コリジョンランプが付きっぱなしは異常コリジョンランプが付きっぱなしは異常
– HUB, HUB, ケーブルのショートケーブルのショート
– Network Interface Network Interface の故障の故障



オープンソースまつり

日本UNIXユーザ会

Question 4Question 4

■Switching HUB Switching HUB を導入しましたが、ほとんを導入しましたが、ほとん
ど変化が無いように感じます。なぜでしょど変化が無いように感じます。なぜでしょ
うか？うか？
– コリジョンがなくなってネットワークの性能コリジョンがなくなってネットワークの性能

をフルに発揮できるようになるのではないをフルに発揮できるようになるのではない
のか。のか。



オープンソースまつり

日本UNIXユーザ会

Answer 4-1Answer 4-1

■Switching HUB Switching HUB が有効な構成でないが有効な構成でない
– アクセスが一局集中になるような構成では有アクセスが一局集中になるような構成では有

効でない効でない
»集中する部分に太い回線集中する部分に太い回線



オープンソースまつり

日本UNIXユーザ会

HUB

サーバー

クライアント

１０Ｍ １０Ｍ

スイッチング・ハブの働き
Answer 4-2Answer 4-2

サーバー

クライアント クライアント クライアント クライアント

クライアント



オープンソースまつり

日本UNIXユーザ会

HUB

サーバー

１０Ｍ １０Ｍ

スイッチング・ハブの問題
Answer 4-3Answer 4-3

サーバー

クライアント

クライアント クライアント クライアント クライアント

クライアント



オープンソースまつり

日本UNIXユーザ会

クライアント

HUB

サーバー

クライアントクライアント

サーバー

クライアント クライアント

クライアント

１０Ｍ

ビッグパイプつきスイッチング・ハブ

１００Ｍ １０Ｍ

Answer 4-4Answer 4-4

１０Ｍ



オープンソースまつり

日本UNIXユーザ会

サーバー

１０Ｍ

大規模構成例

HUB

クライアントクライアント

クライアントクライアント

HUB

クライアントクライアント

クライアントクライアント

１００Ｍ ＳＷ ＨＵＢ

Answer 4-5Answer 4-5

サーバー サーバー



  

皆さんに
お伝えしたいこと



  

今の流行技術も
20年後には

歴史講座の題材



  

今すぐこの時代の
まとめを作る必要はない

でも今を記録に残すことは
やっておいた方がいい



  

今後の予定
11/7(土)

関西オープンフォーラム
(オンライン開催)
平成生まれのための
UNIX&IT歴史講座
ゲスト：中野秀男



  

他の年代の資料も
こちらで公開中

https://www.slideshare.net/hourin/

もしくは
「slideshare 法林」で検索



  

ありがとうございました

つづきは懇親会で！
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