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１ ＵＮＩＸとは 
 UNIXは、1969年に米国AT&T社のベル研究所でミニコン用の OS（Operating System）として開発されて以来、

今日まで大学や研究所などを中心にあらゆるコンピュータに移植され普及、発展してきました。さらに現在では、技術

者向けの高性能デスクトップコンピュ－タ EWS（エンジニアリングワ－クステ－ション）の OS として広く採用されていま

す。ワークステーションの OS と言えばほとんど UNIX と考えて良いでしょう。また最近では、Linux や FreeBSD、

NetBSD のようにパーソナルコンピュータで使用できる UNIX（これらは、PC-UNIX と呼ばれています）も存在してい

ます。 
 カリフォルニア大学バークレー校では、UNIX に改良を施し、BSD（Berkley Software Distribution）という名前で

そのバ－ジョンを発表しました。AT&T 社でも、UNIX に改良を重ね、現在では System V リリ－ス 4 というバ－ジョ

ンを発表しています。UNIX のバ－ジョンは、上記以外にもありますが大別すると、System V バ－ジョンと BSD バー

ジョンとに分けられます。 
 当初 UNIX はアセンブリ言語で記述されていましたが、Dennis Ritchie によって C 言語が開発された後は、UNIX
のカーネル（核：中心となる部分）からアプリケーションプログラムまで、ほとんどが C 言語で作られるようになりました。

また、OS 自体の完成度も高いため、パーソナルコンピュータの OS として有名な MS-DOS は、この UNIX を基に開

発されています。 
 UNIX の特徴を、以下に示します。 
（１）マルチユーザ、マルチタスク 

 その名が示すとおり、1 台のコンピュータを複数の人が同時に使うことができ、複数の処理を同時にコンピュータ

に行わせることができます。現在パーソナルコンピュータの OSとして使われているWindows95やMacOSでは、

同時に複数の人が使うことはできません。パーソナルコンピュータの場合は、あくまでも「個人的な」コンピュータで

すから、複数の人が使える必要もないわけです。しかし、個人ではとうてい購入できないような高性能なコンピュー

タ（例えば、スーパーコンピュータ）などでは、高価な資源（コンピュータ）を複数の人が効率よく利用するためにマ

ルチユーザ、マルチタスクの機能が必要となります。 
（２）階層構造でのファイル管理 

 コンピュータを利用するときには、必ず「ファイル」というものを使うことになります。自分が作成したプログラムや

そのプログラムの実行結果、さらに OS が必要とする情報まで、そのほとんどがファイルという単位で扱われます。

このファイルはその種類や用途別に、ディレクトリという単位でまとめることができます。ちょうど、私たちが紙の文書

をバインダーに綴じたり、本棚に置いたりするのと同じようなイメージでファイルを整理することができます。 
（３）豊富なサービスプログラムやアプリケーションプログラム 

 前述のとおり、UNIX は研究所や大学などで多く利用されてきました。また、数多くの優秀な技術者が UNIX の

ためにアプリケーションを開発し、それらの多くを無償で配布してきました。このようなアプリケーションには、プログ

ラムを作成するときや電子メールを書くときに必ず必要になるエディタから、C,FORTRAN,perl などのプログラミ

ング言語まで、様々なものがあります。UNIX を使用する上で、これらのアプリケーションを利用しない手はありま

せん。 
（４）快適なマン・マシンインターフェイスを提供するシェル 
  UNIX を利用するときには、「シェル」というプログラムを介してコマンドを実行します。このシェルには様々なもの

があり、それぞれ特徴があります。また、シェルを利用者の環境や好みに応じて使いやすくすることもできます。 
（５）ネットワークが構築でき、その操作が簡単 
  UNIX では、ネットワークを利用できる環境が、はじめから用意されています。また今日では、ネットワーク上で

様々なサービスが提供されています。インターネットの発展に大きく貢献したハイパーテキスト（ホームページ）は、

そのサービスの種類のひとつに過ぎません。また、こういったネットワーク上のサービスは、多くのものが UNIX で

開発されたものです。 
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２ コンピュータの基本構成 
コンピュータの構成要素を分類するとハードウェア(Hardware)とソフトウェア（Software）に分類することができ

ます。ハードウェアとはコンピュータシステムを構成する装置（ディスク装置、中央処理措置など）を指します。ソフト

ウェアとはコンピュータシステム内に格納され動作するプログラム等を指します。 

 2.1 ハードウェア 
ハードウェアは次のように大きく分類することができます。 

演算装置 
コンピュータの中心となる装置で、中央処理装置（Central Processing Unit :CPU）と呼ばれます。近年半

導体の集積化が進みほとんどの演算装置は数 100 万個の素子を１チップに集積された汎用の VLSI を使用し

て構成されています。また、複数の CPU を一つのコンピュータシステムに実装したマルチ CPU システムも多数

使用されています。 

 

メモリ 
メモリは主記憶装置とも呼ばれ、CPU が処理するデータや実行を行うプログラ

ムは、一度主記憶上に読み込まれたあと CPU によって処理されます。 

主記憶装置は半導体素子を集積した VLSI（メモリチップ）によって構成され、

微小電荷の蓄積、放電の動作によって情報を蓄えます。通常、電源が切れるとメ

モリチップ内の情報は失われます。 

主記憶の容量は CPU の処理能力の増大と共に大きくなってきました。装置の規模によって主記憶装置の容

量には差がありますが個人や研究室単位で使用する小規模なワークステーションでは数10Mbyte～数100Mbyte

程度、大規模なシステムとなると、数 Gbyte の主記憶装置が実装されています。 

byte：情報量を表す単位です。Kbyte、Mbyte、Gbyte の関係は以下のようになります。 

1024byte   1Kbyte 
10２４Kbyte   1Mbyte 
10２４Mbyte   1Gbyte 

またメモリは CPU の速度の向上に対応するため階層化されていま

す。通常、１次キャッシュは CPU と同一チップ上に造られ CPU と同じ

スピードで動作する事を目的としています。 

従来から、プログラムには局所性（プログラム実行時はプログラム全

体のコード、データを万遍なくアクセスすることはほとんど無く、時間間

隔を区切って調べると特定のメモリアドレスを集中してアクセスしてい

る）があることが知られています。このことを応用し、少ない容量のメモ

リでも、一定量の主記憶のサブセットを１次キャッシュに効率よくコピー

して使用することにより CPU を効率よく動作させることができます。 

 

補助記憶装置（磁気ディスク） 
 磁気ディスク装置は補助記憶装置とも呼ばれ主記憶装置を補助するためのものとして使用されます。OS が使

用するプログラムやデータ、さらには利用者が使用するアプリケーションプログラム等は通常、磁気ディスク装置

に記憶されます。磁気ディスク装置は主記憶装置に比べて記憶容量当たりの単価が安いのと、磁気を利用して

情報を記憶するため、電源を切った後も情報を保持し続ける（これを不揮発性と言います）ことができます。 

磁気ディスク装置の容量は、コンピュータシステムあたり数Ｇbyte～数 10Gbyte の容量を持つようになってき

ました。 

 

  
  主記憶装置 
 （メインメモリ） 
 
 
 
 
         一次キャッシュ 
 

         ＣＰＵ 
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入力装置 
 コンピュータに対して命令やデータを入力するための装置で、キ

ーボードやマウスがこれに当ります。コンピュータグラフィックスを専

門に行うワークステーションでは、このほかに２次元・３次元座標入

力を行うためのデジタイザやタブレットなどの装置もあります。 

 

出力装置 
 コンピュータによって行われた演算結果を出力するための装置です。もっともポピュラ

ーなものとしてはディスプレイ装置があります。このほかにもプリンタや、図形を出力する

ためのプロッタなどがあります。 

 

 2.2 ソフトウェア 
ソフトウェアはコンピュータシステム全体の制御や管理を行うためのいわゆる OS と、利用者がデータの処理等を

行うために使用するアプリケーション・ソフトウェアの２つに分類できます。 

 

オペレーティングシステムの役割 
 OS の目的の一つとして、利用者に同一の操作環境を与えること

があります。これは、異なるコンピュータシステムであっても同じ OS
（たとえば UNIX）の基で動作しているコンピュータシステムであれ

ば、製造会社や装置の差異を気にすることなく操作できる、あるい

はプログラミングができるということです。 

 この他にも、複数のプログラムを動作させるためのマルチタスク

（マルチプロセス）機能や、主記憶装置（メモリ）やディスク装置の管

理などコンピュータシステムが有する資源の管理なども行います。 

 

アプリケーション 
 応用プログラム（Application Program）を指します。利用者のデータ処理（情報処理）を目的としたプログラム

を指します。市販のソフトウェアや利用者が作成したプログラムなどがこれにあたります。 

従来はデータ処理を行うためには、それに対応したプログラムを利用者自身が作成して処理を行ってきました

が、近年では市販されているソフトウェアやフリーのソフトウェア（ソフトウェアの著作権を有する人に対して代価を

支払わずに使用できるソフトウェア）等を利用して行われるようになってきました。 

 

 

 
          アプリケーション 
           
 
     オペレーティングシステム 
 
 
         ハードウェア 
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３ ＥＷＳ４８００について 
3.1 EWS4800 の紹介 

EWS（Engineering Work Station）とは、パーソナルコンピュ

ータのような使いやすさと、大型計算機並の処理速度を持ち合わ

せたコンピュータです。ここでワークステーションとして利用するコ

ンピュータ NEC-EWS4800 は、オペレーティングシステムに

UNIX（AT&T ベル研究所の System V に準じ、さらに BSD バ

ージョンの便利な機能や独自の機能を追加したもの）を使用して

いるので、UNIX 上で動く、数多くのソフトウェアを利用することが

できます。本システムは、これらの環境をSystem Vリリース４のバ

ージョンで提供しています。さらに、ウィンドウ（画面）を複数同時

に開いて、それぞれのウィ ンドウで併行して仕事が できる

X-Window システムも採用しています。 
 

 
3.2 EWS4800 の電源投入 

通常、EWS4800 には電源が入った状態になっています。ただし、利用者が少ないときには最小限のマシンにしか

電源を入れていない場合があります。このような場合は、次の手順で電源を入れ、システムを起動します。 
(1) EWS 本体の右下にある POWER スイッチを押します。 
(2) ディスプレイに各種メッセージが表示されます。立ち上げが正常に終了すると、ログイン画面が表示され

ます。 
(3) ログイン画面が表示されてもシステムの起動が完全に終了したわけではありません。本体の前面にある

NETWORK ランプが点灯している間はログインすることができません。NETWORK ランプが消灯する

まで、数分間お待ち下さい。 
 
3.3 EWS4800 の電源切断 

通常は、サービス終了の時間に自動的に電源が切断されるようになっています。サービス時間中に、EWS を利用

していて突然電源が切断された場合には、EWS の電源コンセントが抜けていないことを確認した上で、電子計算セン

ターまでご連絡下さい。 



 5

４ ログイン／ログアウト 
 UNIX を利用するときは、はじめに「ログイン」という作業が必要になります。これに対して、終了するときは「ログアウ

ト」という作業が必要になります。このログイン／ログアウトの方法は、通常（Ａ）マシンを直接利用する場合と（Ｂ）マシン

をネットワークを介して利用する場合とで、若干異なります。 
 以下に、この二通りのログイン／ログアウトについて説明します。 
 
（Ａ）マシンを直接利用する場合 

（３号館・５号館・１２号館のワークステーションを利用する場合） 
(1) マシンに接続されているディスプレイの電源を入れます。 
(2) ディスプレイに次のような画面が表示されます。（実際には上部にマシンの名前が表示されています。） 

画面に何も表示されていない場合は、マウスを少し動かすか、キーボードの SHIFT キーを１回押します。 

 
(3) 「Login:」に、ログイン名を入力します。 
(4) 「Password:」に、パスワードを入力します。パスワードの入力の際には、入力した文字は画面に表示され

ません。 
(5) パスワードが正しければ、次のような画面になります。 

（画面では、ログイン名を zza9601 として、es5112 というマシンにログインした場合を示しています。） 
 

Welcome to the X Window System 

Login: 

Password: 

① ③ ④ ⑤ 

② 
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(6) これらのウィンドウは、それぞれ独立して処理を行うことができます。この画面に表示されているウィンドウや

アイコンは、それぞれ次のような機能を持っています。 
① Console（画面上部のウィンドウ）……コンソールメッセージを表示する。 
② kterm（画面中央のウィンドウ）……UNIX コマンドの実行及びその結果を表示する。 
③ xbiff（ポストのアイコン）……電子メールの到着を知らせる。 
④ xclock（時計のアイコン）……現在の時刻を表す。 
⑤ xlogout（logout という文字）……利用を終了する（ログアウトする）。 

(7) ウィンドウ内に文字を入力するためには、マウスカーソルを入力先のウィンドウ内に移動させます。移動させ

ると、マウスカーソルが×印からＩ印に変化します。 
 

 
(8) コマンドの入力は、プロンプトに対して行います。 

プロンプトとは、タイトルの部分に「kterm」と表示されているウィンドウ内に出ている「ログイン名＠マシン

名％」と表示されているものを意味します。例えば、ログイン名が 7jab1234 でマシン名が es5101の場合に

は、プロンプトは次のようになります。 
 

 
このプロンプトに対してコマンドを入力すると、次のようになります。 
（date は、現在の日時を表示させるコマンドです。） 
 

 
このようにコマンドを実行した後にはまたプロンプトが表示され、次のコマンドを入力できる状態になります。 

(9)  利用を終了するときには、画面右上の「logout」をクリックします。すると、画面はログインする前の画面に

戻ります。 
 

（Ｂ）ネットワークを介して利用する場合 
（例えば、CPU サーバ（sx）、AP サーバ（bosei）、メールサーバ（keyaki）を利用する場合。） 

(1) 他のシステムから接続する場合は、telnet というアプリケーションを使用します。 
Windows95 の場合 
「スタート」→「プログラム」→「ネットワーク」→「Telnet(FreeWare)」とマウスカーソルで選択することに

より、起動することができます。起動した後、「Host:」の欄に接続したいマシンの名前を入力し、「ＯＫ」

をクリックします。 
Macintosh の場合 
「ランチャー」から「インターネット」を選択し、「NCSA Telnet」をクリックします。NCSA Telnet が起動し

マウスポインタを移動 

100 7jab1234@es5101%  

100 7jab1234@es5101% date 
1997 年 05 月 21 日 (水) 17 時 31 分 43 秒 JST 
101 7jab1234@es5101%  
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たら、「File」→「Open Connection」を選択し、「Host/Session Name」の欄に接続したいマシンの名

前を入力し、「Connect」をクリックします。 
すでに他の UNIX システムにログインしている場合 
 次のコマンドを使用して接続します。 
 

 
 例えば、メールサーバ（keyaki）に接続する場合は、次のようなコマンドになります。 
「telnet」と「keyaki」の間には、スペースが必要です。 
 

 
(2) 接続すると、次のようなメッセージが表示されます。 

 

 
(3) 表示にしたがって、ログイン名を入力します。 
(4) 「Password:」と表示されるので、パスワードを入力します。パスワードの入力の際には、入力した文字

は画面に表示されません。 
(5) パスワードが正しければ、次のような画面になります。 

（例として、ログイン名を 7jab1234 としています。） 
 

% telnet  [接続するマシン名] 

% telnet  keyaki 

 
UP-UX/V (Rel4.2MP) (keyaki) (pts/XX) 
 
login: 

UP-UX/V (Rel4.2MP) (keyaki) (pts/XX) 
 
login: 7jab1234 
Password: 
UP-UX/V(Rel4.2MP) 
keyaki 
Copyright (c) 1994 NEC Corporation. 
Copyright (c) 1993 UNIX System Laboratories, Inc. 
(a wholly-owned subsidiary of Novell, Inc.) 
Copyright (c) 1987, 1988 Microsoft Corp. 
All rights reserved. 
Last login: Wed May  7 17:02:28 on pts/XX 
7jab1234 logon in progress at 18:53:12 on 05/07/97 
101 7jab1234@keyaki% 
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(6) 接続すると、画面にはプロンプトが表示されます。 
(7) 利用を終了するときには、logout コマンドを使用します。 

 

 
(8) パソコンから接続していた場合には、ウィンドウが消えます。他の UNIX システムからログインしていた

場合には、「Connection closed by foreign host.」と表示され、元の UNIX システムに戻ります。 

% logout 
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5 ファイル、ディレクトリについて 

     コンピュータで作成した文書など、ひとまとめのデータを保存する単位をファイルと言います。そしていくつかの

ファイルをひとつにまとめて管理するものがディレクトリです。UNIX では、ディレクトリを階層構造にして大量のフ

ァイルを管理するようになっています。利用者は、目的やプロジェクト別にディレクトリを作成して、そこにファイルを

作成すれば、必要なファイルをすぐに探しだすことができます。下にディレクトリの概念を表す図を示します。 

 
5.1 ファイル、ディレクトリに関する用語の説明 

 ルートディレクトリ 
階層構造の原点で、１つだけ存在します。パス名の指定で最初の / (スラッシュ)はルートディレクトリを

意味します。 
 

 ホームディレクトリ 
ログインしたときに位置づけられるディレクトリ。ログイン名ごとにあらかじめ決められたディレクトリが割り

当てられています。通常ログイン名と同じ名前のディレクトリに位置づけられます。図の例でログイン名が

7jab1234 の場合、ホームディレクトリは、/uhome/a/7jab1234 となっています。 
 

 カレントディレクトリ 
現在作業しているディレクトリをカレントディレクトリと呼びます。 

ログインしてからディレクトリを移動していなければ、ホームディレクトリがカレントディレクトリとなります。パ

ス名を指定する際にファイルのみを指定したときは、カレントディレクトリにあるファイルとなります。パス名

の指定で . (ピリオド)はカレントディレクトリを意味します。図中の 7jab1234 内で作業をしている時、カレ

ントディレクトリは/uhome/a/7jab1234 となります。  
 

 親ディレクトリ 
カレントディレクトリの１つ上のディレクトリを親ディレクトリと呼びます。図では、7jab1234 から見たその

上の a というディレクトリは親ディレクトリになります。パス名の指定で .. (ピリオド２つ)は親ディレクトリを

意味します。 
 
 

 
/ 

(ルート) 

sbin stand dev etc uhome 

a b 

usr 

7jab1234 

file1 file2 file3 

ディレクトリ 

ファイル 

filex 

7jab1235 7jab1236 . (カレント) 

.. (親) 
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 パス名 
特定のファイルやディレクトリを、階層構造の道順として指定する場合の道順をパス名といい、指定の

仕方によって絶対パス名と相対パス名とがあります。 
 

（絶対パス名） 
ルートディレクトリからの道順を絶対パス名と言います。例えば、上の図で file1 とあるファイルを絶対

パス名で指定すると 
 /uhome/a/7jab1234/file1 

となります。この意味は 
             /   uhome   /   a   /   7jab1234   /   file1 
 ルートディレクトリの下の uhome の 下の a の 下の 7jab1234 の 下の file1  

というファイルを意味します。 
 

（相対パス名） 
カレントディレクトリからの道順を相対パス名と言います。例えば、上の図で 7jab1236 とあるディレ

ク ト リ (/uhome/a/7jab1236) が カ レ ン ト デ ィ レ ク ト リ で あ る 時 、 file1 と あ る フ ァ イ ル

(/uhome/a/7jab1234/file1)を相対パス名で指定すると 
 ../7jab1234/file1 

となります。この意味は 
                 ../   7jab1234   /   file1 
  親ディレクトリの下の 7jab1234 の 下の file1  

というファイルを意味します。 
 
5.2 ディレクトリの操作コマンド 

コマンド名 機能 
 pwd  カレントディレクトリ名の表示 
 mkdir  ディレクトリの作成 
 cd  カレントディレクトリの移動 
 rmdir  ディレクトリの削除 

 
5.2.1 カレントディレクトリ名の表示 (pwd) 

   カレントディレクトリ名を表示するには pwd コマンドを入力します。 
 
 
 
 
 
 

5.2.2 ディレクトリの作成 (mkdir) 

   新しくディレクトリを作成するには mkdir コマンドを入力します。この例では mydir というディレクトリを作成しま

す。 
 
 
 

%  mkdir  mydir  
% 

%  pwd  
/uhome/a/7jab1234 
% 
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5.2.3 ディレクトリの移動 (cd) 

   カレントディレクトリを移動するには cd コマンドを入力します。指定して移動した先がカレントディレクトリになり

ます。この例では、前に作成したディレクトリ mydir に移動します。 
 
 
 
 
 
 

  
  パス名を指定しないとホームディレクトリへの移動となります。 
 
 
 
 
 
 

 

5.2.4 ディレクトリの削除 (rmdir) 

   ディレクトリを削除するには rmdir コマンドを入力します。この例では、前に作成したディレクトリ mydir を削除

します。 
 
 
 

 

5.3 ファイルの操作コマンド 
コマンド名 機能 
 cat  ファイル内容の出力 
 ls  一覧の表示 
 cp  ファイルのコピー 
 mv  ファイルの移動 
 rm  ファイルの削除 

 

5.3.1 ファイル内容の出力 (cat) 

   ファイルの内容を出力するには、cat コマンドを用います。cat コマンドは他にも、ファイルの作成、複数のファイ

ルの結合、などにも利用できます。 
   はじめに cat コマンドを利用してファイル file1 を作成します。(「>」の記号については 7.2 で説明します) 
 
 
 
 
 
  

%  cat  >  file1  
This is new file. 
^D  (CTRL キー＋D キー) 
% 

% rmdir  mydir 
% 

%  cd  mydir 
%  pwd 
/uhome/a/7jab1234/mydir 
% 

%  cd 
%  pwd 
/uhome/a/7jab1234 
% 



 12

  ファイルの内容を出力するにも、cat コマンドを用います。file1 の内容を出力します。 
 
 
 
 
  
 
  cat コマンドでファイルを複製することもできます。file1 を新しいファイル file2 に複製します。 

 
 
  
  複数のファイルを連結して新しいファイルを作ることもできます。file1 と file2 を連結して、新しいファイル file3
を作成します。 

 
 
 
 

5.3.2 一覧の表示 (ls) 

   ls コマンドはカレントディレクトリにあるファイルやディレクトリの一覧を表示します。 
 

 
 
 
 
  
  ファイルの詳細な情報を表示するためには -l オプションを用います。 
 
 
 
 
 
 

   
 左からファイルの属性、リンク数、所有者、グループ、バイト数、更新時刻、名前となっています。属性の欄の先頭

が d となっているのはディレクトリです。(詳細は 13 章で説明します。) 
 
5.3.3 ファイルのコピー (cp) 

   ファイルの中身をコピーするには cp コマンドを入力します。この例では file1 という名前のファイルの中身を

file4 という名前のファイルへコピーします。 
 
 

 

 

%  cp  file1  file4 
% 

%  ls  -l 
-rw-------   1 7jab1234  user        18  5 月  2 日 09 時 44 分 file1 
-rw-------   1 7jab1234  user        18  5 月  2 日 09 時 44 分 file2 
-rw-------   1 7jab1234  user        36  5 月  2 日 09 時 45 分 file3 
% 

%  ls 
file1  file2  file3 
% 

%  cat  file1  file2  >  file3 
% 

%  cat  file1  >  file2 

%  cat  file1 
This is new file. 
% 
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5.3.4 ファイルの移動 (mv) 

   ファイル名をの変更をしたり、ファイルを他のディレクトリに移動するには mv コマンドを用います。この例の 1 行

目は file4 というファイルを file5 という名前に変更しています。2 行目で mydir というディレクトリを作成し、3 行目

で file5 というファイルを mydir の中の file へ移動しています。 
 
 
 
 
 
 

 

5.3.5 ファイルの削除 (rm) 

   ファイルを削除するには rm コマンドを用います。この例では mydir というディレクトリの中の file というファイル

を削除します。ファイルの削除の際には確認のメッセージが表示されるよう設定されるため、削除したい場合は y
で、削除したくない場合は y 以外で答えます。 

 
 
 

%  rm   mydir/file 
rm: ファイル mydir/file を削除しますか？ (yes/no) y 
% 

%  mv  file4  file5 
%  mkdir  mydir 
%  mv  file5  mydir/file 
% 
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6 よく利用するコマンド 

   UNIX 上でコマンドが実行される仕組みを簡単に説明すると次の通りです。まずは入力した文字列(コマンド)
がシェルというプログラムに引き渡され、コマンドとして解釈されます。次に、シェルがカーネルという UNIX の中核

にあたるプログラムに指示を出し、コマンドが実行されます。 
   5 章で説明したファイルやディレクトリの操作コマンド以外にも頻繁に利用される UNIX のコマンドは数多くあり

ます。この章では、特に基本的で利用頻度の高いコマンドを紹介します。 
   コマンドの入力方法はコマンドごとに様々ですが、基本的に以下のような構成になっています。 

 
  

 
 

   [ ]で囲まれている部分は省略することができる部分です。オプションは目的に応じて用いることができ、コマンド

により引数の指定がなかったり、指定する数が異なります。 
   複数のオプションを同時に指定する場合は、下の例のように - の後に続けてオプションの文字を入力します。 
 
 
 
 

6.1 cat コマンド 
   ファイルの出力、連結を行うコマンドです。 
 
 
 
 
 

オプション 機能 
 -v  非印字文字を可読文字として印字。 
 -vt  -v のみの時に加え、タブを^I、フォームフィールドを^L として印字。 
 -ve  -v のみの時に加え、$文字を各行の終わりに印字。 

 
6.2 cd コマンド 
   カレントディレクトリの移動を行うコマンドです。 
 
 
 
 

6.3 chmod コマンド 
   ファイルの所有者がファイルまたはディレクトリの許可モードを変更するコマンドです。 
 
 
 
 
 

 

%  コマンド  [-オプション]  引数 1  引数 2  … 

%  cat  [-v  [-t]  [-e]]  ファイル名  … 

%  cd  パス名 

%  chmod  モード  ファイル（ディレクトリ）名 

%  ls  -alF 
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6.4 cp コマンド 
   ファイルのコピーを行うコマンドです。ファイル名を複数指定した場合は出力ファイル名はディレクトリで指定しま

す。 
 
 
 
 

オプション 機能 
 -i  既存の出力ファイルが上書きされる場合は、確認のメッセージを出しま   

 す。y で答えればコピーを続行します。y 以外で答えるとコピーを行いま 
 せん。 

 -r  コピー元がディレクトリである場合、ディレクトリの中のサブディレク 
 トリをそのファイルと共にコピーします。この時出力先もディレクトリ 
 でなくてはいけません。 

 
6.5 finger コマンド 
   ローカルシステムやリモートシステムのユーザ情報を表示するコマンドです。ローカルシステムの場合、ユーザ

名は姓、名、ログイン名が利用できます。このコマンドはコンピュータの設定によって利用できない場合もありま

す。 
 
 
 
 
 
 

オプション 機能 
 -l  詳細形式で表示します。 

 
6.6 ls コマンド 
   ディレクトリ内のファイルおよびディレクトリの一覧を表示するコマンドです。 
 
 
 
 

オプション 機能 
 -a  隠しファイルも含め全てのエントリを表示します。 
 -l  各ファイルの属性、リンク数、所有者、グループ、バイト数、更新日時、 

 名前を表示します。 
 -F  ファイルがディレクトリでれば名前の後ろに /、実行可能ファイルであれ 

 ば *、シンボリックリンクであれば@を付加して表示します。 
 
6.7 mkdir コマンド 
   ディレクトリを作成するコマンドです。 
 

   
 

%  cp  [-i]  [-r]  ファイル 1  [ファイル 2  …] 出力ファイル 

%  ls  [-a]  [-l]  [-F]  [ファイル名] 

%  mkdir  ディレクトリ名 

%  finger  [-l]  ユーザ名 1  [ユーザ名 2  …] 
%  finger  [-l]  ユーザ名@hostname  […] 
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6.8 more コマンド 
   ファイルの内容を１画面ごとに表示し、スペースキーで次画面を表示するコマンドです。 
 
 
 
 

オプション 機能 
 -c  画面をクリアしてから表示します。次の画面を表示するときにもクリア 

 をしてから表示します。 
 
6.9 mv コマンド 
   ファイルの移動またはファイル名の変更をします。ファイル 1 と出力ファイルは同じ名前にはできません。元ファ

イルを複数指定する場合、出力ファイルは移動先ディレクトリとなります。 
 
 
 
 

オプション 機能 
 -i  移動するときに既存の出力ファイルが上書きされる場合は確認のメッセ 

 ージを出します。y で答えれば移動を続行します。y 以外で答えると移動 
 しません。 

 
6.10 pwd コマンド 
   カレントディレクトリの名前を表示します。 
 
 
 
 
6.11 rm コマンド 
   ファイルの削除を行うコマンドです。 
 
 
 

オプション 機能 
 -i  削除するときに確認のメッセージを示します。y で答えれば削除を実行し 

 ます。y 以外で答えると削除をしません。 
 -r  引数リストで指定された全てのディレクトリおよびその下のサブディレ 

 クトリを再帰的に削除します。 
 
6.12 rmdir コマンド 
   ディレクトリの削除を行うコマンドです。 
 
 
 
 
 

%  more  [-c]  ファイル名 

%  mv  [-i]  ファイル 1  [ファイル 2  …]  出力ファイル 

%  pwd 

%  rm  [-i]  [-r]  ファイル 1  [ファイル 2  …] 

%  rmdir  [-i]  ディレクトリ 1  [ディレクトリ 2  …] 
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オプション 機能 
 -i  削除するときに確認のメッセージを示します。y で答えれば削除を実行し 

 ます。y 以外で答えると削除をしません。 
 
6.13 file コマンド 
   ファイルタイプの判定を行うコマンドです。 
 
 
 
 

オプション 機能 
 -h  シンボリックリンクを認識しません。 
 -f  flist  -f の次に続いた flist から、調べるファイル名を取り出します。 

 
6.14 who コマンド 
   システムの使用者の表示をするコマンドです。「who am i」で利用者自身に関する情報も表示します。 
 
 
 
 
 
6.15 メタキャラクタ 
   コマンドの引数として似たようなファイル名を複数指定する際に、一度に表現できると大変便利です。メタキャラ

クタという特殊な文字を用いて、ファイル名をあるパターンに一致させることによって一度に複数のファイル指定を

行います。 
 

メタキャラクタ 機能 
*  0 文字以上の任意の文字列 
?  任意の 1 文字 
[ ]  [ ]内に指定された文字の中の 1 文字 
-  [ ]内で使われる文字の範囲 

 
   例えば、次のようにファイル名を指定すると以下の通りに指定されます。 
 

文字列 指定内容 
 *.c  ファイル名の最後に .c がつくファイル 
 reidai.?  reidai.で始まり、最後に 1 文字がつくファイル 
 to?ai  to で始まり、何か 1 文字入り、ai で終わるファイル 
 [opq]*nge  o,p,q いずれかで始まり、任意の文字列と続き(何も続かなくてもよい)、 

 nge で終わるファイル 
 [O-Z]ho???  O から Z の間のいずれかの文字で始まり、ho と続き、任意の 3 文字で 

 終わるファイル名 
 
   cat, chmod, cp, ls, rm･…など複数の引数を指定できるコマンドでは上記のメタキャラクタを用いて簡単に複数

ファイル(ディレクトリ)を指定することができます。 

%  file  [-h]  [-f  flist]  ファイル 1  [ファイル 2  …] 

%  who 
%  who am i 
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7 便利な機能 

    5 章、6 章でいくつかの代表的なコマンドを学びましたが、それらのコマンドを組み合わせたり、出力先や入力先

を変更したりしてさらに便利に利用することができます。 
 
7.1 man コマンド 

   UNIX のコマンドについて、説明がほしいときに便利なマニュアル機能があります。man コマンドはコマンドに

ついてのマニュアルを出力します。下の例では ls コマンドについてのマニュアルを表示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 標準入出力のリダイレクト 

   標準入力とはコマンドに与えるデータの入力元で、指定がなければキーボードに割り当てられています。標準

出力は、同じくコマンドの処理結果の出力先で、指定がなければディスプレイに割り当てられています。大量のデ

ータを入力して、長い出力結果を得るコマンドを実行する場合などは、あらかじめファイルにデータを用意してお

いてそこから入力し、結果をファイルに出力することができると大変便利です。 
   標準入力および標準出力をファイルに切り替えるために以下の記号を用いることができます。 
 

記号 機能 
 <  標準入力のファイルへの切り替え(ファイルからの読み込み) 
 >  標準出力のファイルへの切り替え(新ファイルへの書き込み) 
 >>  標準出力のファイルへの切り替え(ファイルへの追加書き込み) 

 
   次の例では、まずキーボードから入力した「This is new file.」を新しいファイル file1 におさめます。次に既に

あるファイル file1 に ”>>” を用いてもう 1 行追加します。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

%  cat  >  xfile 
This is a new file. 
^D 
%  cat  >>  xfile 
This line is added. 
^D 

%  man  ls 
     ls(1)                     UNIX System V                     ls(1) 
     名前 
          ls - ディレクトリの内容の表示 
     形式 
          ls [ -RadLCxmlenogrtucpFbqisf1 ][ file . . . ] 
     機能説明 
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  標準入力の切り替えは ”<” を用います。下のコマンドは xfile の内容を標準入力として、出力結果を yfile にお

さめます。結果としては xfile から yfile へのコピーとなります。 
 

 

 

7.3 パイプ機能 

   パイプ機能とは、あるコマンドの標準出力をそのまま別なコマンドの標準入力につなげる機能のことです。 
   cal コマンドというカレンダーを出力するコマンドがあります。2000 年のカレンダーを表示すると 1 画面にはいり

きらないため、その出力を more コマンドにパイプでつないで実行すると、1 画面ずつスクロールして表示されます。

次の画面へはスペースキーで進みます。 
 
 
 
  
また、プリンタへの出力コマンド lpr で、カレンダーを直接プリントアウトすることも可能です。 
 
 
 

 

7.4 ヒストリ機能 

   ヒストリ機能とは、使用したコマンドを記憶しておく機能です。同じコマンドを何度も利用する時に便利です。直

前のコマンドを再実行する時には”!!”と入力します。 
 
 
 
 
 
 
 

 最近に入力したコマンドの履歴を見るためには history コマンドがあります。history コマンドの結果を利用し

て、履歴上のコマンドを再実行することができます。”!3” で履歴 3 番のコマンドを再実行します。最も近くの先頭

が ”h” で始まるコマンドを再実行するときには”!h”と入力します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%  cat  <  xfile  >  yfile 

%  cal  2000  |  more 

%  cal  2000  |  lpr 

%  pwd 
/uhome/a/abcd12 
%  !! 
pwd 
/uhome/a/abcd12 

%  history 
     1  cal  2000  |  lpr 
     2  cd 
     3  pwd 
     4  history 
%  !3 
pwd 
/uhome/a/abcd12 
%  !h 
history 
  : 
% 
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7.5 エリアス機能 

   エリアス機能とは、コマンドの名前を自分の好きなように変える機能です。例えば、dir と入力すると ls コマンドを

実行するように設定する場合は、以下のように入力します。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%  dir 
dir: Command not found. 
%  alias  dir  ls 
%  dir 
file1  file2  file3  file4  xfile  yfile  … 
% 
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8 ジョブ、プロセスについて 

     ユーザが入力する 1 行に含まれるコマンド群をジョブと呼びます。パイプで連結され、複数のコマンドが１行で

実行される場合などは、それら複数のコマンドをまとめて１つのジョブとして扱います。ジョブは UNIX のシェルが

受け取って解釈し、実行できる単位のプログラムに切り分けられてカーネルが実行します。 
     UNIX はマルチタスクの OS なので、複数のプログラム(コマンド)を同時に動作させることができます。UNIX 上

で実行中のプログラムをプロセスと呼び、プロセスはプロセス ID(PID)というプロセス毎に一意的に与えられる番

号で管理されています。１つのジョブから複数のプロセスが発生する場合も多くあります。 
     プロセスにはいくつかの型があります。対話プロセスであるフォアグラウンドプロセスとバックグラウンドプロセス、

バッチプロセス、デーモンがあります。 
 

 対話プロセス  対話プロセスは端末から起動、制御されます。フォアグラウンドプロセスはコマンドが実

行された端末と直接通信をしているため、プロセスの実行中はそのプロセスだけが端末からの入力を直

接受け取ることができます。フォアグラウンドプロセス実行中はプロンプトが表示されません。バックグラウ

ンドプロセスは端末から切り離されているので、データを直接端末から入力することができません。 
 

 バッチプロセス  対話プロセスと異なり、端末とは関係なくプロセスが実行されます。一般的にジョブは

一時キューに置かれ、キューの先頭から順に実行されます。実行に移ったジョブからプロセスが発生しま

す。 
 

 デーモン  通常はコンピュータ起動時に起動され、何らかのプロセスからの要求があるまでバックグラ

ウンドで待機をしているプロセスです。代表としてはメールを受け取るプログラムがあげられます。メールを

受け取るデーモンプロセスは常にバックグラウンドで待機しており、メールが届いた際にはその要求を受

けて動き出します。 
 
 以下ではプロセスを制御するためのコマンド操作を説明します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コマンド名 機能 
 ^c  フォアグラウンドプロセスの強制終了 
 ^z  フォアグラウンドプロセスの一時停止 
 bg  停止中のプロセスをバックグラウンドで再開する 
 fg  バックグラウンドプロセスをフォアグラウンドへ移す 
 command  &  コマンド command をバックグラウンドで実行する 
 jobs  バックグラウンドプロセスの一覧表示 
 ps  現在使用している端末に関連したプロセスの表示 
 kill  PID  プロセス番号 ID が PID のプロセスの強制終了 

 

%  command  コマンドの実行(フォアグラウンドプロセス) 
%  ^Z  フォアグラウンドプロセスの一時停止 
%  bg   バックグラウンドプロセスへの移行 
[1]    command  & 
%  jobs  バックグラウンドプロセスの一覧表示 
[1]    Running           command 
%  kill  %1  1 番のバックグラウンドプロセスの強制終了 
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9 Ｘウィンドウについて 

     UNIX はマルチタスク OS ですが、実行する画面が 1 つでは同時に複数の処理を見ることができません。ウィ

ンドウシステムを利用することにより、同時に複数の処理画面を開き、画面上で複数の処理を見ることができるよう

になります。端末室ではＸウィンドウシステムが利用できるようになっています。ログインをするといくつかの枠に囲

まれた領域(ウィンドウ)が画面に表示されます。 
 
9.1 ウィンドウの操作 

   表示されている各ウィンドウの操作には、移動、大きさの変更、重なり

の変更、アイコン化があります。操作はウィンドウの左上にある小さな枠

を左クリックしてウィンドウメニューを表示して選択することにより行いま

す。 
 
9.1.1 ウィンドウの移動 

   ウィンドウのメニューを表示させ、「移動(M)」を選択すると透明な枠

が現れます。移動したい位置までマウスを動かしてクリックで位置を確定します。 
 
9.1.2 ウィンドウの大きさの変更 

   ウィンドウメニューを開き、「リサイズ(S)」を選択します。マウスカーソルをウィンドウの右下の角に合わせ、枠が現

れたら指定したい大きさの位置でクリックをして確定します。 
 
9.1.3 ウィンドウの重なりの変更 

   前面にあるウィンドウの後ろに隠れているウィンドウを前面に表示して操作したい場合は、ウィンドウメニューから

「最背面(L)」を選択します。前面にあったウィンドウが一番下に移動し、後ろに隠れていたウィンドウが前面に現れ

ます。 
 
9.1.4 ウィンドウのアイコン化 

   ウィンドウのメニューから「最小化(N)」を選択します。ウィンドウがアイコンとなって左下に表示されます。もう一度

ウィンドウとして開きたい場合には、アイコンをクリックしてメニューを開き、「復元(R)」を選択します。 
 
 

9.2 Ｘウィンドウ基本メニューの操作 
   Ｘウィンドウ全体のメニューを選択するには、背景にマウスカーソルをあわせて

左ボタンをクリックし、メニューが表示されたらそのままドラッグで項目を選択しま

す。 
   24 ドット漢字、20 ドット漢字、16 ドット漢字、14 ドット漢字、は日本語が入力で

きるターミナル画面(kterm)が、それぞれの文字の大きさ(ドット数)で立ち上がり

ます。16 ドット英語は英語モードのターミナル画面(xterm)が立ち上がります。 
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9.3 コマンドによる新ウィンドウの生成 

   さらに同時にウィンドウを開きたいときは kterm からコマンド入力によりウィンドウを生成することができます。この

例では kterm と xclock(時計)を表示させます。コマンドの最後についている&マークは、このコマンドをバックグラ

ウンドで実行させます。フォアグラウンドで実行すると、プロンプトが戻らないため、次のコマンドが入力できませ

ん。 
 
 
 
 
 
   これらのコマンドにオプションをつけることにより、ウィンドウの場所や大きさを指定したり、kterm の文字の大きさ

を指定することもできます。 
 
 
 
 
 

オプション 機能 
 -geometry  ウィンドウの位置、大きさを(幅)x(高さ)+(位置 x)+(位置 y)で指定 

  幅   ：横幅の桁数 
  高さ  ：高さの行数 
  位置 x：画面左からの水平方向のピクセル位置 
  位置 y：画面上からの垂直方向のピクセル位置 

 -bg  ウィンドウの背景色を指定します 
 -fg  ウィンドウの文字色を指定します 
 -cr  ウィンドウのカーソルの色を指定します 
 -fn,-fk,-fr  文字フォントを指定します 

 
   背景や文字に使用する色の種類の一覧は以下のコマンドで得ることができます。 
 
 
 
 
 

9.4 X ウィンドウ背景色の変更 

   Ｘウィンドウそのものの背景色を変更したい時は xsetroot コマンドを利用します。以下のコマンドを入力すると背

景色が赤に変化します。 
 
 
 
 
   使用できる色の一覧は前述した showrgb コマンドで得ることができます。 
   ログイン時に常に指定した背景色で利用したい場合には各自のホームディレクトリ下にある .loginファイルに上

記のコマンドを 1 行加えるとよいでしょう。 

%  kterm  & 
%  xclock  & 
% 

%  kterm  -geometry  50x10+700+1200  -bg  navy  -fg  ivory  -cr  gold  & 
%  kterm  -fn  neca24  -fk  neck24  -fr  necr24  & 
% 

%  xsetroot  -solid  red 

%  showrgb  |  more 
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10 エディタについて 

    ファイルの作成や編集を行うには、通常はエディタを利用します。エディタには大きく分けてライン（行）エディタと

スクリーン（画面）エディタがありますが、それらのエディタにも多くの種類が存在します。 
 UNIX の標準的なラインエディタは ex です。またスクリーンエディタとして標準的なのは vi です。SystemV、

BSD 等の系統やメーカにとらわれずほとんどの UNIX でサポートされています。UNIX の管理者になるには最低

限 vi が使えることが必要となってきます。 
10.1 vi について 

vi(visual の略)には処理のモードが大きく分けて 2 つあります。1 つは編集用のコマンドを処理するコマンドモ

ードともうひとつはテキスト入力モードです。この 2 つのモード以外にも vi の中から ex エディタのコマンドを利用

することもできます。 
10.1.1 vi の起動 

   vi 起動時に様々なオプション（引数）を与えることができますが、通常は下記のように編集するファイル名（ここで

は test）を指定します。すでに存在するファイル名を指定するとそのファイルの変更（削除、追加）ができファイル

の更新がなされます。存在しないファイル名を指定した場合には、新規にファイルを作成することになります。 
 
 
 
 
 vi 起動時はコマンド入力モードになっています。コマンドを入力することによりテキストの編集ができるようになり

ます。簡単な関係を図に表すと次図のようになります。 
 
                      リターン 
           (Enter)キー                 a,i 等を入力 
 
 
 
 
 
                      : を入力                  [ESC]キーを入力 
                             

10.1.2 ｖｉの終了方法 

 編集作業を終了し、バッファファイルの内容をファイルに書き込み、vi を終了するためにはコマンドモードで ZZ
を入力します。また、:q!でエディタを終了すると、全ての編集作業を無効にし、ファイルの更新は行われません。 

10.1.3 カーソルの移動 

・ カーソルの移動 
h カーソルを現在位置から１文字左へ移動 
j カーソルを現在位置から１文字下の行へ移動 
k カーソルを現在位置から１文字上の行へ移動 
l カーソルを現在位置から１文字右へ移動 

 
 これらの文字は通常のキーボードの右手のホームポジションに相当しています。ホストコンピ

ュータやパソコンのエディタと異なり、カーソルの移動にカーソル移動キー（↑↓←→）を利用

しないことに注意。これは、カーソル移動キーのない端末からの利用を考慮した結果であると言

われています。 

%  vi  test 

   ex モード 
 
コマンドモード 

 
テキスト入力 
モード 
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・ 行内での移動 

0 行の先頭へカーソルを移動 
^ 空白を除いた行の先頭へカーソルを移動 
$ 行の末尾の文字へカーソルを移動 

 
・ 単語単位での移動 

w 次の単語の先頭の文字へカーソルを移動 
b １つ前の単語の先頭の文字へカーソルを移動 
c 現在または次の単語の最後の文字へカーソルを移動 

        
・ 画面の中での移動 

H ホームポジション（画面の左上）へカーソルを移動 
M 画面の中央へカーソルを移動 
L 画面の最下行へカーソルを移動 

        
・ スクロール 

CTRL/F 次の画面を表示 
CTRL/D 半分次の画面を表示 
CTRL/B １つ前の画面を表示 
CTRL/U 半分１つ前の画面を表示 

【注意】CTRL/F はコントロールキー（CTRL キー）を押しながら、f キーを押すことを意味しています。 
 

・ 行単位での移動（G コマンド） 

[n]G バ ッ フ ァ フ ァ イ ル の 第 n 行 へ カ ー ソ ル を 移 動 す る 。

n が省略されると最終行へ移動する 
 
・ 行のマーク付け（m コマンド）とその指定 

mc 現在の文字位置に、c（英字１字）のマークを付ける 
'c c のマークが付いている文字のある行の先頭にカーソルを移動 
"c c のマークが付いている文字位置にカーソルを移動 

 
・ 文字列の検索 

/検索文字列/ 次に最初に現れる検索文字列の先頭文字にカーソル

を移動（順方向） 

?検索文字列? １つ前の検索文字列の先頭文字にカーソル移動（逆方

向） 

f 検索文字列 行内で次に現れる検索文字列の先頭文字へのカーソ

ル移動 

F 検索文字列 行内で１つ前に現れる検索文字列の先頭文字へのカ

ーソル移動 
n 一番最近に行った検索を繰り返す 
N 一番最近に行った検索を逆方向に繰り返す 
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10.1.4 編集用のコマンド 
・ テキストの挿入 

a カーソルのあった右側にテキストを追加 
A 行の終わりにテキストを追加 
i カーソルのあった左側にテキストを挿入 
I 行の先頭に文字を挿入 
o カーソル行の次の行に文字を追加 
O カーソル行の前の行に文字を追加 

      
・ テキストの削除 

x カーソル上の文字を削除 
X カーソルの左１文字を削除 

dw １単語の削除 
d$ カーソル位置から右側全体の削除 
d^ カーソル位置から左側全体の削除 
dd カーソルのある行全体の削除 
df カーソル位置からこれに続く１文字までの文字列を消去する 
D カーソルの位置から行末までを削除 

          
・ テキストの置換 

rc カーソル上の文字をｃ（任意の１文字）に変える 
R カーソル位置から上書きしていく 
s カーソル上の文字を入力したテキストに変えていく 

cw 現在示されている単語を引続き入力したテキストに置換する 

cc 現在カーソルが示している行を引続き入力したテキストに置換

する 

C 現在カーソルが示している文字から行末までを、引続き入力し

たテキストに置き換える 
S cc と同じ 

          
・ コマンドの取り消し 

u 直前のコマンドによる変更を取り消す 
U その行に対して行った編集をすべて取り消す 

            
・   テキストのコピーと移動 

ヤンクとプットにより、テキストのコピーや移動を行います。ｖｉには名前なしのバッファが

ひとつ（これをキルバッファと呼ぶ）あり、削除されたテキストが１番最近のもののみ保存さ

れています。このバッファに対してテキストを入れる操作がヤンクであり、反対にこのバッフ

ァからテキストをバッファファイルに書き込む操作がプットです。 
yp １単語をヤンクする 
yy １行のテキストをヤンクする 

p 
現在のカーソル位置に対し、プットするテキストが文字の場合

は次の文字との間に、行の場合は次の行との間に書き込む操

作である 
P ｐの反対であり、前の文字または前の行との間にプットする 
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・ その他 

． 同じ修正作業を繰り返して実行する 
J 行の連結。現在行の末尾に次の行を連結し、１行とする。 

CTRL/L 画面の再表示 
CTRL/G 現在のバッファファイルの状態を表示する 

  
vi の中から、UNIX のコマンドを利用するには、ex モードで!のあとにコマンドを入力する。 

 
・ ファイルの書き込みと終了 

ZZ バッファファイルの内容をファイルに書き込み、vi の実行を終

了する。 

w ファイル名を指定して、そのファイルにバッファファイルの内容

を書き込む。 
 

10.1.5 日本語の入力 
・ 日本語を入力する場合には、次の手順によって行います。 

ローマ字入力モードに入る CTRL/O (ｵｰ) または XFER 
通常の英数字入力モードに戻る CTRL/O (ｵｰ) または XFER 

      
・ ローマ字入力モード中の各種変換キーは次のとおりです。 

変換キー スペースキー 

字種変換 
CTRL/N 
全角カタカナ、半角カタカナ、全角アルファベット、半角ア

ルファベット、ひらがなの順に変化します。 
文節の拡張 CTRL/O (ｵｰ) 
文節の縮小 CTRL/I (ｱｲ) 
記号の入力 "きごう" を変換して下さい。 

      
10.2 その他のエディタについて 

vi によるファイルの編集には多少の慣れが必要ですが、その他のエディタを使うことにより比較的簡単にファイ

ルの編集を行うことも可能です。vi 以外の代表的なエディタとして Emacs、mule 等が雑誌ではよく取り上げられ

ていますが、それ以外にも pico や ng といった操作が簡単なエディタもセンターの UNIX マシンには組み込まれ

ています。センターでは ng をエディタとして推奨しています。 
10.2.1 ng エディタの起動 

引数としてファイル名を（ここでは test）を指定します。すでに存在するファイル名を指定するとそのファイルの変

更（削除、追加）ができファイルの更新がなされます。存在しないファイル名を指定した場合には、新規にファイル

を作成することになります。 
 
 
 
 
 ng エディタは、エディタを起動したのち、すぐに文字入力が行えます。 
カーソルの移動にはカーソル移動キー（↑,↓, →,←）が使えます。 

10.2.2 ng の終了 
 編集終了後、CTRL/x の後に続けて CTRL/c を入力することにより ng が終了します。 

 

%  ng  test 
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10.2.3 編集用のコマンド 
・ 以下のコマンドを使って編集を行います。 

CTRL/k １行削除 
CTRL/d       １文字削除 

CTRL/x の後、u    １つ前のコマンドを取り消して、行う前の状態に戻す。 
CTRL/@ カーソルの位置に始点を設定する。 

CTRL/w       
CTRL/@ コマンドで設定された始点からカーソルの位

置までを削除。 

ESC の後、w 
CTRL/@ コマンドで設定された始点からカーソルの位

置までをバッファにコピー。 

CTRL/y       
削除( ^w コマンド )やコピー( ・ ・ の後 w )でバッファ

に保存された内容をカーソルの位置に挿入。 

CTRL/x の後、

CTRL/c 
ng エディタの終了 

       

10.2.4 ng クイックリファレンス 

起動    % ng  ファイル名 
終了    CTRL/x CTRL/c または ESC q＊ 
・ カーソルの移動 

CTRL/f   カーソルを１文字分右へ（→＊） 
CTRL/b   カーソルを１文字分左へ（←＊） 
CTRL/n   カーソルを１行下へ（↓＊） 
CTRL/p   カーソルを１行上へ（↑＊） 
CTRL/a   カーソルを行の先頭へ 
CTRL/e   カーソルを行の終わりへ 
CTRL/v   カーソルを１ページ分下へ 
ESC v   カーソルを１ページ分上へ 
ESC f    カーソルを単語単位に右へ 
ESC b    カーソルを単語単位に左へ 
ESC < カーソルをテキストの先頭へ 
ESC > カーソルをテキストの最後へ 
ESC j  行番号を指定し、カーソルを移動          ※ 

 
・ 削除 

DEL カーソル上の文字を削除（CTRL/d）      ※ 
BS カーソルの左側の文字を削除（CTRL/h）  ※ 

CTRL/k カーソル位置から行の終わりまでを削除、削除された内

容はヤンクバッファへ格納される 
ESC d       カーソル位置から右側の単語を削除 

ESC DEL    カーソル位置から左側の単語を削除 
 
・ リージョン（ブロック） 

CTRL/@ マークのセット、ESC m でも同じ 

CTRL/w   マーク位置からカーソル位置までを削除、削除された内

容はヤンクバッファへ格納 

ESC w    マーク位置からカーソル位置までをヤンクバッファへ複

写、テキストは削除されない 
CTRL/y   ヤンクバッファの内容をカーソル位置に挿入 
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・ ウィンドウ（バッファ） 
CTRL/x 2 ウィンドウの分割 
CTRL/x o カーソルを他のウィンドウへ移動(o はオー） 
CTRL/x 0 カーソル位置のウィンドウをクローズ 
CTRL/x 1 カーソル位置以外のウィンドウをクローズ 
CTRL/x k カーソル位置のウィンドウの強制終了 
CTRL/l    画面の再表示（l は L の小文字） 

  
・ ファイル 

CTRL/x CTRL/f ファイルの読み込み（ESC t l）     ※ 
CTRL/x CTRL/s ファイルの上書き（ESC t s）      ※ 
CTRL/x CTRL/w 別ファイルへの出力（ESC t w）     ※ 

CTRL/x 4 CTRL/f 別ウィンドウへのファイルの読み込み 
(ESC t n)               ※ 

 
・ 検索、置換 

CTRL/s   

インクリメンタルサーチ（検索）キーボードから文字列を

入力すると順次一致する文字列を検索する、さらに同一

文字列を前方検索する場合、          CTRL/s、後

方検索するには CTRL/r 、検索モードを終了するには 
ESC を入力 

ESC s    一回だけの検索 

ESC %    
検索文字列と置換文字列を入力すると、順次置換する

か、どうかを問い合わせてくる、y 置換 
n 置換せず ESC 終了 

 
・ ＨＥＬＰ  

ESC h ヘルプ                                ※ 
 
・ 漢字コードの指定 

画面上のステータス行に EEE のように表示されるが、左からファイル入出力、キーボード入力、画面出力

の漢字コードを示している。 
  E:EUC  S:SJIS  J:JIS  N:無変換 
 以下のキーを入力すると漢字コードの表示が順次変化し、コードを指定することができる。 

CTRL/x CTRL/k f   ファイル入出力コード 
CTRL/x CTRL/k i   キーボード入力のコード 
CTRL/x CTRL/k d   画面出力のコード 

 
・ 一太郎メニュー  

ESC ESC                                        ※ 
              

※ 電子計算センターで拡張した機能 
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11 スクリプト 

     コマンドをいくつか組み合わせて、それを 1 つのコマンドのように実行することが可能です。またファイル中のコ

マンドに条件文や繰り返しの指定などを書くこともできます。perl 等のスクリプト言語を使うとファイルやプロセスの

操作を行うなど複雑なこともできます。 
11.1 簡単なシェルスクリプト 

下記の内容のファイル(test.csh)を作成してみます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
といったような date,cal,who といった３つのコマンドを組み合わせさらにメッセージを付け加えることで、自分の

オリジナルなコマンドも作成できます。 
 
 
 
 
 
 

%  chmod u+x  test.csh 
%  test.csh 
本日の日付は 
1997 年 05 月 07 日 (水) 17 時 09 分 20 秒 JST 
今月のカレンダーは 
   5 月 1997 
日 月 火 水 木 金 土 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
 
今現在、下記の方々が利用しています。 
60ab2219 esca21:pts/2 May  7 14:59 :47 
root     esca06:pts/1 May  7 17:07  
60ab1111 esca12:pts/2 May  7 16:00                                            
 

#!/bin/csh  –f 
echo “本日の日付は” 
date 
echo “今月のカレンダーは” 
cal 
echo “今現在、下記の方々が利用しています。” 
who                                     12 号館の場合は、rwho を記述。 
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11.2 perl 

スクリプト言語の 1 つで他の OS への移植性も高く、比較的手軽にファイルやプロセスを扱えるので人気があり

ます。下記のようなファイル(color.pl)を作成してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
作成したスクリプトを実行します。好きな色を聞いてきますので入力してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
好きな色を入力し好きな色が同じであれば終了するが同じでない場合には、繰り返し聞いてくるといった簡単な perl
スクリプトです。お友達に試してください。 

#!/usr/local/bin/perl 
$my_color = "blue"; 
while(){ 
        print "What's your favorite color?¥n"; 
        $your_color = <STDIN>; 
        chop $your_color; 
        if($my_color eq $your_color){ 
                print "¥n"; 
                print "Yes! Yes! Yes! Yes!¥n"; 
                print "We love $my_color!!¥n"; 
                print "Good bye!¥n"; 
                print "¥n"; 
                exit 
                                        } 
        else{ 
                print "¥n"; 
                print "Do you love $your_color ?¥n"; 
                print "I'm sorry..¥n"; 
                print "I love another color.. ;-)¥n"; 
                print "¥n"; 
                } 
}     

%  color.pl 
What's your favorite color? 
red        入力 
 
Do you love red ? 
I'm sorry.. 
I love another color.. ;-) 
 
What's your favorite color? 
pink      入力 
 
Do you love pink ? 
I'm sorry.. 
I love another color.. ;-) 
 
What's your favorite color? 
blue      入力 
 
Yes! Yes! Yes! Yes! 
We love blue!! 
Good bye! 
% 
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12 プリンタへの出力方法 

     印刷（プリンタへの出力）には lpr コマンドを使います。オプションを指定すると用紙サイズや用紙の向きの変更、

ネットワーク接続されたサーバから手元のプリンタへの出力も可能です。 
 
12.1 lpr 

               リターン 
           (Enter)キー                 a,i 等を入力 
 
センター内の UNIX マシンで指定できる出力形式は下記の表のようになります。 

 sx bosei keyaki ５,3 号館 EWS 12 号館コンピュータ室 
大型ページプリンタ （連続紙） lp lp × × × 
Ａ４縦 片面 ページプリンタ ps ps lp a4p a4p 

  

×は出力不可 
   

12 号館内で下記のコマンドにてプリントアウトすると 
 

 
   
  各列に接続されたプリンタからＡ４縦の大きさで出力されます。 

12.2 プリンタ出力を確認する方法 
  
 
 
                      
 
 

 

12.3 プリンタ出力のキャンセル方法 

出力のキャンセルは、lpq コマンドで確認できる自分の出力に対してのみ行うことができます。まず上記の lpq
コマンドを実行してキャンセルしようとする自分の出力の job 番号を確認し、次の lprm コマンドにてキャンセルし

ます。 
 
 

 
キャンセル方法の例は次のようになります。 
 
 

 
 
 

     
 

%  lpr  –P 出力形式 ファイル名 

%  lpr  –P a4p ファイル名 

%  lpq  –P 出力形式 
Rank Owner Job Files TotalSize 
１st x026 709 mbox 1010 
２nd x011 710 test.ps 203045 

%  lprm  –P 出力形式 ジョブ番号 

%  lpq  –P a4p 
Rank Owner Job Files TotalSize 
１st x026 709 mbox 1010 
%  lprm  –P a4p 709 
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12.4 ネットワーク経由でのプリンタ出力 

 センターの UNIX マシンでは telnet で他のサーバへ接続し手元のプリンタへ出力することが可能です。その

際、出力形式に下記のような指定をします。 

３号館のプリンタへ出力 

 3lp-a4p(A4 縦） 

3lp-a4l(A4 横) 

3lp-b4p(B4 縦) 

3lp-b4l(B4 横) 

12-503 

1 列目 

12lp01-a4p(A4 縦) 

12lp01-a4l(A4 横) 

12lp01-b4p(B4 縦) 

12lp01-b4l(B4 横) 

12-503 

2 列目 

12lp02-a4p(A4 縦) 

12lp02-a4l(A4 横) 

12lp02-b4p(B4 縦) 

12lp02-b4l(B4 横) 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

１２号館のプリンタへ出力

12-502 

6 列目 

12lp12-a4p(A4 縦) 

12lp12-a4l(A4 横) 

12lp12-b4p(B4 縦) 

12lp12-b4l(B4 横) 
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13 ディレクトリ、ファイルのセキュリティ 

   作成したファイルやディレクトリは、それぞれ許可情報により保護されています。作成したファイルを「他人には

見せない／見せる」、「他人には変更させない／変更させる」、「他人には実行させない／させる」等といった許可

不許可を属性にて管理することが可能です。いますでに持っているファイルの情報を調べるには下記のように ls 
コマンドを用います。 
 
 
 
  
例えば受信した電子メールが保存してあるファイルmboxの情報を調べた時に下記のように表示されたとします。 

 
 
 
 
ここで表示された情報を説明すると 
  rw-r--r--   1   7jab1234    user     6291163  4 月 28 日 16 時 48 分 mbox 

       ①   ②   ③    ④         ⑤        ⑥        ⑦      ⑧ 
という情報に分けられます。それぞれの意味は下記のようになります。 
   ①ファイルの種類、許可情報     ②リンク数        ③ファイルの所有者名 
   ④ファイルの所属グループ      ⑤ファイルの大きさ（バイト） 
    ⑥ファイルが最後に更新された日  ⑦ファイルが最後に更新された時間 
   ⑧ファイル名 
ファイルの大きさや更新された日時も重要な情報ですが大切なのは、「①ファイルの種類、許可情報」

です。この情報はさらに細かく分けることができます。 
－ ｒ ｗ － ｒ ― ― ｒ ― ― 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
① ファイル種別 
② 所有者に対する読み込み権  ③所有者に対する書き込み権  ④所有者に対する実行権 
⑤グループに対する読み込み権 ⑥グループに対する書き込み権 ⑦グループに対する実行権 
⑧他の利用者への読み込み権  ⑨他の利用者への書き込み権  ⑩他の利用者への実行権 

 
① が例のように－の場合はファイルを表し、下記のように d の場合はディレクトリを表します。 

ｄ ｒ ｗ x ｒ ― ― ｒ ― ― 
 
したがって － ｒ ｗ － ｒ ― ― ｒ ― ― という属性は、所有者（自分）に対して 
読み込みと書き込みの権限があるだけでなくグループと他の利用者への読み込み権限も与えているファイルとい

うことになります。 
ということは自分以外の利用者からも読まれる危険をはらんでいます。 
自分だけに読み書きの権限があるファイルの場合通常このような属性にしておいたほうが賢明です。 

－ ｒ ｗ ― ― ― ― ― ― ― 
ディレクトリの場合には、必要に応じて次のように属性を変更します。 

ｄ ｒ ｗ x ― ― ― ― ― ― 
注）ディレクトリの場合には、自分自身に対して実行権を与えていないとディレクトリ移動ができなくなります。 

%  ls  -al   ファイル名 

%  ls  -al  mbox 
-rw-r--r--   1 7jab1234    user     6291163  4 月 28 日 16 時 48 分 mbox 
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ファイルやディレクトリの属性の変更には chmod コマンドを使います。 
 
 
 
 
モードで指定できる設定情報は、下記の表の組み合わせによりおこないます。 

対象者 許可の加除 許可するモード 
u(user 所有者、自分) 
g(group グループ) 
o(other 他の利用者) 
a(all 全員) 

＋（許可を与える） 
－（許可を取り除く） 

＝（許可を設定する） 

ｒ(read 読み込み権) 
ｗ(write 書き込み権) 
ｘ(execute 実行権) 

 
rw-r--r--   1   7jab1234    user     6291163  4 月 28 日 16 時 48 分 mbox 

のような属性のファイルから他の利用者への読み込み権を除くには下記のようにコマンド引数を指定します。 
 
 
 
 
 
逆に他の利用者へも読み込み権を与えるには、 
 
 
 
としますが、これは  % 
chmod  a+r  mbox でも同じ結果になります。 
スクリプト等のファイルに実行権を与える場合には、 
 
 
 
とします。 

%  chmod  go-r  mbox 
%  ls  -l  mbox 
-rw-------   1  7jab1234    user     6291163  4 月 28 日 16 時 48 分 mbox 

%  chmod モード ファイル（ディレクトリ）名 

%  chmod  go+r  mbox 

%  chmod  u+x ファイル名 



 36

14 パスワードの変更／管理（NIS、セキュリティ） 

    UNIX マシンではユーザ（ログイン）名パスワードにより利用者の管理を行っています。これを銀行のキャッシュカ

ードに置き換えて考えると、ユーザ名が口座番号、パスワードが暗証番号となります。パスワードが他人に知られ

ると不正に利用される等の弊害がありますので厳重に取り扱うよう注意が必要です。また定期的にパスワードを変

更することをお勧めします。 
14.1 パスワードの変更方法 

UNIX マシンにログインした後、以下の passwd コマンドを入力します。  
 
 
 

 
 
 
  
 
 
Old yp password にはこれまでのパスワード、New Password には新しいパスワードを 、そして Retype 

new password には新しいパスワードを再度入力します。ただし、入力した文字は画面上には表示されませんの

でご注意ください。  
また、新しいパスワードには以下の条件が必要になりますのでご注意ください。  

 パスワードは６文字以上でなければなりません。始めの８文字のみが意味を持ちます。 
 パスワードには英字を 2 文字以上、数字を１文字以上含まなければなりません。 
 パスワードはユーザのログイン名と異なっていなければなりません。また、そのログイン名を反転したり、ず

らしたりしたものでもいけません。大文字と小文字は同じものとして扱われます。 
 新しいパスワードは古いパスワードと３文字以上異なっていなければなりません。古いパスワードとの照合

では、大文字と小文字は同じものとして扱われます。 
 

14.2 パスワードセキュリティ(最適なパスワード) 

   パスワード変更を行う際に、まず自分自身が忘れないよう設定する というのは大事なことですが「好きな人の名

前をパスワードにしたら 好きな人が他人のものになった」というマーフィーの法則にも記載されているような弊害も

ありますし、パスワードクラック（パスワード情報の不正な入手）から逃れるよう注意することも今後は必要となってく

るでしょう。Internet 上ではさまざまなセキュリティチェックプログラムが配布されています。それらのソフトの大半は、

本来管理者が自前のシステムでセキュリティチェックを行うために開発された、管理者向けというのが名目になっ

ています。しかし、それらのプログラムを使って、またはそれらのプログラムを改造してのクラック行為も Internet 上

での最近の問題となっています。雑誌等ではコントロールキーを含めたパスワードを推奨している場合もあります

が 学内の場合ですとＸ端末(EWS)にログインできなくなりますのでお勧めできません。それではそれらのパスワ

ードクラックプログラムから逃れるための「最適なパスワード」 について解説します。 
  

 ユーザ（ログイン）名や InRealLife 名と同じ単語を使わない。  
 ログイン名＋数字も避けた方がよい。 
 国語辞書、英語辞書に載っている単語を使わない (人名、土地名含む)。  

 
   ほとんどのパスワードクラックプログラムが、持っている「辞書ファイル」を頼りに解析をするので上記のような事項

% passwd 
Changing NIS password for xxxxxxxx. 
Old yp password: 
New password: 
Retype new password: 
% 
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を守るとクラックされる確率が数段低くなります。 最適なパスワードの作成例を紹介します。田中さんという利用者

が  
tanaka97 

 というパスワードを設定していたとします。文字列 tanaka は人名としてポピュラー（失礼）なので 注意が必要で

す。  
tnk1996 

 という子音に必ず数字を 3 文字以上組み合わせるとパスワードクラックを受ける確率は現実的数字から離れていき

ます。さらに順番を変えて  
t19n96k 

 等にするとクラックの確率は現実的な数字ではあらわせなくなり限りなくゼロに近付きます。ですから最適なパスワ

ードとして  
 

子音に数字を組み合わせたパスワード 
 
 をお勧めしますがパスワードをくれぐれも忘れないように注意してください。 
 
14.3 パスワード管理(NIS) 

   複数の UNIX マシンが存在する環境でそれぞれのマシン毎にパスワードが違うというのは利用者にとって便利

な環境とはいえません。そこでセンターでは、NIS(Network Information Services)のパスワード管理機能を使

い、ある程度同じパスワードで利用できるよう管理運用されています。 
   センター管理の UNIX マシンは、各サーバを含めて下記のようにグループ分けされパスワード管理されていま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  例をあげて説明すると、12 号館コンピュータ室の UNIX マシンでパスワード変更を行うと、C グループ内の

UNIX マシン(120 台以上)において変更後のパスワードにて利用可能となります。 
  また、5 号館 EWS 端末でパスワード変更してもパスワード管理グループが違うので、12 号館の UNIX マシンに

は反映されません。3 号館及び bosei のパスワードは、5 号館 EWS 端末での変更処理に付随して変更されます。 
   ただし、パスワードの変更処理にはある程度の時間が必要であり、その時のシステムの負荷状態にかなり左右さ

れるため、すぐに変更されるとはいえません。 

A グループ 
bosei(アプリケーションサーバ) 
3 号館 EWS 端末 
5 号館 EWS 端末 

単体管理 
sx(スーパーコンピュータ) 

B グループ 
keyaki(メールサーバ) 
spopsv(POP サーバ) 

C グループ 
12 号館コンピュータ室(12-502,12-503) 
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15 NFS(Network File System) 

     NFS 機能を利用するとネットワークを介してファイルの共有が可能です。利用者にとってはファイルを共有する

ことにより同じ環境での利用が可能となります。特に利用者のホームディレクトリを共有することにより、どの UNIX
マシンにログインしても同じようにファイル操作ができます。 

 15.1 センター内の UNIX マシンのファイル共有状態 

  センター内ではパスワードと同じように下記のグループ群でファイルの共有を行っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 これにより 3 号館、5 号館の EWS では bosei にログインする必要なく bosei 宛のメールを読んだりファイルの

操作を行うこともできます。また 12 号館コンピュータ室の、どの UNIX マシンにログインしても同じホームディレクト

リにて利用することができます。 

A グループ 
bosei(アプリケーションサーバ) 
3 号館 EWS 端末 
5 号館 EWS 端末 

単体管理 
sx(スーパーコンピュータ) 

共有ファイル、ディレクトリ 

/var/mail （電子メール保持ディレクトリ） 
/uhome   (利用者ホームディレクトリ) 

B グループ 
keyaki(メールサーバ) 
spopsv(POP サーバ) 

共有ファイル、ディレクトリ 
/var/mail （電子メール保持ディレクトリ） 

C グループ 
12 号館コンピュータ室(12-502,12-503) 
 
共有ファイル、ディレクトリ 
/var/mail  (電子メール保持ディレクトリ） 
/uhome   (利用者ホームディレクトリ) 
/usr/local  (ソフトウェア格納ディレクトリ) 
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16 他の UNIX システムを利用する場合 

UNIX システムには CPU サーバ（sx）、アプリケーションサーバ（bosei）、メールサーバ（keyaki）等があります。

これらはネットワークに接続されており、これを介して通信し、システムからシステムへと「情報」を送ることができま

す。具体的にはそれぞれのシステムの間で仕事を分散したり、ファイルを共有する等の機能が利用できます。他

の UNIX システムを利用する場合は telnet、ftp（anonymous ftp）等のコマンドがあります。 
 
16.1 telnet（Telecommunication Network） 

telnet は telnet プロトコルを使用して手元のコンピュータ（ローカルホスト）からネットワークに接続された遠隔

地のコンピュータ（リモートホスト）にログインして操作を可能にするコマンドです。 
telnet の起動 

％telnet [ホスト名] 指定されたリモートホスト（遠隔地のコンピュータ）と接続します。 
            ホスト名を省略するとプロンプトを表示しサブコマンドが使用できます。 
telnet の主なサブコマンドは以下の通りです。 

   open ホスト名 指定されたリモートホスト（遠隔地のコンピュータ）と接続します。 
   close          接続したリモートホストを切断します。 
   quit           telnet を終了します。 
   help 又は?       コマンドの一覧を表示します。 

telnet の使い方 

では、実際に telnet を使ってリモートホストに接続してみましょう。接続先はアプリケーションサーバ(bosei）で

す。 

 
 

 
login: 自分のログイン名を入力します。 
Password : パスワードを入力します。自分の設定したパスワードを入力してください。この時入力したパスワー

ドは表示されません。 
telnet でリモートホストに接続しログアウト（logout）すると telnet も終了します。 

 
メモ 

コマンドモードでは、リモートホストの接続や切り離しなど、telnet に対するコマンドが使用できます。また接続

時に CTRL キーを押しながら‘]’のキーを入力してもコマンドモードになります。 

←telnet で bosei に接続します。 %telnet  bosei 

Trying 150.7.3.2… 

Connected to bosei. 

Escape  character  is ‘ ^]’. 
 

UP-UX/V (Rel4.2MP)  (bosei) (pts/12) 

 

login: 



 40

16.2 ftp (File Transfer Protocol) 

 ftp はネットワークを介してコンピュータシステム間でファイルの転送を行うコマンドです。 
 ftp を使用するにはリモートホスト（遠隔地のコンピュータ）のログイン名とパスワード（利用者登録が済んでいる）が必

要です。 
 anonymous ftpは不特定利用者に公開したい文書を配布したい場合に使用されます。ログインする為にはログイン

名に“anonymous”パスワードに自分のメールアドレスを指定します。 
ftp の起動 

％ftp [ホスト名]  指定されたリモートホスト（遠隔地のコンピュータ）と接続します。 

    ホスト名を省略すると ftp プロンプトを表示しサブコマンドが使用できます。 
ftp の主なサブコマンドは以下の通りです。 

  open ホスト名 指定されたリモートホスト（遠隔地のコンピュータ）と接続します。 

  close      接続したリモートホストを切断します。 

  quit       ftp を終了します。 

  help 又は ?  コマンドの一覧を表示します。 

  put       （例） put ローカルファイル名 [リモートファイル名] 

              ローカルホスト（手元のコンピュータ）のファイルを→リモートホスト 

          に転送します。 

    リモートファイル名は省略可能で省略した場合はローカルファイル名と 

          同じ名前で転送します。      

   get          （例） get リモートファイル名 [ローカルファイル名] 

          リモートホスト（遠隔地のコンピュータ）のファイルを→ローカルホス 

          トに転送します。 

    ローカルファイル名は省略可能で省略した場合はリモートファイル名と 

          同じ名前で転送します。    

  mput      （例） mput 複数のローカルファイル名 

    複数のローカルホストのファイルを→リモートホストに転送します。 

    メタキャラクタ（＊ ？等）が使えます。 

  mget      （例） mget 複数のリモートファイル名 

    複数のリモートホストのファイルを→ローカルホストに転送します。 

    メタキャラクタ（＊ ？等）が使えます。 

  ls 又は dir   リモートホストのディレクトリ、ファイルを表示します。 

  cd       （例） cd リモートディレクトリ名 

    リモートホスト上のカレントディレクトリを変更します。 

  lcd         （例） lcd ローカルディレクトリ名 

    ローカルホスト上のカレントディレクトリを変更します。 

  binary      転送モードをバイナリモードにします。オブジェクトプログラムやイメージ 

          ファイル、圧縮されたファイルなどを転送する際はこのモードにします。 

  ascii           転送モードをアスキーモードにします。テキストファイルやソースプログラム 

          を転送する際はこのモードにします。 
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ｆｔｐの使い方 
では、実際に ftp を使ってファイルを転送してみましょう。まず電子計算センターの ftp サーバへ anonymous 

ftp として接続します。 

 
 
 

 
 

ログイン名の入力に anonymous と入力します。 
 
 

 
 

パスワードを入力します。自分のメールアドレスを入力してください。この時パスワードは何も表示しません。 パスワ

ード入力例 xxxxx@keyaki.cc.u-tokai.ac.jp 
 

 
 

ftp サーバに接続できました。リモートホストのディレクトリを変更します。 
 
 
 

 
リモートホストのディレクトリの内容を表示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←ftp で ftp サーバに接続します。 
%ftp ftp 

Connected to ftp.cc.u-tokai.ac.jp 

220 www FTP server (Version wu-2.1b(8) Wed Oct 27 16:29:54 JST 1993) ready. 

Name (ftp:tokai):anonymous 

331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password. 

Password: 

230 Guest login ok, access restrictions apply. 

ftp> cd pub 

250 CWD command successful. 

ftp> ls -l 
200 PORT command successful. 
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls. 
Total 230 
dr-xr-xr-x  3  root  sys            512  Nov   10  1994 ComputingCenter  
dr-xr-xr-x  3  root  sys            512  Mar    7  1996 caribbean 
dr-xr-xr-x  6  root  sys            512  Jul   12  1996 document 
dr-xr-xr-x  3  root  sys            512  May    9  1995 kouza 
dr-xr-xr-x  2  root  sys           8192  Nov   10  1993 lost+found 
-r-xr-xr-x  1  root  sys         104058  Oct    9  1996 ls-lR  
-r-xr-xr-x  1  root  sys           8573  Oct    9  1996 ls-lR.mac 
-r-xr-xr-x  1  root  sys           3598  Oct    9  1996 ls-lR.misc 
-r-xr-xr-x  1  root  sys           9173  Oct    9  1996 ls-lR.msdos 
-r-xr-xr-x  1  root  sys              0  Oct    9  1996 ls-lR.pict 
-r-xr-xr-x  1  root  sys          52649  Oct    9  1996 ls-lR.unix 
-r-xr-xr-x  1  root  sys          23674  Oct    9  1996 ls-lR.win3 
dr-xr-xr-x  9  root  sys           2048  Jul    8  1996 mac 
dr-xr-xr-x  5  root  sys            512  May   21  1996 misc 
dr-xr-xr-x 34  root  sys           1536  Jun   22  1996 msdos 
dr-xr-xr-x 89  root  sys           1536  Jan   10 02:47 unix 
dr-xr-xr-x 17  root  sys           1024  May   24  1996 win3 
dr-xr-xr-x  8  root  sys            512  Mar    5 06:28 win95 
226 Transfer complete. 
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リモートホストから１個のファイルをローカルホストに転送します。 

 

 
リモートホストの複数のファイルをローカルホストに転送します。例ではファイル名に”ls-lR.m”の文字列を含むフ

ァイルの転送を行います。転送する場合は ｙ と応答します。 
 

 
転送が終了したら ftp を終了します。 

ftp> get  ls-lR 

local: ls-lR remoto: ls-lR 

200 PORT command successful. 

150 Opening ASCII mode data connection for ls-lR (104058 bytes). 

226 Transfer complete . 

106264 bytes received in 2.9 second (36 Kbytes/s) 

ftp> 

ftp> mget  ls-lR.m* 

mget  ls-lR.mac?  y  ←転送を行う 

200 PORT command seccessful. 

150 Opening ASCII mode data connection for ls-lR.mac (8573 bytes). 

226 Transfer complete. 

8710 bytes received in 0.4 seconds (21 kbytes/s) 

mget  ls-lR.misc?  n  ←転送を行わない 

mget  ls-lR.msdos?  n 

ftp> close       ←close でリモートホストの接続を終了します。 

221 Goodbye . 

ftp> quit        ←quit で ftp を終了します。 

% 
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16.3  IP アドレスと DNS のちょっとしたお話 

IP アドレス（Internet  Protocol） 
 IP アドレスはインターネットに接続されたパソコン、ワークステーションのすべてをこの

番号（150.7.3.2 これは bosei の番号）で識別します。 
 
DNS（Domain Name System） 

 DNS はインターネット上でホスト名（コンピュータ）を IP アドレスに変換する為の一種

のデータベースシステムです。インターネットの世界では、すべての通信を各コンピュータ

に一意に割り当てられた IP アドレスを指定して行います。しかしこれでは人間には覚えにく

い為、ホスト名（bosei）を IP アドレス（150.7.3.2）に変換する仕組みとして考えられたの

が DNS です。DNS 機能を提供するホストを（ドメイン）ネームサーバと呼びます。 
 

DNS の階層的な名前空間 
 DNS ではドメインと呼ばれる階層的な名前空間を用いた木構造になっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 この図のように bosei.cc.u-tokai.ac.jp や www.u-tokai.ac.jp がドメイン名として使用され、これがネーム

サーバに登録されることによってドメインが開設されます。現在では組織の性質に応じて以下に示すドメインを用

いています。 
 

上位 2 レベルドメイン 組織 
ac.jp 教育関係 
go.jp 政府関係 
co.jp 一般企業 
or.jp 研究期間 非営利団体 
ad.jp ネットワーク管理機関 

  
この前につく名前が各組織を表す名前として用いられています。 

 

 jp  ac 

 co 

 or 
edu 

com 

u-tokyo 

u-tokai 

WWW 

   cc 

   sx 

  bosei 

 keyaki 
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17 プログラムのコンパイルから実行まで 

     C 言語は、UNIX システム用に開発された言語です。ほとんどの UNIX アプリケーションプログラム（コマンドや

ライブラリ）は C 言語で作成されています。ここではプログラムのコンパイルから実行までの方法を解説します。 
17.1 ソースプログラムの作成 

    ソースプログラム（C言語で記述したプログラム）はエディタ（vi ,ng）等を使って作成します。ファイル名の拡張子

に必ず" .c "をつけて作成や編集を行って下さい。 
  【形式】  vi  ファイル名.c   （vi を使用する場合） 
         ng ファイル名.c   （ng を使用する場合） 
17.2  C コンパイラの起動 

UNIX システムの C コンパイラは cc（C Compiler）です。cc はプリプロセッサ、コンパイラ、アセンブラ、リンカを

実行することでコンパイルは５つの処理からなります。 
1 プリプロセッサによる前処理 

マクロの展開、プログラムから他のファイルの取込、コメント除去を行います。 
2 コンパイル 

    プリプロセッサの出力に対して構文解析、意味解析を行いアセンブラプログラムを出力し 
     ます。 

3 最適化 
アセンブラプログラムを最適化し効率のよいアセンブラプログラムを出力します。 

ただし -O オプションを指定しないと実行しません。 

4 アセンブル 
アセンブラプログラムをオブジェクトプログラムに変換します。 

5 リンク 
オブジェクトプログラムをリンクし実行形式ファイルを出力します。特に指定がない場合は

a.out というファイル名になります。 

 

【形式】 cc [オプション]  ファイル名  [ファイル名．．．．] 

 

 C コンパイラの主なオプションは以下の通りです。 
-c   リンクを実行せずにコンパイル（翻訳のみ）を行い、その結果を~.o とい 

                   うオブジェクトファイルに出力します。 

-o ファイル名 実行形式のファイル名を指定します。省略すると a.out という名前になり 

                   ます。 

-O    最適化プログラムを起動します。 

-L ディレクトリ名     ライブラリが格納されているディレクトリパスを指定します。 

-lm   標準数値ライブラリ libm.a をサーチするように指示します。 

-lx         共有ライブラリ libx.so 又はアーカイブライブラリ lobx.a をサーチするよ 

                   うに指示します。 

17.3  C コンパイラの使い方 
ではプログラムをコンパイルしてみましょう。ソースプログラムを以下に示します。 

 

 

%  more  jisyu.c 
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ソースプログラムファイル jisyu.c のコンパイル（翻訳のみ）を行い、翻訳結果であるオブジェクトファイル jisyu.o
を出力するコマンドを以下に示します。 

 
 
 

 

 

ソースプログラムファイル jisyu.c をコンパイルし、実行形式のプログラムファイルを任意で jisyu と出力します。 

この時 -O オプションでオブジェクトコードの最適化をおこないます。 

 

注意：-O オプションは、

英大文字のオー (O)を
表しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

%  cc  -c  jisyu.c 

% 

%  cc  -o  jisyu  jisyu.c  -O 

% 

/* このプログラムは配列を使用して縦に"UNIX"横に"UNIX"と表示します。 */ 

#include <stdio.h> 

main() 

 { 

 char test[4]; 

 int  kazu; 

 

 test[0] = 'U', test[1] = 'N', test[2] = 'I', test[3] = 'X'; 

 

 for(kazu = 0; kazu < 4 ; kazu++) 

  { 

  printf("%c", test[kazu]); 

  printf("¥n"); 

  } 

 printf("¥n"); 

 printf("%s",test); 

 printf("¥n"); 

 } 
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17.4  実行形式プログラムの実行 
C コンパイラは-o オプションを省略すると、実行形式のプログラムを a.out という名前で出力します。実行するに

は a.out と入力して実行して下さい。また-o オプションを指定した場合は、その指定したファイル名を入力して実

行します。 

 -o オプション省略時              "-o  jisyu"で指定時 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

17.5  複数のプログラムのコンパイル 
サブルーチンやソースプログラムが複数ある場合のコンパイルの例を以下に示します。 

   
２つのソースプログラム main.c  sub.c のコンパイルを行い、実行形式のファイル名を自動的に a.out として出

力します。 

 
 
 

 

２つのソースプログラム main.c  sub.c のコンパイル（翻訳）のみを行い、翻訳結果であるオブジェクトファイル

は、main.o  sub.o として出力します。 

 
 
 

 

２つのソースプログラムmain.c  sub.cのコンパイルを行い、実行形式のファイル名をkekkaとして出力します。 

 
 
 

 

17.6  標準ライブラリとのリンク 
自動的にサーチされない標準ライブラリをリンクする為に指示を出します。 
 

ソースプログラム main.c に標準数値演算ライブラリ（math.h）をリンクさせる場合 

 
 
 

＊ -lm は標準数値ライブラリ libm.a をサーチしてリンクします。 

%  a.out 

U 

N 

I 

X 

 

UNIX 

%  jisyu 

U 

N 

I 

X 

 

UNIX 

%  cc  main.c  sub.c  -O 

%  cc  -c  main.c  sub.c  -O 

%  cc  -o  kekka  main.c  sub.c  -O 

%  cc  main.c  -lm 
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    ソースプログラム libx.c にその他の標準ライブラリ・アーカイブライブラリをリンクさせる場合 

 
 
 

＊ -lx は、共有ライブラリ libx.so 又はアーカイブライブラリ libx.a をサーチしてリンクの指示をだします。また 

libc.so  libc.a をリンクする場合は –lc というオプションを指定します。 

注意：オプション –lm  -lx  等はコマンド行の最後に置くのが最良です。 

 

17.7 ライブラリが標準位置にない場合 

ソースプログラム libx.c に標準位置にないライブラリをリンクさせる場合 
 
 
 

＊ -L オプションによりライブラリが格納されているディレクトリのパスを指定します。 

ライブラリについて、最初に指定ディレクトリをリンク、次に-lx の標準位置ライブラリをサーチしてリンクします。 

%  cc  libx.c -lx 

%  cc  -L  ディレクトリ名  libx.c  -lx 
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18 付録 

18.1 文字コードの説明と変換 

UNIX では、文字コードとして ASCII コードを採用しています。ASCII コードは英数字や特殊記号を含んだ７

ビットのコードです。７ビットで表現できる文字は 128 種類ですから ASCII コードでは漢字を含んだ日本語を表す

ことができません。 
UNIX を使っていく上で避けられないのが日本語の処理です。UNIX の利用のされ方は状況によって様々で

すが,文書作成の為 UNIX を使う場合も増えてきています。UNIX の日本語に対する機能は後になって追加/拡
張されたもので、日本語の文字コードを漢字コードといいます。 

漢字コードとして主に JIS、シフト JIS、EUC 等があります。 
18.2 漢字コードの種類 

  JIS コード 

JIS コードは７ビットコードです。電子メール等の通信プログラムには８ビットを扱えないものがあり、７ビットコー

ドであるJISコードはネットワーク関係のプログラムでよく用いられています。サイト間のメールの利用やニュースの

配布の為に JIS コードを使用しています。 
 シフト JIS コード 

シフト JIS コードは８ビットのコードです。パソコンで日本語文字を扱えるように考案されたものでコンパクトであ

ることが最大の利点です。パソコンで広く普及している為、シフト JIS を採用している UNIX システムもあります。 
   EUC コード 

EUC コードも８ビットのコードです。AT&T 社によって定められたもので、EUC コードは ASCII コード、半角カ

ナの JIS コード、外字（ユーザ定義文字）、漢字の JIS コードの４組のコードの集まりになっています。最近では

EUC コードを漢字コードに採用している UNIX マシンが増えてきています。 
18.3 UNIX の内部コード 

日本語に対応している UNIX システムは内部コード（ファイルの作成等に用いられる漢字コード）としてシフト

JIS コードか EUC コードのどちらかを使用している場合が多いようです。 
18.4 コードの変換 

    nkf 
漢字コードの変換を行います。Network Kanji Filter の略です。 

  UNIX では複数の漢字コードあります。この為、漢字コードの変換が必要になります。 
    【形式】 nkf  [ -j | -e | -s ]  入力ファイル名 ＞ 出力ファイル名 
 
    -j :出力の漢字コードを JIS コードにします。 

    -e :出力の漢字コードを EUC コードにします。 

    -s :出力の漢字コードをシフト JIS コードにします。 

入力漢字コードは自動的に判別され変換されます。出力ファイルは省略できます。出力ファイル名を省略する

と JIS コードに変換します。 

 

 

 

 

  ファイル mbox の内容の漢字コードを EUC コードにしてファイル mbox.euc にします。 

18.5 フロッピーディスクの使用、操作 

UNIX システムではフロッピーディスクを使用してデータの保存、パソコンとの間でデータの交換を行うことがで

きます。 

%  nkf  –e  mbox  >  mbox.euc 
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18.6  スペシャルファイル名 

UNIX システムではスペシャルファイルを使用してフロッピーディスク装置を使用することができます。利用する

フォーマットに応じて下記のスペシャルファイル名を使い分けて下さい。 
   使用するフロッピーディスクは 3.5 インチ 2HD を使用して下さい。 

スペシャルファイル名 フォーマット 形式 
   /dev/rif/f0h8 
   /dev/rif/f0h18  
   /dev/rif/f0h 

   PC-98 DOS  標準 

 IBM  DOS  標準 
 EWS  NEC  フォーマット 

  1.2 MB 
  1.44 MB 
  1.0 MB 0 シリンダ 

 
18.7 UNIX での操作コマンド 

フロッピーディスクの初期化（フォーマット） 
フロッピーディスクを使用する場合、最初にフロッピーディスクを初期化（フォーマット）

する必要があります。UNIX システム上で使用する場合は以下のとおりです。 
 
 
 
 

UNIX システム上のデータをフロッピーディスクに保存する場合 

ハードディスクにある各自分のディレクトリのファイルをフロッピーディスクにコピーし

ます。フロッピーディスクには同じ名前でコピーされます。 
例として、ハードディスクの test.f というファイルをフロッピーディスクにコピーする為の

コマンドを以下に示します。 
＊コピーするフロッピーディスクに同 
  じ名前のファイルが存在した場合、 
  上書きされます。 

 

フロッピーディスクのデータを UNIX システム上にコピーする場合 

フロッピーディスクにあるファイルをハードディスクの各自分のディレクトリにコピーし

ます。フロッピーディスクと同じ名前でコピーされます。 
例として、フロッピーディスクの test2.f というファイルをハードディスクにコピーする為の

コマンドを以下に示します。 
＊コピーするディレクトリに同じ名前の 

    ファイルが存在した場合、上書きされ 
    ます。 

 
フロッピーディスクのデータの表示 

 フロッピーディスクに記録されているファイルの内容を表示します。 
 
 
 

＊初期化すると書き込まれている内容がすべて消去 
 されます。 %  ifformat  /dev/rif/f0h 

%  tar  -cvf  /dev/rif/f0h  test.f 

%  tar  -xvf  /dev/rif/f0h  test2.f 

%  tar  -tvf  /dev/rif/f0h 
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18.8 パソコンとのデータ交換 

パソコンの PC-9800 シリーズ、IBM-PC、東芝等の機種で UNIX システムとのデータ交換

が可能です。フロッピーディスクは 3.5 インチ２HD で MS-DOS 形式でフォーマットして下

さい。交換できるデータは MS-DOS 形式に限られます。 
フロッピーディスクからハードディスクにコピー 

フロッピーディスクのファイルを UNIX のハードディスクにコピーします。 
 

【形式】 msread  スペシャルファイル名 DOS ファイル名 | stou  -r  >  UNIX ファイル名 
＊stou  コマンドはシフト JIS コードから EUC コードに変換するコマンドです。 
例として PC9800 シリーズで保存したフロッピーディスクの test3.f というファイルを UNIX の

ハードディスクにコピーします。 
 

 
 

   
ハードディスクからフロッピーディスクにコピー 

 UNIX のハードディスクのファイルをフロッピーディスクにコピーします。 
 【形式】 utos  -r  UNIX ファイル名 |  mswrite  スペシャルファイル名 DOS ファイル名 

＊utos コマンドは EUC コードからシフト JIS に変換するコマンドです。 
例として UNIX のハードディスクにある test4.f というファイルを PC9800 シリーズでフォーマ

ットしたフロッピーディスクにコピーします。 
 

 
 

   
フロッピーディスクに記録されている内容の表示 

フロッピーディスクにどのような名前のファイルが書き込まれているか表示します。 
【形式】 msdir  スペシャルファイル名 
 

フロッピーディスクのファイル名とファイルサイズを表示させます。 
【形式】 msdir  -l  スペシャルファイル名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%  msread  /dev/rif/f0h8  test3.f | stou  -r  UNIX ファイル名 

%  utos  -r  test4.f  |  mswrite  /dev/rif/f0h8  FDD ファイル名 
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18.9 フロッピーディスクを使用する前に。 

フロッピーディスクにおいてデータの保存や初期化（フォーマット）をする場合は書き込

みができるようにフロッピーディスクの表面左下のプロテクトノッチが WRITE  ENABLE
になっていることを確認して下さい。ただし大切なデータがある場合や内容の表示しか行わ

れない場合は書き込みの誤操作を防ぐ為 WRITE  PROTECT にして下さい。 
 

プロテクトノッチの穴が空いている。      プロテクトノッチの穴が閉じている。 
WRITE  PROTECT（書き込み不可）      WRITE  ENABLE（書き込み可） 


