1/4 ページ

kota's blog

kota's blog
kotaの日常やPCを使っていて思った事(ほとんどこれ中心)を自由奔放に書いています。
Fedora9のリリース日まであと9日です。
Copyright © 2008-2008kota. All Rights Reserved.

最近の記事

2008年4月21日 (月)

WMwareでCent-OS

WMwareでCent-OS

フロッピーだけで起動する

さて、今度はCent-OSを動かしてみました。

サイト内検索

Linux
VMwareでopenSUSE

byGoogle

VMwareでUbuntu

KOTAの製作サイト

VMware

ホームページマスター
ＨＴＭＬタグなどの紹介やＣＧＩ・

KNOPPIX5.3.1

フリーソフトの配布をしている
サイトです。

VirtualPCでKNOPPUX5.1.1を
動かしてみた

ポケモン旧緑・赤・青うらわざ
研究会

Highway Pursuit

ポケモンの裏技を紹介してい

スクリーンセーバー

る１日に１０００以上のアクセス
があるサイトです。

あと２週間でFedora9リリース。
2008年4月

これもとても簡単でした。

kotaのプロフィール 注意など
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リンク
相互リンクでアクセスアップ
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人気記事ランキング

20 21 22 23 24 25 26

1位：ひろゆきがマイクロソフト

27 28 29 30
カテゴリー
Fedora
KNOPPIX
Linux
NET
VMware
Virtual PC
Windows
その他

Sponsored Link
VMware www.hitachijoho.com/
サーバの一元管理で運用管理コスト 削減が可能に 日立情報シ
ステムズ
NetApp® と VMware® www.NetApp.com/JP
仮想化ソリューションを ＩＴインフラ基盤に両社で展開
ネトゲ自動化で簡単攻略 www.internalsoft.jp/
マウス、キーボードを自動操作 マクロ 動作速度変更可 PCソフ
ト
[公式]富士通パソコン直販サイト www.fujitsu-webmart.com/
パソコンの買い替え・セカンドPCならFM Vがおススメ！直販サイ
トで送料無料！

2位：バーチャルＰＣで
VineLinux入れてみました〜
3位：KNOPPIX5.3.1
4位：バーチャルPC
5位：IE8を入れてみました〜
6位：バーチャルＰＣでＫＮＯＰ
ＰＩＸを動かしてみました〜
7位：スクリーンセーバー
8位：メイプルストーリー
9位：秋葉原に行ってきました
〜
10位：Fedoraをインストールし

投稿日時 2008年4月21日 (月) 17時51分 Linux, VMware | 固定リンク | コメント (0) | ト
ラックバック (0)

携帯URL

ソフト
ハードウェア

のCMに出演

2008年4月20日 (日)

秋葉原

フロッピーだけで起動するLinux

バックナンバー

KNOPPIX等のLinuxはCD or DVDだけで起動します。
しかし、フロッピーだけで動くLinuxもあります。

2008年4月

正確には、フロッピーを4枚使うのでサイズは5.62MBとなります。

2008年3月

CD-Rの1%以下の容量です。
何でそんなに小さい容量で動くかというと、全部コマンド操作だから
です。
普通は、マウスを動かしてクリックをしてパソコンを動かしますが、
コマンドは、マウスを使わずに黒い画面に白い文字を打ち込んで

http://kota-abe.cocolog-nifty.com/kota/

携帯にURLを送る
ココログからのお知ら
せ
【障害】ココログフリー 新

2008/04/21

2/4 ページ

kota's blog

Enterキーを押し、パソコンからの応答が返ってきたらまた文字を打

規登録（携帯経由）障害の

ち込むという繰り返しです。

ご報告

今でも、サーバーなどではこのようにしています(マウス等を使える
ようにすると、その分重くなるからです。)
ということで、Blackbird Linuxというフロッピーから起動するLinuxを
バーチャルPC動かしてみました。

【メンテナンス】ココログベ
ーシック／プラス／プロ
メンテナンスのお知らせ
思わずハマる！お手軽ゲ
ームが【無料】で遊べる
よ！
@niftyが提供する
無料ブログはココログ！
無料登録

ログイン

ブログ全体を検索
キーワードを入力

検索

僕はあまりコマンドに詳しくないので、lsコマンドを使ったりしかしま
せんでした。
投稿日時 2008年4月20日 (日) 01時50分 Linux, Virtual PC | 固定リンク | コメント (0) |
トラックバック (0)

VMwareでopenSUSE
VMwareでLinuxを動かすシリーズの第２弾です。
今回はopenSUSEを動かしてみました。
こんな感じです

最新版は10.3ですが、手元に10.2しかなかったのでそれで動かしま
した。
参照
http://ja.opensuse.org/

投稿日時 2008年4月20日 (日) 01時32分 Linux, VMware | 固定リンク | コメント (0) | ト
ラックバック (0)

2008年4月19日 (土)

http://kota-abe.cocolog-nifty.com/kota/
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VMwareでUbuntu
ということで、最初にUbuntuを動かしてみました。

特殊な設定をしなくても簡単に動きました。
これから、色々なLinuxを動かしていきたいと思います。
(実はもう動かしました…)
余談
Ubuntuのrootパスワードを忘れてしまったorz
多分２回連続で打ち間違えたような気がする。
思いついたものをすべて入れてみたが、だめだった。
知ってる人がいたら教えてください(知ってたらすごい)
投稿日時 2008年4月19日 (土) 15時05分 Linux, VMware | 固定リンク | コメント (0) | ト
ラックバック (0)

VMware
VMwareをインストールしてみました。
VMwareはWindows(LinuxでもOK)上で別のＯＳ(仮想PC)を動かすソ
フトです。
一応Virtual PCが有名ですが、それはWindowsを動かすために作
られているのでLinuxを動かすのは少々難しいです。
VMwareのインストール方法は
http://techno-st.net/2007/01/vmware.html
に載っています。
(ソフト自体は英語で、ユーザー登録をしないといけないので、それ
はめんどくさいです。)

http://kota-abe.cocolog-nifty.com/kota/
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投稿日時 2008年4月19日 (土) 00時01分 Linux, VMware | 固定リンク | コメント (0) | ト
ラックバック (0)

«KNOPPIX5.3.1

http://kota-abe.cocolog-nifty.com/kota/
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