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どこでもプログラミンぐ！（仮想計算機で Linux 編） 

 

自分の PCに開発環境を用意すれば，自宅でも，電車の中でも宿題ができる．そこで 

・Windowsでも Macでも 

・皆さんの PC上に Linuxを入れる方法！ 

・しかも，まあまあ簡単に 

という方法を紹介します． 

 

Virtualbox というソフトウェアを使います。 

• PC は，Windowsや MacOSなどの OSが動作しています。 

• この OSのうえに，ソフトウェアで仮想的な PC（マシン）を作り，もとの OSと

は違った OSで，この仮想マシンを動作させる仕組みが Virtualboxです。 

• C言語を学ぶにあたっては，基幹サーバの OSとして有名な UNIXを利用します。

そのためにフリーの UNIXである Linuxのうち，大学の PCルームでも採用され

ている CentOS を諸君の PC で動作するように Virtualboxを使って設定します。 

 

 

最初に用語の解説です． 
 ホスト OS： PC のもともとの OS．Windows や Mac の OS のこと 
 ゲスト OS： Virtualbox 上に載せた OS. 今回は CentOS7 という Linux 
 拡張機能： VirtualBox では Linux をゲスト OS とする場合の一部の機能が、ライセ

ンスの関係上、標準でパッケージされませんでした。そこでライセンス上問題のある

部分を拡張機能としたうえで別配布にし、VirtualBox 本体はオープンソースとするこ

とで配布し易くしました。 
 Virtualbox 6.1 (2021 年 9 月時点の最新版)では，VirtualBox 6.1.26 Oracle VM 

VirtualBox Extension Pack， 
 Virtualbox 5.2 では，extension pack 
がそれに当たります． 
Virtualbox と同じバージョンの extension pack をインストールしないと、うまく動作

しません。 
 ホスト・キー： VirtualBox には，仮想マシン（ゲスト OS）を立ち上げているとき

に，元の環境（ホスト OS）の操作に切り替えるためのホスト・キーという特殊なキー

が用意されています．ゲスト OS にマウスが入って囚われてしまい，ホスト OS にマウ

スを戻すことができない場合は，ホスト・キーを押すことになっています． 
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0. SAコース独自のゲスト OSを用意！ 

7z 版と zip 版の 2 つがありますが、これらは圧縮ソフトの違いだけで、中身は同じです。 
Windows で 7-Zip をお持ちなら 7z 版を、zip しかなければ zip 版を展開してください。 
Mac では、どちらも Unarchiver で展開してください。 
 
方法１：対面での BYODフォローアップ 
7z 版、zip 版のいずれかを TA に USBメモリからコピーしてください。（もっとも安全で、

もっとも速いかもしれません。） 

 
方法２：自宅でダウンロード 
7z は 2.2GB, zip は 2.7GB です。大きいため時間がかかります。有線 LANで，もしくは、

電波状況の良い無線でダウンロードしてください．  
 

1) クラウドからダウンロード 

以下のクラウドからダウンロードする場合は、Rainbowネットワークの中からしかアク

セスが許されません。自宅からアクセスする場合は、大学に VPN接続してください。 

 7z 版

https://ritsumei365-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/simakawa_is_ritsumei_ac_jp/Do
cuments/Attachments/CentOS7-isprogex.7z?csf=1&web=1&e=Dwfelz 

 zip 版  
https://ritsumei365-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/simakawa_is_ritsumei_ac_jp/Do
cuments/Attachments/CentOS7-isprogex.zip?csf=1&web=1&e=LSt0F1 

 

2) サイトからダウンロード 

以下のサイトはダウンロードに時間がかかります。 

 7z 版  
http://www.de.is.ritsumei.ac.jp/lecture/programming/CentOS7-isprogex.7z 
 zip 版  
http://www.de.is.ritsumei.ac.jp/lecture/programming/CentOS7-isprogex.zip 

 

 

 

  

http://www.de.is.ritsumei.ac.jp/lecture/programming/CentOS7-isprogex.zip
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1.VirtualBox と VirtualBox Extension Pack のダウンロードとインストール 

https://www.virtualbox.org/ 

 

Windows、Mac(OS X)など、ご自分の PCに合った VirtualBox をダウンロードしてインス

トールしてください。 

すべて default設定でインストールするのがいいでしょう。 

 

さらに，同じ URLから VirtualBox Extension Pack をインストールします。 

（セキュリティーソフトのために，インストールに失敗することがあります。その場合

はセキュリティーソフトを Offにしてください。） 

また再インストールで、VirtualBox Extension Pack をインストールするときは、ゲス

ト OS である CentOS7-isprogexは電源 OFFの状態にしておいた方がよいようです。 

Oracle VM VirtualBox Extension Pack と表記されたところにある「All supported 
platforms」をクリックし，ダウンロードします。それを実行してインストールして下さい． 
 
[注] 次の段階「2. VM を開く」で CentOS7 の VM を開いたときに、エラーが出てしまっ

たときは、VirtualBox のバージョンを変えるとうまくいくことがあります。Mac では、

不具合が発生した例が少数ですが報告されています。多くの場合、5.2(旧バージョン)で
は正常に動作しているため、このバージョンを試してみてください。このバージョンの

VirtualBoxは以下よりダウンロードできます。 
https://www.virtualbox.org/wiki/Download_Old_Builds_5_2 
 
  

https://www.virtualbox.org/
https://www.virtualbox.org/wiki/Download_Old_Builds_5_2
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2.VMを開く 

0で用意した CentOS7-isprogex.zip を展開する。 

VirtualBoxマネージャ（VirtualBox実行時の画面）の「仮想マシン」タブから「追加」

を選択する。 

先ほど展開したディレクトリ（フォルダ）内の CentOS7-isprogex.vboxを選択する。 

VirtualBoxマネージャに登録された CentOS7-isprogexをダブルクリックして起動する。 
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3.ログインする 

CentOS が起動したらユーザの選択をする。 

「user」という名前のユーザを選択し、ログイン（サインイン）する。 

パスワードは「ritsumei」です。 

CentOS のデスクトップ画面が出たら成功です。 

 
 

CentOS の上部に帯状のメッセージが出ていれば、これらは使い方の説明です。これら

は×印をクリックして消してください。メッセージの意味を知りたい人は、TAに聞い

てみてください。 
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4. 画面が使いやすいように、設定する。 

4.1. 画面を大きくする方法 

以下の手順で Virtualboxの”Guest Additions”をゲスト OSにインストールします。 

① CentOS のデスクトップにある DVD のアイコンを開くと，いろいろなソフトウェア

が格納されているのが判る． 

② VboxLinuxAdditions.run を選択 

③ 「ソフトェアの実行」を押す 

④ 管理者パスワード(Userに同じ)を入力 

⑤ Do you wish to continue?[yes or no] と表示されたら yes を入力 

⑥ 実行に数分かかる．“Press Return to close this window...” と表示されたら

Return キー(Enterキー)を押す 

⑦ CentOS を停止する。（「10. CentOSのシャットダウン」を参照） 
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グラフィックコントローラを選択します。 

ゲスト OSである CentOSが停止した状態で、 

Oracle VM VirtualBox マネージャーの 

「設定」を押す 

 

 

 

「ディスプレイ」で VBoxSVGAを選択し，「OK」 
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ゲスト OSである CentOSを起動しログインします。 

★ CentOSの画面の解像度を設定（いつでも変更可能） 

アプリケーション 

   ↓ 

 システムツール→ 

   ↓ 

  設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定項目の中の「デバイス」を選択 

 

 

 

 

さらに「ディスプレイ」を選択し、解像度を選ぶ。1280×1024ぐらいが無難 

 

気にいった解像度で「変更を保存」を押す 

PC によって，また，個人の好みによって，いろいろな解像度を試してみると良い 

[注] CentOS を起動していれば，★以降の操作で解像度はいつでも変更可能 
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ゲスト OSとホスト OSでクリップボードの共有，ドラッグ＆ドロップを可能に 

Oracle VM VirtualBox マネージャーの「設定」で指定 

 

 

「一般」の中の「高度」のタブを選択 

 

 

• クリップボードの共有 「双方向」へ 

• ドラッグ＆ドロップ 「双方向」へ  として「OK」 

ゲスト OS（CentOS）を再起動すると反映される 
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1. 演習を進めるために端末を開く 

CentOS のデスクトップ画面の左上の「アプリケーション」タブを押すと、いろいろな

プログラムが分野別に整理されて表示されます。 

 

「端末」を押すと端末が現れます。 

もしくは、CentOSのデスクトップ画面の背景の部分をどこでもいいから右クリックす

ると、一番下に「端末を開く」と表示されるので、それを選んでも端末が開きます。 
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めでたく端末が開けば、演習ができます。いま、この端末ではログイン時のディレクト

リであるホーム・ディレクトリでの作業をすることになります。 

 

 

2. 他のアプリケーションを起動したいとき 

Web ブラウザである firefoxを例に説明します。 

 

① メニューから起動するとき 

CentOS のデスクトップ画面の左上の「アプリケーション」タブを押すと、アプリ

ケーションが階層的に整理されたメニューが表示されます。最初に firefoxが現れ

ます。それをクリックしてください。 
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② 端末からコマンドで起動するとき 

開いた端末のどこかをクリックして端末に文字入力できるようにし、そこで 

firefox & 

と書いて Enterキーを押すと、firefoxが起動されます。 

 

 

firefoxは Linuxの標準のブラウザです。ここに URLを書けばそのサイトを訪問できま

す。 
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3. CentOSのシャットダウン 

次回のために、CentOSをシャットダウンし、ゲスト OS を「電源 OFF」の状態にする。

電源 ON の状態のまま、ホスト OSや Virtualboxのバージョンアップを実施すると、

CentOS が起動しなくなり、再インストールしないといけなくなる場合があります。 

毎回、使い終われば、シャットダウンすることをお勧めします。 

 

電源のアイコンをクリック 

 

 

表示されたパネル内の電源のアイコンを押し「電源オフ」を選択 

 

 

 

4. 日本語環境を使いやすくしたい 

CentOS のデフォルトの日本語環境は使いにくいので、ibus-KKCか ibus-Mozc に変更す

ることをお勧めします。 

 

(1) ibus-KKCに変更する例 

① 管理ユーザになる 

 su 

パスワードは、userに同じ 

② 日本語関連のパッケージをインストールします。端末を開いて 

 yum -y install ibus-kkc vlgothic-* 

https://www.server-world.info/command/html/yum.html
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③ システムの文字セットを変更します。 

 localectl set-locale LANG=ja_JP.UTF-8  
 source /etc/locale.conf  
  以上の操作で、ja_JP.UTF-8 になっているかを確認しましょう。 

echo $LANG  
というコマンドで 

ja_JP.UTF-8 
と表示されれば OK です。 

④ Windows キー+Space キーでかな入力に切り替えるようにしましょう。デスクトップで 
A) 「アプリケーション」→「システムツール」→「設定」→「地域と言語」を選択 
B) 「＋」ボタンを押して、追加画面起動 
C) 「日本語」を選択→「日本語（かな漢字）」を選択 

⑤ 端末を閉じる. 
⑥ Windows キー+Space キーで、かな入力と英語入力が切り替わるはず 
 
 

 

(2) ibus-mozcに変更する例 

以下を参照ください。 

 

https://qiita.com/lp6m/items/52cc3d32640a4f8ec8d5 

 

https://ritsumei365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/is0379xi_ed_ritsumei_ac_

jp/EowE_9B_paREruJSZOhy7zoB5Qocyf2MNEa6nvL5C1xvKw 

 

  

https://www.server-world.info/command/html/localectl.html
https://www.server-world.info/command/html/source.html
https://www.server-world.info/command/html/echo.html
https://qiita.com/lp6m/items/52cc3d32640a4f8ec8d5
https://ritsumei365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/is0379xi_ed_ritsumei_ac_jp/EowE_9B_paREruJSZOhy7zoB5Qocyf2MNEa6nvL5C1xvKw
https://ritsumei365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/is0379xi_ed_ritsumei_ac_jp/EowE_9B_paREruJSZOhy7zoB5Qocyf2MNEa6nvL5C1xvKw


15 
 

Emacs で日本語入力 
1. 端末から emacs を開く 

  

 
2. 日本語入力に「Ctrl+¥」で切り替える ○の中が「A あ U」であるか確認する 

  

 
3. ひらがなで日本語を入力し、スペースで変換 

 
 

4. 英数字入力に戻したいときは、「Ctrl+¥」で戻す 
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カタカナを入力する方法 
 
カタカナに変換したい文字列を入力 

 
 
 
カーソル位置はそのままで shift-K （shift キーを押しながら、K）を押す 
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## 想定される質問 

* マウスがゲスト OSにキャプチャされたままになり，ホスト OSが使えない 

ホストキー（Windowsでは右のコントロールキー）を押すゲスト OSからマウスが開放

されます． 

 

* USBが認識されない 

ゲスト OS のウィンドウが選ばれた状態で，USB を PC に挿し，デバイス→USB を選択す

ると，挿している USB にあったフィルタがいくつか表示されます．その中に使用している

USB メモリのメーカが表示されるので、それを選択します． 
 

 
 
 
 
 
選択後、暫くすると、デスクトップ上にアイコンが現れます。 
USB メモリを抜くときは、アイコンを右クリックして、「取り出す」を選択 

 

それでも認識されない場合は、USB3.0が読めない設定になっているのかもしれません。

ネットで検索して調査してください。 
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*画面が大きくならない 

Virtualbox で，Windows や Mac 上に CentOS を載せたときに，画面が小さい問題を解決

するには，拡張機能を使って，以下のような方法が報告されています． 
 
(1) Virtualbox 6.1 (2020 年 10 月時点の最新版)をインストールした場合 

VirtualBox Guest Additions をインストールします．ゲスト OS 用ドライバ“Guest 
Additions”をインストールすることで，ホスト OS 側のディスプレイ・ドライバをその

まま利用し，高解像度・大画面表示を可能にします． 
 

以下のサイトに詳しい説明があります． 
 
Mac がホスト OS の場合 
https://pc-karuma.net/virtualbox-install-guest-additions/ 
 
もし，VirtualBox Guest Additions をインストールしても，画面サイズが変わらない場

合は，以下のサイトにある方法を試してみてください．最新のものではなく，信頼性が

高い以前のバージョンに戻したら動作するかもしれません． 
https://blog.takekoshi.net/virtualbox6-0-linux-vmsvga/ 
 

 
(2) Virtualbox 5.2 をインストールした場合 

Virtualbox 5.2 のダウンロード・サイトにある extension pack をインストールします． 
Windows がホスト OS の場合 
以下のサイトの「4. Oracle VM VirtualBox Extension Pack のインストール」が参考に

なります． 
https://www.rem-system.com/virtualbox-install/ 
 
Mac がホスト OS の場合 
以下のサイトの「4. Oracle VM VirtualBox Extension Pack のインストール」が参考に

なります． 
https://www.rem-system.com/mac-virtualbox-install/ 

 

 

  

https://pc-karuma.net/virtualbox-install-guest-additions/
https://blog.takekoshi.net/virtualbox6-0-linux-vmsvga/
https://www.rem-system.com/virtualbox-install/
https://www.rem-system.com/mac-virtualbox-install/
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* どんなソフトウェアがインストールされているか 

通常の CentOS7のインストールの以下の図に示されたベース環境を基準として，emacs

と org-x11 のいくつかのパッケージを後述の yumで追加インストールしています． 

その他のツールが必要な場合は、後に説明されている方法でインストールしてください。 

 

 

* セキュリティーソフトのためにインストールできない． 

Oracle VM VirtualBox をセキュリティーの防御対象から外す必要があります．方法は，

セキュリティーソフトごとに異なります． 

 

  



20 
 

* 追加でソフトウェアをインストールしたい 

CentOSでは yumコマンドを用いてソフトウェアをインストールできます。具体的には、 

 yum install 「インストールしたいソフトウェア名」 
というコマンドでインストールします。 

 

本環境では、Userという名前のユーザを利用していますが、User は新しいソフトウェ

アをインストールする権限がありません。そのため、管理者である rootユーザになっ

てから yumコマンドを実行します。 

 su root 
このコマンドを実行すると rootのパスワードを聞かれます。 

root のパスワードも「ritsumei」なので、同じように入力してください。 

root でログインしたら yumコマンドで好きなソフトウェアをインストールください。 

 

 

 

p.s. 本文書は SNコースの毛利先生の文書をもとに，それを修正して作成しました． 


