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1983年設立
日の講師本におけるUNIXや

OSSコミュニティのの講師草分けけ

日の講師本UNIXユーザ会 会 (jus)jus)



  

jusの講師会報
主に活動報告を掲載に活動報告を掲載を掲載掲載

jus幹事が編集が編集編集
設立当初から現在に至るまで継続から現在に至るまで継続現在に至るまで継続に至るまで継続るまで継続継続



  

試合に至る経緯に至るまで継続る経緯
● 昔のの講師/etc/walletc/etc/wallwallは紙媒体 紙媒体 (jus)現在に至るまで継続は紙媒体 PDF))
● jus事が編集務局に眠る古文書の電子化を推進中に眠る古文書の電子化を推進中る古文書の電子化を推進中の講師電子化を推進中を掲載推進中
● 作業中に/etc/walletc/etc/wallwallが編集全巻発掘され電子化され電子化電子化を推進中
● /etc/walletc/etc/wallwallに書の電子化を推進中かれ電子化た活動記録を紹介することで、活動記録を紹介することで、を掲載紹介することで、することで継続、
 当時のの講師UNIX業界ややIT業界やの講師状況を伝えたいを掲載伝えたいえた活動記録を紹介することで、い

● 35年分けを掲載一度に紹介するのは無理なので、に紹介することで、するの講師は紙媒体 無理なので、なの講師で継続、
 各回ごとにごとに5年ぐら現在に至るまで継続いの講師範囲を設けて紹介を掲載設けて紹介紹介することで、



  

おことわり
●  今日の講師の講師内容は当時のは紙媒体 当時のの講師IT業界やの講師ごく一部一部

●  jusの講師活動記録を紹介することで、から現在に至るまで継続見た当時の状況説明た活動記録を紹介することで、当時のの講師状況を伝えたい説明
●  jusの講師活動範囲を設けて紹介外の出来事は載っていないの講師出来事が編集は紙媒体 載って紹介いない
●  時の間の関係で割愛する話題も多いの講師関係で割愛する話題も多いで継続割愛する話題も多いする話題も多いも多い多いい

●  NGワード
●  (jus)俺の思い出のの講師思い出のい出の講師)あの講師出来事が編集が編集載って紹介いない
●  なつかしい



  

平成生まれのためのまれ電子化の講師た活動記録を紹介することで、めの講師
UNIX&IT歴史講座



  

当時のの講師ことを掲載知らなら現在に至るまで継続な
い人たちのためのた活動記録を紹介することで、ちの講師た活動記録を紹介することで、めの講師
UNIX&IT歴史講座



  

昭和生まれのためのまれ電子化の講師皆さんへさんへ

私も知らないことがも多い知らなら現在に至るまで継続ないことが編集
た活動記録を紹介することで、く一部さん出て紹介く一部るの講師で継続、

昭和生まれのためのまれ電子化の講師皆さんへさんに質問したりした活動記録を紹介することで、り
証言をお願いするを掲載お願いするいすることが編集あります。

わかる範囲を設けて紹介で継続ご協力ください。く一部ださい。



  

今回ごとにの講師対象時の期
1990年代前半
1990-1994年の講師

/etc/walletc/etc/wallwallから現在に至るまで継続紹介することで、



  



  

シンポジウム
● UNIXに関するカンファレンス
● jus創立時のから現在に至るまで継続毎年2回ごとに開催

● 夏は東京、秋は大阪は紙媒体 東京、秋は大阪は紙媒体 大阪
● 主に活動報告を掲載な内容は当時の

● テクニカルセッション
● 併設展示会
● 情報交換パーティーパーティのー
● BOF)



  



  



  



  

JUNET＝日本のインターネットの前身日の講師本の講師インターネットの前身の講師前身
商用インターネットはまだないインターネットの前身は紙媒体 まだない



  



  



  

UNIX F)air
● UNIX関連機器やソフトウェアの展示会やソフトの前身ウェアの展示会の講師展示会
● 1986年から現在に至るまで継続1995年まで継続年1回ごとに開催

● 初から現在に至るまで継続期は紙媒体 東京(jus)NSビルなど)、後年は紙媒体 パシフィの
コ横浜

● 主に活動報告を掲載な内容は当時の
● 出展各社による展示による展示
● ネットの前身ワーク接続実験
● 併設セミナー
● 情報交換パーティーパーティのー



  

当時のは紙媒体 各社による展示が編集UNIXマシンを掲載開発/etc/wall販売
OSも多い各社による展示で継続開発(jus)＝日本のインターネットの前身実装が異なるが編集異なるなる)

UNIX F)airが編集相互接続性検証の講師場となるとなる
後の講師Interopに受け継がれるけ継が編集れ電子化る



  

●大規模なサブネット導入によるトラブルなサブネットの前身導入によるトラブルによるトの前身ラブル
の講師局に眠る古文書の電子化を推進中所化を推進中

●光ケーブルを用いたケーブルを掲載用インターネットはまだないいた活動記録を紹介することで、F)DDIに加えてえて紹介CDDI
も多い導入によるトラブル

●会場となる内に4つの講師ルータタワーを掲載設置
●10Base5から現在に至るまで継続10Base2、10BaseTへ
●デモNOCの講師設置
●トの前身ラブルネットの前身ワークの講師設置
●OSIへの講師挑戦
●Xサーバの相互接続性実験の講師相互接続性実験

UNIX F)air ‘92
ネットの前身ワーク接続実験の講師特徴



  



  

jus関西UNIX研究会
● 現代の講師IT勉強会みた活動記録を紹介することで、いなも多いの講師
● 1984年から現在に至るまで継続2006年まで継続開催
●偶数月の水曜午後に大阪で開催の講師水曜午後に大阪で継続開催
● 60分け × 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など多いく一部の講師選手を輩出を掲載輩出
● 現在に至るまで継続の講師jus研究会全国ツアーはこれの後継ツアの展示会ーは紙媒体 これ電子化の講師後継



  

齊藤さんは紙媒体 1988年から現在に至るまで継続2006年まで継続
連続登板記録を紹介することで、を掲載樹立



  



  



  



  



  

調査結果は法林のウェブサイトにありは紙媒体 法林の講師ウェブサイトの前身にあり
https:/etc/wall/etc/wallwww.suplex.gr.jp/etc/wall~hourin/etc/walljuskansai199304/etc/wall



  

東海(jus)名古屋)で継続も多い隔月の水曜午後に大阪で開催で継続研究会開始
2セッション＋第3セッション



  



  



  



  



  

当時のは紙媒体 インターネットの前身が編集普及しておらずして紹介おら現在に至るまで継続ず
回ごとに線も細かったのでも多い細かったのでかった活動記録を紹介することで、の講師で継続

オフラインで継続ソフトの前身ウェアの展示会を掲載配布していたして紹介いた活動記録を紹介することで、



  

当初から現在に至るまで継続は紙媒体 1/etc/wall4インチテープで配布で継続配布していた
1991年から現在に至るまで継続CD-ROMで継続配布していた

DVDは紙媒体 まだ存在に至るまで継続しない



  



  1993年に初から現在に至るまで継続めて紹介Linuxを掲載配布していた



  1993年の講師東京シンポジウム



  
初から現在に至るまで継続めて紹介PC-UNIXの講師セッションが編集組まれるまれ電子化る



  



  



  



  1993年の講師大阪シンポジウム



  この講師頃から商用インターネットが始まるから現在に至るまで継続商用インターネットはまだないインターネットの前身が編集始まる



  

この講師頃から商用インターネットが始まるの講師/etc/walletc/etc/wallwallは紙媒体 
海外の出来事は載っていないカンファレンスの講師レポートの前身が編集多いい



  
テーマは紙媒体 国ツアーはこれの後継際化を推進中や標準化を推進中など



  



  

Perlが編集最新のプログラミング言語の講師プで配布ログラミング言をお願いする語
Ruby, Python, PHP, JavaScriptなどは紙媒体 

まだ存在に至るまで継続しない



  

1990年代前半の講師まとめ(jus)1)

USENIX/etc/wallUniF)orum ‘91報告を掲載より



  

1990年代前半の講師まとめ(jus)2)
● jusの講師最盛期

●  会員数も多いこの講師頃から商用インターネットが始まるが編集最大 (jus)2000人たちのための超)
●  活動内容は当時のが編集アの展示会ホみたいにおもしろいみた活動記録を紹介することで、いにおも多いしろい

● UNIXが編集商用インターネットはまだないOSとして紹介定着
● インターネットの前身への講師接続が編集大きな関心事が編集

●  商用インターネットはまだないインターネットの前身の講師サービス開始
● PC-UNIXの講師黎明期
● UNIXの講師国ツアーはこれの後継際化を推進中や標準化を推進中活動が編集さかんに行われるわれ電子化る



  

今後の講師予定
11/etc/wall22(jus)木)　ssmjp＠東京東京

1990年代後半編
12/etc/wall8(jus)土)  OSC福岡

2000年代前半編
その講師後も多い各地で開催予定で継続開催予定



  

ありが編集とうございました活動記録を紹介することで、

この講師あとステージで継続サイン会！
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