
windows-10

#windows-

10



1

1: windows-10 2

2

Examples 2

2

2

2

OneGet 3

OneGetChocolatey 3

3

4

4

2: Windows 10Bash 5

Examples 5

5

5

5

Windows 10Bash 5

5

WindowsBash 6

WindowsBash 6

7



You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: windows-10
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1: windows-10をいめる
このセクションでは、windows-10の、およびがWindows-10をするについてをします。

また、Windows-10のきなテーマについてもれておき、するトピックにリンクするがあります。 
windows-10のドキュメントはしくなっているので、これらのトピックのバージョンをするがあり
ます。

Examples

インストールまたはセットアップ

Windows 10にインストールするのはこれまでのようにで、Windows 10がの「の」バージョンで
あるというがびっているにもかかわらず、にじプロセスをしています。

しいバージョンのインストール

Windowsイメージをするショップをしたはステップ4にむ1. 

Windowsのテクニカルサイトにアクセスして、なバージョンのWindows 10をダウンロード
します。したプロダクトキーをするがあります。
USBイメージャをダウンロードする2. 

Rufus USBイメージングツールをしてダウンロードしてください。これをします。
USBにイメージをロード3. 

のドロップダウンをクリックし、USBをします。に、2のドロップダウンをクリックし、
ISOイメージオプションをします。に、ドロップダウンのにあるをクリックし、ISOファイ
ルをします。それをし、「」をクリックします。これがしたら、USBをりします。
インストール4. 
ノートパソコンのをれしてください。 「ブートメニューにるためにしてください」とポッ
プアップするテキストはによくてください。これをると、ボタンのノートをし、キーボード
でそれをつけることができます。その、インストールメディアをしてし、テキストがポップ
アップしたらボタンをします。すべてうまくいくは、インストールメディアをするオプショ
ンがです。それがこったら、のにってWindows 10をインストールしてください。

アップグレード

• isoのダウンロード
のガイドの1にってください
• ISOファイルをマウントする
このファイルをクリックし、[マウント]オプションをクリックします
• インストーラをする
「このPC」にし、ディスクイメージをきますディスクとしてされます。その、そこに 'setup.exe'

ファイルをします。に、のプロンプトにってください。これにはがですが、しばらくがかかりま
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すが、これがしたで、すべてのファイルはのにされ、Windows 10になります

OneGetおよびパケットマネージャ

OneGetはもともとMicrosoftのOpen Source Technology Centerのでした。オープンソースのLinux

パッケージマネージャーにされただけでなく、OneGetもオープンソースです。はPowerShellので
す

UNIXベースのパッケージマネージャ apt-get 、 yum 、 dpkg とはに、WindowsではPowerShellをっ
てOnegetをすることができます。これをうには、まずAdminとしてSet-ExecutionPolicy 

RemoteSignedをき、 Set-ExecutionPolicy RemoteSignedます。これは、OnegetでなPowershellスクリ
プトがにできるようにするためです。に、じPowerShellインスタンスをして、 Import-Module 
–Name OneGetします。これにより、PoerShellモジュールがインポートされます。その、
PowerShellインスタンスをし、 Get-Command –Module OneGetをしてなすべてのコマンドをします。
パッケージをインストールするには、コマンドFind-Package | <Package_NameしますFind-Package | 

<Package_Name 。 Nugetのインストールをすメッセージがされたら、[はい]をクリックします。

OneGetにプロバイダとしてChocolateyをする
ながら、OneGetにはデフォルトでインストールされたchocolateyパッケージプロバイダはありま
せんが、することはです。

PowerShellウィンドウをき、 get-packageprovider -name chocolateyをしget-packageprovider -name 

chocolatey 。のメッセージがされます。

プロバイダ 'chocolatey v2.8.5.130'はインストールされていません。 
https://oneget.org/ChocolateyPrototype-2.8.5.130.exeからでダウンロードしてインス
トールすることができます。 PackageManagementがに 'chocolatey'をダウンロードし
てインストールしますか

[Y]はい[N]いいえ[S]サスペンド[]ヘルプデフォルトは "Y"

'Y'としてEnterキーをします。

Name                     Version 
----                     ------- 
Chocolatey               2.8.5.130

パッケージの
よくられているプログラムでは、、アプリの Chrome がします。チョコレートがナビゲートするの
がしいのとじように、OneGetもそうすることができます。いにも、OneGetにはchoco searchがあ
りchoco search 。このコマンドは、 find-package <Package Name> 。これにより、にすパッケージの
がされます。
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Name                           Version          Source                         Summary 
----                           -------          ------                         ------- 
thunderbird                    45.2.0           chocolatey                     A free email 
client from Mozilla 
Google Chrome                  47.5.8           OneGet                         A high end web 
browser

パッケージのインストール
パッケージをインストールするには、PowerShellをadminとしてし、コマンドinstall-package 

<PAckage Name>をするがあります。

パッケージは、できるとマークされていないパッケージソースからのものです。 '
chocolatey'のソフトウェアをインストールしてもよろしいですか [Y]はい[A]すべては
い[N]いいえ[L]いいえすべて[S][]ヘルプデフォルトは "N"

これにはyをすかするだけです。のようながされます

Name                           Version          Source           Summary 
----                           -------          ------           ------- 
<Package Name>                 <Most recent>    <Server name>    <Description>

アンインストール
パッケージをアンインストールするには、のコマンドをします

uninstall-package vlc

オンラインでwindows-10をいめるをむ https://riptutorial.com/ja/windows-10/topic/4204/windows-

10をいめる
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2: Windows 10にBashをインストールする

Examples

の

みなさん、こんにちは、

こののは、Windows 10にbashをインストールするをします。

のステップでは、すべてのウイルスソフトウェアをアンインストールするがあります。たとえば
、はAvastをしています。これをアンインストールしてbashをインストールするがありました。 
Windowsをしているは、これをできません。

インストール

Windowsでプロンプトをきます。  
するよりも lxrun / install  
めてのは、ユーザーにBashコンソールをします。  
あるいは、 lxrun / install / y  

このをにする。  

アンインストール

プロンプトでするだけです  
lxrun / uninstall / full

Windows 10でBashをインストールする

このは、 のもののさなです

おいのPCは、64ビットのWindows 10 Anniversary Updateビルド14393をしているがありま
す

PCのCPUアーキテクチャとWindowsバージョン/ビルドをするには、[]> [システ
ム]> [バージョン]をきます。 OSビルドとシステムタイプのフィールドをします
。

1. 

モードをにする

をく - >アップデートとセキュリティ - >け•
モードラジオボタンをします。•

2. 
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LinuxWindowsサブシステムをにするGUIまたはコマンドライン

から、「Windowsのをまたはにする」をし、
LinuxWindowsサブシステムベータを○

OKをクリックします。○

•

または 、PowerShellプロンプトをとしてき、のEnable-WindowsOptionalFeature -Online 

-FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-LinuxをしますEnable-WindowsOptionalFeature 
-Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

•

3. 

コンピュータをしてください4. 

WindowsにBashをインストールする
コマンドプロンプトをき、 bashをします。

ライセンスをけれると、Ubuntuのユーザーモードのイメージがダウンロードされ、スタートメニ
ューに「WindowsのUbuntuのBash」ショートカットがされます。

インストール、Linuxディストリビューションはのにありますlocalappdata\ lxss \

WindowsでBashをする
のステップとじようにbashをするには

コマンドプロンプトをき、 bashをします。

または、「Bash on Windows on Ubuntu」ショートカットをしてください

にWindowsにBashをインストールすると、UNIXのユーザーとパスワードをするようめられます
。

リンクへのクレジット

オンラインでWindows 10にBashをインストールするをむ https://riptutorial.com/ja/windows-

10/topic/6699/windows-10にbashをインストールする
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