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表記規約
本書では、次の表記規約を使用します。

audit (5) HP-UX マンページ。audit はマンページ名で、5 は HP-UX リファレンスのセ

クション 番号です。HP-UX コマンド行からマンページを表示するには、“man 
audit”、または “man 5 audit” と入力します。man (1)を参照してください。

『マニュアル名』 マニュアルの名前です。 web ページや Instant Information CD では、そのマ

ニュアルへのリンクになっていることがあります。

KeyCap キーボード上のキーです。Return と Enter は同じキーを指しているので注意し

てください。

強調 特に強く強調したいテキスト文字列です。

ENVIRONVAR 環境変数の名前を表します。

[ERRORNAME] エラー番号の名前を表します。通常、errno 変数にその値が設定されます。

Term 重要な単語や表現で、定義されたものです。

ComputerOutput コンピュータが表示するテキスト文字列です。

UserInput 入力するコマンドなどのテキスト文字列を示します。

Command コマンド名か修飾子付きコマンド名を示します。

Variable コマンドや関数、情報内で、とりうる値の 1 つに置き換えられることを示す変

数の名前です。

[ ] 形式やコマンドの説明でオプションの内容を示します。内容が"|" で区切られ

ているときにはその項目のうち 1 つだけ選べることを示します。

{ } 形式やコマンドの説明で必須の内容を示します。内容が"|" で区切られている

ときにはその項目の 1 つを選ぶ必要があります。

... 前にある要素を任意の回数だけ繰り返すことを示します。

| 選択リスト内の項目の区切りを示します。
  v
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はじめに
HP-UX は、さまざまな業界標準との互換性があるオペレーティングシステムを、HP 社が実現

したものです。 UNIX® システム V リリース 4 オペレーティングシステムを基本とし、 Fourth 
Berkeley Software Distribution の重要な機能を取り入れています。

本書は、HP-UXの個々のマンページをまとめたシステム参照ドキュメントです。

一般情報

HP-UX の一般的な紹介及びマンページの構成とフォーマットについては、 introduction (9) マン

ページをご参照ください。

セクション紹介

マンページはセクション別に分けられており、各セクションには概要 (intro) マンページがあり

ます。

intro (1) セクション 1: ユーザー コマンド (vol. 1: A～M、 vol. 2: N～Z)

intro (1M) セクション 1M: システム管理コマンド (vol. 3: A～M、 vol. 4: N～Z)

intro (2) セクション 2: システム コール (vol. 5)

intro (3C) セクション 3: ライブラリ (vol. 6: A～M、 vol. 7: N～Z)

intro (4) セクション 4: ファイル フォーマット (vol. 8)

intro (5) セクション 5: その他の機能 (vol. 9)

intro (7) セクション 7: デバイス特殊ファイル (vol. 10)

intro (9) セクション 9: 一般情報 (vol. 10)
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exec: 新しいプロセスを生成せずにコマンドを実行する………………………………………………………sh-posix(1)参照 
exit: 終了ステータスとともにシェルを終了する……………………………………………………………………csh(1)参照 
exit: 終了ステータスとともにシェルを終了する………………………………………………………………………ksh(1)参照 
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exit: 終了ステータスとともにシェルを終了する………………………………………………………………sh-posix(1)参照 
expand(1): expand, unexpand………………………………………………………………タブをスペースに展開およびその逆 
expand_alias(1): expand_alias………………………………………………………………sendmail の別名を再帰的に展開 
export: 以降のコマンド環境に可変名のエクスポート………………………………………………………………ksh(1)参照 
export: 以降のコマンド環境に可変名のエクスポート…………………………………………………………sh-posix(1)参照 
expr(1): expr……………………………………………………………………………………………………引き数を式として評価 
factor(1): factor, primes…………………………………………………………………数値の素因数分解、大きな素数の生成 
false: 何もしないで非ゼロの戻り値を返す…………………………………………………………………………true(1)参照 
fastbind(1): fastbind………………………………………高速プログラム起動のための不完全な実行可能ファイルの準備 
fastmail(1): fastmail…………………………………………………………………………簡易バッチメール インタフェース 
fc: 前のコマンドの編集と実行…………………………………………………………………………………………ksh(1)参照 
fc: 前のコマンドの編集と実行…………………………………………………………………………………sh-posix(1)参照 
fgrep: ファイルの指定文字列検索(高速アルゴリズム)……………………………………………………………grep(1)参照 
file(1): file……………………………………………………………………………………………………ファイルタイプの判別 
find(1): find…………………………………………………………………………………………………………ファイルの検出 
findmsg(1): findmsg, dumpmsg…………………………………………………修正用のメッセージカタログ ファイルの作成 
findstr(1): findstr……………………………………………………………………メッセージカタログに入れる文字列の検索 
finger(1): finger……………………………………………………………………………………ユーザー情報参照プログラム 
fmt(1): fmt…………………………………………………………………………………………………テキストのフォーマット 
fold(1): fold……………………………………………………………………一定幅の出力デバイスのための長い行の折り返し 
footprints(1): footprints…………………………………………………コンパイラのフットプリントレコード情報の要約 

for: doリストの実行………………………………………………………………………………………………………ksh(1)参照 
for: doリストの実行…………………………………………………………………………………………………sh-posix(1)参照 
forder(1): forder…………………………………………………………………………………………ファイルデータ順序の変換 
foreach: 繰り返しループの開始………………………………………………………………………………………csh(1)参照 
from(1): from…………………………………………………………………………………………………メールの送信元の表示 
fruled(1): fruled………………………………………………………………………………………………………………………… 

アテンション LED(セル、キャビネット、および I/O シャーシのアテンション LED)の点滅/消灯の切り替え 
ftio(1): ftio…………………………………………………………………………………………………………… 高速テープI/O 
ftp(1): ftp……………………………………………………………………………………………………ファイル転送プログラム 
ftpcount(1): ftpcount………………………………………………………………………各クラスの現在のユーザー数を表示 
ftprestart(1): ftprestart…………………ftpshut ユーティリティが作成したシャットダウンメッセージファイルを削除 
ftpshut(1): ftpshut…………………………………………………ftp サーバーのシャットダウンメッセージファイルを作成 
ftpwho(1): ftpwho…………………………………………………………………各ftp ユーザーの現在のプロセス情報を表示 
gcore(1): gcore……………………………………………………………………………実行中のプロセスのコアイメージの取得 
gencat(1): gencat……………………………………………………フォーマットされたメッセージカタログ ファイルの生成 
genxlt(1): genxlt………………………………………………………………………………………iconv変換テーブルの生成 
get(1): get……………………………………………………………………………………SCCS ファイルのバージョンの取得 
getaccess(1): getaccess…………………………………………(単一または複数の)ファイルに対するアクセス権のリスト 
getacl(1): getacl…………………………………ファイルのアクセス制御リスト(ACL)の取得(JFSファイルシステムのみ) 
getconf(1): getconf…………………………………………………………………………………………システム設定値の取得 
getopt(1): getopt…………………………………………………………………………………コマンドオプションの構文解析 
getopts(1): getopts…………………………………………………………ユーティリティ(コマンド)オプションの構文解析 
getprivgrp(1): getprivgrp……………………………………………………………………………グループの特殊属性の取得 
glob: ’\\’ エスケープなしでエコー……………………………………………………………………………………csh(1)参照 
goto: 指定行への制御の移行………………………………………………………………………………………………csh(1)参照 
gprof(1): gprof………………………………………………………………………呼び出しグラフ プロファイルデータの表示 
grep(1): grep, egrep, fgrep……………………………………………………………………………ファイルのパターン検索 
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grget: グループ情報の取得…………………………………………………………………………………………pwget(1)参照 
groups(1): groups……………………………………………………………………………………グループメンバー権の表示 
hashcheck: スペリングのリファレンスリストのワードから spell のための 9桁のハッシュコードへの変換……………

 …………………………………………………………………………………………………………………spell(1)参照 
hashmake: テキストワードから9桁のハッシュコードへの変換……………………………………………………spell(1)参照 
hashstat: ハッシュテーブルの効果を示す統計のプリント………………………………………………………csh(1)参照 
head(1): head………………………………………………………………………………………………… 初の数行のプリント 
history: イベントヒストリリストの表示……………………………………………………………………………csh(1)参照 
host(1): host………………………………………………………………………………………………DNS 参照ユーティリティ 
hostname(1): hostname………………………………………………………………現在のホストシステム名の設定または表示 
hp(1): hp…………………………………………………………HP 2640およびHP 2621シリーズターミナルの特殊機能の操作 
hp-mc680x0: プロセッサタイプの識別…………………………………………………………………………machid(1)参照 
hp-pa: プロセッサタイプの識別…………………………………………………………………………………machid(1)参照 
hp9000s200: プロセッサタイプの識別…………………………………………………………………………machid(1)参照 
hp9000s300: プロセッサタイプの識別…………………………………………………………………………machid(1)参照 
hp9000s400: プロセッサタイプの識別…………………………………………………………………………machid(1)参照 
hp9000s700: プロセッサタイプの識別…………………………………………………………………………machid(1)参照 
hp9000s800: プロセッサタイプの識別…………………………………………………………………………machid(1)参照 
hyphen(1): hyphen……………………………………………………………………………………ハイフン付きのワードの検索 
iconv(1): iconv………………………………………………………………………………………………………コードセット変換 
id(1): id……………………………………………………………………ユーザーおよびグループの ID および名前のプリント 

ident(1): ident……………………………………………………………………………………………RCS でのファイルの識別 
idlookup(1): idlookup…………………………………………………………………………特定のTCP接続のユーザーの識別 
ied(1): ied……………………………………………………………対話型プログラムの入力エディターおよびコマンド履歴 
if: 式が真のときにコマンドを実行する…………………………………………………………………………………csh(1)参照 
if: 前のコマンドが終了ステータス0に戻った場合のコマンド実行…………………………………………………ksh(1)参照 
if: 前のコマンドが終了ステータス0に戻った場合のコマンド実行……………………………………………sh-posix(1)参照 
insertmsg(1): insertmsg…………………………………………findstr(1) 出力を使用してcatgets(3C) の呼び出しを挿入 
inv: ファイル内のプリント不能文字および非ASCII文字を不可視状態に変更………………………………………vis(1)参照 
iostat(1): iostat…………………………………………………………………………………………I/O 統計情報のレポート 
ipcrm(1): ipcrm………………………………………メッセージキュー、セマフォセット、または共用メモリ識別子の削除 
ipcs(1): ipcs……………………………………………………………………………プロセス間通信機能のステータスの報告 
jobs: アクティブなジョブのリスト………………………………………………………………………………………csh(1)参照 
jobs: アクティブなジョブのリスト……………………………………………………………………………………ksh(1)参照 
jobs: アクティブなジョブのリスト……………………………………………………………………………sh-posix(1)参照 
join(1): join……………………………………………………………………………………リレーショナルデータベース演算子 
kdestroy(1): kdestroy…………………………………………………………………………………Kerberos チケットの破棄 
kermit(1): kermit…………………………………………………………モデムダイヤル呼び出し、ファイル転送および管理 
keylogin(1): keylogin…………………………………………………keyserv によるシークレットキーの復号化および保存 
keylogout(1): keylogout……………………………………………keyserv により保存されているシークレットキーの削除 
keysh(1): keysh………………………………………………………………………コンテキスト認識型のソフトキーシェル 
kill(1): kill……………………………………………………………………シグナルをプロセスに送信、プロセス強制終了 
kill: プロセスに終了あるいは指定のシグナルを送る………………………………………………………………csh(1)参照 
kill: ジョブまたはプロセスの終了……………………………………………………………………………………ksh(1)参照 
kill: ジョブまたはプロセスの終了………………………………………………………………………………sh-posix(1)参照 
kinit(1): kinit…………………………………………………………Kerberos チケット - 認証チケットの取得とキャッシュ 
klist(1): klist……………………………………………………………………キャッシュされた Kerberos チケットのリスト 
kpasswd(1): kpasswd……………………………………………………………………ユーザーの Kerberos パスワードの変更 
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ksh(1): ksh, rksh……………………………………………………シェル、標準または制限付きコマンドプログラミング言語 
ktutil(1): ktutil……………………………………………………Kerberos keytab ファイルのメンテナンスユーティリティ 
kvno(1): kvno………………………………………………………………Kerberos プリンシパルのキーバージョン番号の表示 
l: ディレクトリの内容のリスト…………………………………………………………………………………………ls(1)参照 
last(1): last, lastb……………………………………………………………………………ユーザーおよびttyの 終ログイン 
lastb: ユーザーおよびttyの 終ログイン………………………………………………………………………………last(1)参照 
lastcomm(1): lastcomm……………………………………………………………………実行された 新のコマンドの逆順表示 
lc: ディレクトリの内容のリスト…………………………………………………………………………………………ls(1)参照 
ld(1): ld………………………………………………………………………………………………………………リンクエディター 
ld: リンクエディター (Integrity システム)…………………………………………………………………………ld_ia(1)参照 
ld: リンクエディター (PA-RISC システム)…………………………………………………………………………ld_pa(1)参照 
ld_ia(1): ld………………………………………………………………………………リンクエディター (Integrity システム) 
ld_pa(1): ld………………………………………………………………………………リンクエディター (PA-RISC システム) 
ldapentry(1): ldapentry………………………………………………LDAP ディレクトリ内のエントリーの追加/変更/削除 
ldapschema(1): ldapschema…………………………………LDAP ディレクトリサーバー上の LDAP スキーマのステー 

 タスの調査。新しい属性タイプとオブジェクトクラスによるLDAP ディレクトリサーバーのスキーマの拡張 
ldd(1): ldd……………………………………………………………実行可能ファイルや共有ライブラリの動的依存関係を出力 
ldd: リンクエディター (Integrity システム)……………………………………………………………ldd_ia(1)参照 
ldd : リンクエディター (PA-RISC システム)…………………………………………………………… ldd_pa(1)参照 
ldd_ia(1): ldd……………………………………………………………………………リンクエディター (Integrity システム) 
ldd_pa(1): ldd……………………………………………………………………………リンクエディター (PA-RISC システム) 
leave(1): leave…………………………………………………………………………………………………………終了時刻の通知 
let: 数値式の評価………………………………………………………………………………………………………ksh(1)参照 
let: 数値式の評価…………………………………………………………………………………………………sh-posix(1)参照 
liblu62.a: SNAplus2:HP-UXのSNAおよびAPPN communications………………………………………………sna(1)参照 
lifcp(1): lifcp………………………………………………………………………………………………LIFファイル間のコピー 
lifinit(1): lifinit………………………………………………………………LIFボリュームヘッダのファイルへの書き込み 
lifls(1): lifls……………………………………………………………………………………LIFディレクトリの内容のリスト 
lifrename(1): lifrename…………………………………………………………………………………LIFファイルの名称変更 
lifrm(1): lifrm…………………………………………………………………………………………………LIFファイルの削除 
limit: カレントプロセスによる使用量の制限………………………………………………………………………csh(1)参照 
line(1): line…………………………………………………………………………………………ユーザー入力から1行の読出し 
listusers(1): listusers……………………………………………………………………………ユーザーログインデータの表示 
ll: ディレクトリの内容のリスト…………………………………………………………………………………………ls(1)参照 
ln(1): ln……………………………………………………………………………………………ファイルとディレクトリのリンク 
locale(1): locale…………………………………………………………………………………ロケール固有の(NLS)情報の取得 
lock(1): lock………………………………………………………………………………………………………ターミナルの予約 
logger(1): logger…………………………………………………………………………………システムログのエントリー作成 
login(1): login………………………………………………………………………サインオン、ターミナルセッションの開始 
login: ログインシェルの終了…………………………………………………………………………………………csh(1)参照 
logname(1): logname………………………………………………………………………………………………ログイン名の取得 
logout: ログインシェルの終了……………………………………………………………………………………………csh(1)参照 
lorder(1): lorder……………………………………………………………………オブジェクトライブラリの順序関係の検出 
lp(1): cancel, lp, lpalt……………………………………………………………LP 宛先へのプリント／変更／取消しの要求 
lpalt: LP 宛先へのプリント／変更／取消しの要求……………………………………………………………………lp(1)参照 
lpfilter(1): lpfilter………………………………………LPインタフェーススクリプトによって呼び出されるフィルター 
lpstat(1): lpstat…………………………………………………………………LP サブシステムのステータス情報のレポート 
ls(1): ls, lc, l, ll, lsf, lsr, lsx…………………………………………………………………ディレクトリの内容のリスト 



目次 
Vol. 1&2 

 
エントリー 名(セクション): 名称                                                                         説明 

HP-UX 11i Version 2: December 2007                                          Hewlett-Packard Company   17 

lsacl(1): lsacl……………………………………………………………………ファイルのアクセス制御リスト(ACL)の表示 
lsf: ディレクトリの内容のリスト………………………………………………………………………………………ls(1)参照 
lsr: ディレクトリの内容のリスト………………………………………………………………………………………ls(1)参照 
lsx: ディレクトリの内容のリスト………………………………………………………………………………………ls(1)参照 
m4(1): m4…………………………………………………………………………………………………………マクロプロセッサ 
machid(1): hp9000s200, hp9000s300, hp9000s400, hp9000s500, hp9000s700, hp9000s800,  

hp-mc680x0, hp-pa, pdp11, u3b, u3b2, u3b5, u3b10, u370, vax………プロセッサタイプの識別 
machinfo(1): machinfo…………………………………………………………………………………………マシン情報の出力 

mail(1): mail, rmail………………………………………………………ユーザーへのメールの送信およびメールの読み出し 
mailfrom(1): mailfrom…………………………………………………………メールのサブジェクトおよび発信者をリスト 
mailq(1): mailq……………………………………………………………………………………………メール待ち行列を表示 
mailstats(1): mailstats…………………………………………………………………メールトラフィックの統計情報の表示 
mailx(1): mailx……………………………………………………………………………対話型メールメッセージ処理システム 
make(1): make…………………………………………………………………プログラムグループの保守、更新、および再生成 
makekey(1): makekey………………………………………………………………………………………………暗号化キーの生成 
man(1): man……………………………………キーワードによるマニュアル情報の検索およびマニュアルエントリーの表示 
mediainit(1): mediainit………………………………………………………………ディスクの初期化、DDS テープの分割 
merge(1): merge…………………………………………………………………………………3ファイルからのファイルマージ 
mesg(1): mesg…………………………………………………………………ターミナルでのメッセージ受信の許可または拒否 
mkdir(1): mkdir…………………………………………………………………………………………………ディレクトリの作成 
mkfifo(1): mkfifo……………………………………………………………FIFO(名前付きパイプ)スペシャルファイルの作成 
mkmf(1): mkmf………………………………………………………………………………………………………makefileの作成 
mkmsgs(1): mkmsgs………………………………………………………………gettxt()が使用するメッセージファイルの作成 
mkstr(1): mkstr……………………………………………………………Cソースからファイルへのエラーメッセージの抽出 
mktemp(1): mktemp……………………………………………………………………………テンポラリファイルの名前の作成 
mkuupath: pathaliasデータベースのアクセスおよび管理……………………………………………………uupath(1)参照 
mm(1): mm, osdd……………………………………………………mmマクロでフォーマットされたドキュメントのプリント 
model(1): model………………………………………………………………………………ハードウェアモデルの情報の表示 
more(1): more, page………………………………………………………………………CRT 上でのファイル精読用フィルター 
mpsched(1): mpsched………………………特定のプロセスが実行されるプロセッサ、またはローカリティドメインの制御 
mt(1): mt…………………………………………………………………………………………………磁気テープ操作プログラム 
mv(1): mv…………………………………………………………………ファイルおよびディレクトリの移動または名称変更 
named-checkconf(1): named-checkconf………………………………………named 構成ファイルの構文チェックツール 
named-checkzone(1): named-checkzone……………………………………………………ゾーンの妥当性チェックツール 
neqn(1): neqn………………………………………………………………………………nroff の数式テキストのフォーマット 
netstat(1): netstat………………………………………………………………………………ネットワークステータスの表示 
newalias(1): newalias…………………………………………ユーザーまたはシステムの新しい elm 別名のインストール 
newform(1): newform…………………………………………………………テキストファイルの変更または再フォーマット 
newgrp(1): newgrp…………………………………………………………………………………新しいグループへの切り換え 
newgrp: exec newgrpに等価の……………………………………………………………………………………………csh(1)参照 
newgrp: exec newgrpに等価の……………………………………………………………………………………………ksh(1)参照 
newgrp: exec newgrpに等価の…………………………………………………………………………………sh-posix(1)参照 
newmail(1): newmail………………………………………………………メールボックス中の新規メールのユーザへの通知 
news(1): news…………………………………………………………………………………………………ニュース項目の表示 
nice(1): nice…………………………………………………………………デフォルト以外の優先順位によるコマンドの実行 
nice: コマンドの優先順位の変更………………………………………………………………………………………csh(1)参照 
nis+(1): nis+………………………………………………………………新しいバージョンのネットワーク情報ネームサービス 
niscat(1): niscat……………………………………………………………………NIS+ のテーブルおよびオブジェクトの表示 
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nischgrp(1): nischgrp…………………………………………………………NIS+ のオブジェクトのグループ所有者の変更 
nischmod(1): nischmod……………………………………………………NIS+ のオブジェクトに関するアクセス権の変更 
nischown(1): nischown………………………………………………………………NIS+ のオブジェクトの所有者の変更 
nischttl(1): nischttl………………………………………………………………NIS+ のオブジェクトの有効期間の値の変更 
nisdefaults(1): nisdefaults………………………………………………………………………NIS+ のデフォルト値の表示 
niserror(1): niserror…………………………………………………………………………NIS+ のエラーメッセージの表示 
nisgrpadm(1): nisgrpadm………………………………………………………………………NIS+ のグループ管理コマンド 
nisln(1): nisln………………………………………………………………………NIS+ オブジェクトのシンボリックリンク 
nisls(1): nisls………………………………………………………………………………NIS+ のディレクトリの内容の表示 
nismatch(1): nismatch, nisgrep……………………………………………………NIS+ テーブルの検索ユーティリティ 
nismkdir(1): nismkdir……………………………………………………………………………NIS+ のディレクトリの作成 
nispasswd(1): nispasswd…………………………………………………………………………NIS+ のパスワード情報の変更 
nisrm(1): nisrm……………………………………………………………………ネーム空間からの NIS+ オブジェクトの削除 
nisrmdir(1): nisrmdir…………………………………………………………………………………NIS+ ディレクトリの削除 
nistbladm(1): nistbladm……………………………………………………………………………NIS+ テーブル管理コマンド 
nistest(1): nistest………………………………………………………………条件式による NIS+ ネーム空間の状態の入手 
nl(1): nl……………………………………………………………………………………………………………行番号付けフィルタ 
nljust(1): nljust………………………………………………………………………………プリント時の行の左または右揃え 
nm(1): nm…………………………………………………………………………共通オブジェクトファイルの名前リストの表示 
nohup(1): nohup…………………………………………………………………………ハングアップを無視したコマンドの実行 
nohup: コマンド実行中に hangup を無視………………………………………………………………………………csh(1)参照 
notify: ジョブステータスの変更をユーザーにしらせる………………………………………………………………csh(1)参照 
nroff(1): nroff……………………………………………………………………………………………テキストのフォーマット 
nslookup(1): nslookup………………………………………………………………………ネームサーバーの対話型問合わせ 
nsquery(1): nsquery………………………………………………ネームサービススイッチ バックエンドライブラリを検索 
nsupdate(1): nsupdate……………………………………………………………………………DNS 動的更新ユーティリティ 
od(1): od, xd…………………………………………………………………………………………………8進および16進ダンプ 
odump(1): odump………………………………………………………………SOM オブジェクトファイル内の情報のダンプ 

on(1): on………………………………………………ローカルと同様の環境でのリモートホストにおけるコマンドの実行 
onintr: 割り込みのシェルによる扱いを指定する……………………………………………………………………csh(1)参照 
osdd: マクロでフォーマットされたドキュメントの確認またはプリント……………………………………………mm(1)参照 
pack(1): pack, pcat, unpack………………………………………………………………………ファイルの圧縮および展開 
page: CRT上でのファイル精読用フィルタ………………………………………………………………………more(1)参照 
parstatus(1): parstatus……………………………………………………ハードパーティション対応システムの情報の表示 
passwd(1): passwd…………………………………………………………………ログインパスワードと、関連する属性の変更 
paste(1): paste…………………………………………………複数ファイルの同一行または1つのファイルの次の行のマージ 
patch(1): patch…………………………………………………………diff ファイル内容を元ファイルに適用するプログラム 
pathalias(1): pathalias………………………………………………………………………………………電子アドレスルータ 
pathchk(1): pathchk…………………………………………………………………………………………………パス名の検査 
pax(1): pax…………………………………………………………………アーカイブファイルの抽出、書き込み、およびリスト 
pcat: ファイルの圧縮および展開………………………………………………………………………………………pack(1)参照 
pdp11: プロセッサタイプの識別…………………………………………………………………………………machid(1)参照 
pg(1): pg………………………………………………………………………ソフトコピーターミナル用ファイル熟読フィルタ 
pipcrm(1): pipcrm ………………………………………………POSIXメッセージキューやPOSIX名前付きセマフォの削除 
pipcs(1): pipcs……………………………………………………………………………POSIXプロセス間通信機能の状態報告 
pldd(1): pldd………………………………………………………………………………………各プロセスにリンクされているダ

 イナミックライブラリの表示(dlopen()/shl_load() を用いて明示的に結び付けられた共有オブジェクトも含む) 

pppd(1): pppd……………………………………………………………………………PPP(Point to Point Protocol) デーモン 
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pppoec(1): pppoec………………………………………………PPPoE(Point to Point Protocol over Ethernet) クライアント 

pr(1): pr…………………………………………………………………………………………………………………ファイルの出力 
praliases(1): praliases………………………………………………………………システムワイドのsendmailの別名の表示 
prealloc(1): prealloc…………………………………………………………………………………ディスク記憶の事前割当て 
primes: 数値の素因数分解、大きな素数の生成……………………………………………………………………factor(1)参照 
print: シェルからの出力………………………………………………………………………………………………ksh(1)参照 
print: シェルからの出力…………………………………………………………………………………………sh-posix(1)参照 
printenv(1): printenv………………………………………………………………………………………環境のプリントアウト 
printf(1): printf………………………………………………………………………………引き数をフォーマットして表示出力 
privatepw(1): privatepw…………………………………………………………WU-FTPDグループ探査ファイル情報の変更 

prmail(1): prmail……………………………………………………受信メールボックスファイルのメールのプリントアウト 

prof(1): prof………………………………………………………………………………………………プロファイルデータの表示 
prs(1): prs………………………………………………………………………………………SCCS ファイルの表示および要約 
ps(1): ps……………………………………………………………………………………………プロセスステータスのレポート 
pstack(1): pstack…………………………………各プロセスおよびコアファイル内の各 LWP のスタックトレースの表示 

ptx(1): ptx…………………………………………………………………………………………………………………項目別索引 
pty: ターミナル名の取得………………………………………………………………………………………………tty(1)参照 
pushd: ディレクトリスタックのプッシュ……………………………………………………………………………csh(1)参照 
pwd(1): pwd…………………………………………………………………………………………ワークディレクトリ名の出力 
pwd: 現在のワーキングディレクトリのプリント……………………………………………………………………ksh(1)参照 
pwd : 現在のワーキングディレクトリのプリント………………………………………………………sh-posix(1)参照 
pwget(1): pwget, grget…………………………………………………………………パスワードおよびグループ情報の取得 
quota(1): quota………………………………………………………………………………ディスク使用量および制限の表示 
ranlib(1): ranlib………………………………………………………………………アーカイブ シンボルテーブルの再生成 
rcp(1): rcp……………………………………………………………………………………………リモートファイルの コピー 
rcs(1): rcs………………………………………………………………………………………………RCS ファイル属性の変更 
rcsdiff(1): rcsdiff…………………………………………………………………………………………RCS リビジョンの比較 
rcsmerge(1): rcsmerge…………………………………………………………………………………RCS リビジョンのマージ 
rdist(1): rdist…………………………………………………………………………………リモートファイル配布プログラム 
read(1): read…………………………………………………………………………………………標準入力からの行の読み出し 
read: 行の入力と構文解析………………………………………………………………………………………………ksh(1)参照 
read: 行の入力と構文解析…………………………………………………………………………………………sh-posix(1)参照 
readmail(1): readmail……………………………………受信メールボックスやメールフォルダからのメールの読み取り 
readonly: 再定義不可能………………………………………………………………………………………………ksh(1)参照 
readonly: 再定義不可能…………………………………………………………………………………………sh-posix(1)参照 
red: 行指向のテキストエディター………………………………………………………………………………………ed(1)参照 
rehash: 内部ハッシュテーブルの再計算………………………………………………………………………………csh(1)参照 
remsh(1): remsh、rexec………………………………………………………………………………リモートシェルからの実行 
remsh: リモートシェルからの実行……………………………………………………………………………………rexec(1)参照 
repeat: コマンドの複数回の実行………………………………………………………………………………………csh(1)参照 
reset: ターミナル依存情報の初期化……………………………………………………………………………………tset(1)参照 
return: シェル機能の呼び出しスクリプトへの復帰………………………………………………………………ksh(1)参照 
return: シェル機能の呼び出しスクリプトへの復帰…………………………………………………………sh-posix(1)参照 
rev(1): rev…………………………………………………………………………………………………ファイルの行の逆順出力 
rexec(1): remsh、rexec…………………………………………………………………………………リモートシェルからの実行 
rexec: リモートシェルからの実行……………………………………………………………………………………remsh(1)参照 
rksh: シェル、標準または制限付きコマンドプログラミング言語………………………………………………ksh(1)参照 
rlog(1): rlog………………………………………ログメッセージおよび RCS ファイルに関するその他の情報のプリント 
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rlogin(1): rlogin…………………………………………………………………………………………………リモートログイン 
rm(1): rm……………………………………………………………………………………ファイルまたはディレクトリの削除 
rmail: ユーザーへのメールの送信およびメールの読み出し………………………………………………………mail(1)参照 
rmdel(1): rmdel……………………………………………………………………………SCCS ファイルからのデルタの削除 
rmdir(1): rmdir…………………………………………………………………………………………………ディレクトリの削除 
rmnl(1): rmnl…………………………………………………………………………………ファイル中の余分な改行文字の削除 
rndc(1): rndc……………………………………………………………………………………ネームサーバー制御ユーティリティ 
rndc-confgen(1): rndc-confgen……………………………………………………………………………rndcキー生成ツール 
rpcgen(1): rpcgen……………………………………………………………………………………RPC プロトコルコンパイラ 
rsh: 標準および制限付きの POSIX.2 準拠コマンドシェル……………………………………………………sh-posix(1)参照 
rtprio(1): rtprio……………………………………………………………リアルタイム優先順位を指定したプロセスの実行 
rtsched(1): rtsched…………………………………………………………………リアルタイム優先順位付きプロセスの実行 
rup(1): rup……………………………………………………ローカルマシン(RPC バージョン)のホストステータスの表示 
ruptime(1): ruptime………………………………………………………………………ローカルマシンのステータスの表示 
rusers(1): rusers………………………………………ローカルネットワークのマシンにログインしているユーザの判定 
rwho(1): rwho……………………………………………………………ローカルマシンにログインしているユーザーの表示 
sact(1): sact…………………………………………………現在のSCCSファイルのエディットアクティビティのプリント 
samlog_viewer(1): samlog_viewer……………………………………………SAMログファイルの表示および保存用ツール 
sccs(1): sccs……………………………………………SCCS コマンド用のフロントエンド ユーティリティープログラム 
sccsdiff(1): sccsdiff…………………………………………………………………SCCSファイルの2つのバージョンの比較 
sccshelp(1): sccshelp………………………………………………………………………………SCCS コマンドのヘルプ要求 
script(1): script……………………………………………………………ターミナルセッションのタイプスクリプトの作成 
sdiff(1): sdiff……………………………………………………………………………………行単位で相違を示すプログラム 
sed(1): sed………………………………………………………………………………………ストリーム テキストエディター 
send_sound(1): send_sound…………………………………………………………………………………音声ファイルの再生 
serialize(1): serialize……………………………………………ターゲットプロセスの他のプロセスとの順次実行を強制 
set: フラッグおよび引き数の設定/定義………………………………………………………………………………csh(1)参照 
set: フラッグおよび引き数の設定/定義………………………………………………………………………………ksh(1)参照 
set: フラッグおよび引き数の設定/定義…………………………………………………………………………sh-posix(1)参照 
setacl(1): setacl…………………………………ファイルのアクセス制御リスト(ACL)の変更(JFSファイルシステムのみ) 
setenv: 環境変数の定義…………………………………………………………………………………………………csh(1)参照 
sffinger: TCP ラッパー用ユーティリティプログラム…………………………………………………………tryfrom(1)参照 
sh(1): sh………………………………………………………………………………………………各種のシステムシェルの概要 
sh-posix(1): sh, rsh………………………………………………………標準および制限付きの POSIX.2 準拠コマンドシェル 
shar(1): shar………………………………………………………………………………シェルアーカイブ パッケージの作成 
shl(1): shl………………………………………………………………………………………………………シェル階層マネージャ 

shift: メンバーの1つの位置を左に変更………………………………………………………………………………csh(1)参照 
shift: メンバーの1つの位置を左に変更………………………………………………………………………………ksh(1)参照 
shift: メンバーの1つの位置を左に変更…………………………………………………………………………sh-posix(1)参照 
show_patches(1): show_patches……………………………………………HP-UX パッチのディスプレイユーティリティ 

size(1): size……………………………………………………………オブジェクトファイルのセクションサイズのプリント 
sleep(1): sleep……………………………………………………………………………………………一定期間の間の実行停止 
slp(1): slp……………………………………………………………………非シリアルプリンタのプリントオプションの設定 
soelim(1): soelim………………………………………………………………………………………nroff入力からの.soの除去 
sort(1): sort………………………………………………………………………………………………ファイルのソート/マージ 
source: コマンド入力のソースの定義………………………………………………………………………………csh(1)参照 
spell(1): spell, hashmake, spellin, hashcheck…………………………………………………………スペルミスの発見 
spellin: スペルミスの発見……………………………………………………………………………………………spell(1)参照 
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split(1): split………………………………………………………………………………………………………ファイルの分割 
ssp(1): ssp…………………………………………………………………………………多重のラインフィードを出力から削除 
strings(1): strings…………………………オブジェクトまたは他のバイナリファイルからプリント可能な文字列を検索 
strip(1): strip…………………………………………………オブジェクトファイルからシンボル情報と行番号情報を削除 
stty(1): stty………………………………………………………………………ターミナルポートに対するオプションの設定 
su(1): su…………………………………………………………………………………………………………ユーザー名の切り換え 
sum(1): sum…………………1つまたは複数のファイルのチェックサムおよびブロックまたはバイトカウントのプリント 
switch: switch 文の定義……………………………………………………………………………………………csh(1)参照 
sysdiff(1): sysdiff………………………………………………HP-UX にインストールされたソフトウェアのコンパレータ 

tabs(1): tabs………………………………………………………………………………………………ターミナル上のタブ設定 
tail(1): tail…………………………………………………………………………………………ファイルの 後の部分の表示 
talk(1): talk…………………………………………………………………………………………………他のユーザーとの会話 
tar(1): tar……………………………………………………………………………………………テープファイル アーカイバ 
tbl(1): tbl………………………………………………………………………………………テーブルをnroff用にフォーマット 
tcpdchk(1): tcpdchk……………………………………………………………………………………TCP ラッパー構成の検査 

tcpdmatch(1): tcpdmatch……………………………………………………………………TCP ラッパーサービス要求の評価 

tee(1): tee………………………………………………………………………………………………………………パイプの設定 
telnet(1): telnet………………………………………………………TELNET プロトコルに対するユーザーインタフェース 
test(1): test………………………………………………………………………………………………………条件評価コマンド 
test: 条件式の評価…………………………………………………………………………………………………csh(1)参照 
test: 条件式の評価…………………………………………………………………………………………………ksh(1)参照 
test: 条件式の評価…………………………………………………………………………………………………sh-posix(1)参照 
tftp(1): tftp…………………………………………………………………………………トリビアルファイル転送プログラム 
time, times: プロセス所要時間の要約のプリント……………………………………………………………ksh(1)参照 
time(1): time…………………………………………………………………………………………………コマンドの時間の測定 
time: シェルおよびその子プロセスにより使われた時間の要約のプリント………………………………………csh(1)参照 
time, times: プロセス所要時間の要約のプリント………………………………………………………sh-posix(1)参照 
timex(1): timex…………………………………コマンドの時間の計測。プロセスデータおよびシステムの活動のレポート 
top(1): top…………………………………………システム上の 上位のプロセスに関する情報の表示およびアップデート 
touch(1): touch…………………………ファイルのアクセス、修正、および変更時刻またはそのいずれかのアップデート 
tput(1): tput……………………………………………………………………………………terminfoデータベースの問合わせ 
tr(1): tr……………………………………………………………………………………………………………………文字の翻訳 
trap: トラップ指定シグナル……………………………………………………………………………………………ksh(1)参照 
trap: トラップ指定シグナル………………………………………………………………………………………sh-posix(1)参照 
true(1): true, false……………………………………………………………………………終了ステータス0または1を戻す 
trufgrep(1): trufgrep…………………………………………………………………………………ファイルのパターン検索 
tryfrom(1): tryfrom, sffinger…………………………………………………TCP ラッパー用ユーティリティプログラム 

tset(1): tset, reset…………………………………………………………………………………ターミナル依存情報の初期化 

tsm(1): tsm……………………………………………………………………………………ターミナル セッションマネージャ 
tsm.command(1): tsm.command………………………………………ターミナル セッションマネージャにコマンドを転送 
tsm.info(1): tsm.info………………………………………ターミナル セッションマネージャの状態に関する情報の入手 
tsort(1): tsort……………………………………………………………………………………………トポロジー的な並び換え 
tty(1): tty, pty…………………………………………………………………………………………………ターミナル名の取得 
ttytype(1): ttytype……………………………………………………………………………………ターミナル識別プログラム 
typeset: 前にある空白とパラメータの処理の制御…………………………………………………………………ksh(1)参照 
typeset: 前にある空白とパラメータの処理の制御……………………………………………………………sh-posix(1)参照 
u370: プロセッサタイプの識別………………………………………………………………………………………machid(1)参照 
u3b: プロセッサタイプの識別…………………………………………………………………………………………machid(1)参照 
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u3b10: プロセッサタイプの識別……………………………………………………………………………………machid(1)参照 
u3b2: プロセッサタイプの識別………………………………………………………………………………………machid(1)参照 
u3b5: プロセッサタイプの識別………………………………………………………………………………………machid(1)参照 
ul(1): ul…………………………………………………………………………………………………………アンダーライン付け 
ulimit: サイズまた時間制限の設定……………………………………………………………………………………ksh(1)参照 
ulimit: サイズまた時間制限の設定………………………………………………………………………………sh-posix(1)参照 
umask(1): umask………………………………………………………………………ファイルモード作成マスクの設定と表示 
umask: ファイルの新規作成に対するパーミッションマスクの設定………………………………………………csh(1)参照 
umask: ファイルの新規作成に対するパーミッションマスクの設定………………………………………………ksh(1)参照 
umask: ファイルの新規作成に対するパーミッションマスクの設定…………………………………………sh-posix(1)参照 
umodem(1): umodem……………………………………………………………XMODEMプロトコルファイル転送プログラム 
unalias: 指定のエイリアスの解除……………………………………………………………………………………csh(1)参照 
unalias: 指定のエイリアスの解除……………………………………………………………………………………ksh(1)参照 
unalias: 指定のエイリアスの解除………………………………………………………………………………sh-posix(1)参照 
uname(1): uname………………………………………コンピュータシステムの情報の表示とノード名(システム名)の設定 
uncompact: ファイルの圧縮、展開、出力および連結…………………………………………………………compact(1)参照 
uncompress: 圧縮データの展開…………………………………………………………………………………compress(1)参照 
uncompressdir: ディレクトリ内の圧縮ファイルの展開………………………………………………………compress(1)参照 
unexpand: タブをスペースに展開およびその逆……………………………………………………………………expand(1)参照 
unget(1): unget………………………………………………………………………………SCCSファイルの前回のgetの取消し 
unifdef(1): unifdef………………………………………………………………………………………プリプロセッサ行の削除 
uniq(1): uniq………………………………………………………………………ファイルにおける繰り返された行のレポート 
units(1): units………………………………………………………………………………………………………換算プログラム 
unpack: ファイルの圧縮および展開……………………………………………………………………………………pack(1)参照 
unset: オプションと引き数の定義/設定を削除………………………………………………………………………csh(1)参照 
unset: オプションと引き数の定義/設定を削除………………………………………………………………………ksh(1)参照 
unset: オプションと引き数の定義/設定を削除…………………………………………………………………sh-posix(1)参照 
unsetenv: 環境変数の削除……………………………………………………………………………………………csh(1)参照 
until: 式の値が0以外になるまでコマンドの実行……………………………………………………………………ksh(1)参照 
until: 式の値が0以外になるまでコマンドの実行………………………………………………………………sh-posix(1)参照 
uptime(1): uptime, w…………システムの稼働時間の表示やログイン中のユーザーおよび各ユーザーの活動内容の表示 
users(1): users…………………………………………………………………システムにいるユーザーのコンパクトなリスト 
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名称
named-checkconf − named 構成ファイルの構文チェックツール

構文
/usr/sbin/named-checkconf [-t directory] [-v] [filename]

説明
named-checkconf は、named 用の構成ファイルの構文をチェックするツールですが、セマンティクスは
チェックされません。

オプション
-t directory directory ディレクトリに chroot することを指定します。この場合、構成ファイル

内の include 指令は、chrootされた後の named によって処理された場合と同様に
処理されます。

-v named-checkconf プログラムのバージョンを表示して終了します。

オペランド
filename このオプションによって、チェックする構成ファイルを指定します。指定しないと、

デフォルト値の /etc/named.conf が使用されます。

戻り値
named-checkconf の戻り値は、次のいずれかです。

0 正常終了。
1 エラーが検出された。

著者
named-checkconf は、ISC (Internet Software Consortium) によって開発されました。

参照
named(1M), RFC1035
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名称
named-checkzone − ゾーンの妥当性チェックツール

構文
/usr/sbin/named-checkzone [-c class] [-dq] zone [filename]

説明
named-checkzone は、ゾーン内容の完全性をチェックするためのツールです。このツールでは、named の
場合と同じ完全性チェックが実行されます。主に、構文エラーとRRタイプがチェックされます。

オプション
−c class このオプションは、ゾーンのクラスを指定するために使用されます。

−d このオプションは、デバッグを有効にするために使用されます。

−q このオプションは、終了コードのみのメッセージなしモードを有効にするために使用されま
す。

オペランド
zone このオプションによって、どのゾーンの内容をチェックするのかを指定します。

filename このオプションによって、ゾーンの内容をチェックする際に使用するファイルを指定します。

filename を指定しない場合のデフォルト値は、ゾーン名と同じ名称を持つファイルです。デ
フォルト値を利用するためには、named.conf ファイルの zone 指令で指定するゾーンの
ファイル名を、ゾーンの名称と同じにしなければなりません。

戻り値
named-checkzone 戻り値は次のいずれかです。

0 正常終了。
1 エラーが検出された。

例
$ named-checkzone -d text.domain db.domain

著者
named-checkzone は ISC (Internet Software Consortium)によって開発されました。

参照
named(1M), RFC1035
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名称
neqn − nroff の数式テキストのフォーマット

構文
neqn [−dxy] [−sn] [−fn] [−pn] [file]...

注意
neqn の出力は、デバイスに依存します。警告の項を参照してください。

例では、 dtterm ウィンドウでの出力に近い結果が示されています。デバイスへの実際の出力結果を確認す
るには、 man neqn コマンドの出力を直接そのデバイスに送出してください。

説明
neqn は、数式テキストをターミナルのようなタイプライタに写植出力するための nroff (nroff (1) を参照)

のプリプロセッサです。 nroff (1) ほとんどつねに以下の2つのいずれかの形式、またはそれと同等の形式で実
行されます。

neqn file... | nroff | col

tbl file... | neqn | nroff | col

ファイルを指定しない場合(または − fileの代わりに指定されている場合)、 neqn は標準入力から読み込みま
す。 .EQ で始まる行は式の先頭をマークします。 .EN で始まる行は、数式の終端をマークします。これら
の行はどちらも変更されません。これは、センタリング、番号付けなどを行うために nroff のマクロパッ
ケージで定義できることを意味します。

デリミタ文字
2文字を delimiter として指定することもできます。デリミタの間のテキストは neqn の入力として処理され
ます。デリミタを x と y に設定するには、コマンド行引き数 -dxy 、または (より一般的に) 次のシーケンス
を使用します。

.EQ

delim xy

.EN

左デリミタおよび右デリミタは、同じ文字とすることができます。ドル記号 ($) は、左右を同じ文字にしたデ
リミタとしてしばしば使用されます。デリミタは delim off によってオフにされます( 警告の項を参照)。
デリミタの間および .EQ と .EN の間にないテキストはすべて処理されずに渡されます。

セパレータとメタキャラクタ
neqn 内のトークンの等式は、スペース、タブ、改行、中かっこ、ダブルクォーテーション、ティルド、およ
び脱字符号で区切られます。中かっこ ({}) はグループ化に使用されます。一般に、中かっこで囲まれた複雑
な構文の代わりに x などの1文字を使用し、任意の位置におくことができます。ティルド (˜) は、出力におけ
るフルスペース、脱字符号 (ˆ) はハーフスペースを表します。
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添え字および上付き文字
添え字および上付き文字は sub と sup を使って以下のように作成します。

ソーステキスト 結果

x sub j x

j

a sub k sup 2 2

ak

e sup {x sup 2 + y sup 2} 2+y2

ex

分数
分数は over を使って作成します。

ソーステキスト 結果

a over b a

_

b

平方根
sqrt は平方根を作成します。

ソーステキスト 結果

1 over sqrt {ax sup 2+bx+c} _____1____

________

\|ax2+bx+c

上限と下限
キーワード from および to は、上限と下限を指定します。

ソーステキスト 結果

lim from {n -> inf } n

sum from 0 to n x sub i lim Rx

n->oo0 i

カッコ
適切な高さの左右の大かっこ、中かっこなどは、 left および right で作成されます。
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ソーステキスト 結果

left [ {x sup 2 + y sup 2}

over alpha right ] ˜=˜ 1 | |

|x2+y2|

|_____| = 1

| A |

left および right の後で使用可能な文字は、中かっこ、大かっこ、バー、上限および下限に対する c お
よび f、何もないときの "" (右側のみの大かっこに有効) です。 left char と right char は、同一である
必要はありません。

垂直パイル
要素の垂直パイルは、 pile, lpile, cpile, および rpile で作成されます。

ソーステキスト 結果

pile {a above bb above ccc} a

bb

ccc

パイルには、任意の数の要素を入れることができます。 lpile は左詰めを行ない、 pile および cpile は
(垂直間隔が異なる)センタリングを行い、 rpile は右詰めを行ないます。

行列と行列式
行列は matrix で作成されます。

ソーステキスト 結果

left | { matrix { |xi 1 |

lcol { x sub i above y sub 2 } | |

ccol { 1 above 234 } } } right | |y2 234|

| |

さらに、右詰めのカラムに対して rcol があります。
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識別符号
識別符号は、 dot, dotdot, hat, tilde, bar, vec, dyad, および under で作成されます。

ソーステキスト 結果

x dot = f(t) bar . ____

x=f(t)

y dotdot bar ˜=˜ n under __

..

y = x

_

x vec ˜=˜ y dyad - -

x = y

ポイントサイズおよびフォント
ポイントサイズおよびフォントは、 size n または size +|−n, roman, italic, bold, および font n で
変更することができます。ポイントサイズおよびフォントは、 gsize n および gfont n、またはコマンド行
引き数 -sn および -fn によってドキュメントでグローバルに変更することができます。

通常、添え字および上付き文字は前のサイズから3ポイント縮小されます。これは、コマンド行引き数 -pn に
よって変更することができます。

垂直整列
連続するディスプレイ引き数は並べることができます。 mark を、最初の数式で希望するそろたい位置の前に
置きます。 lineup を以下の数式で垂直にそろえる予定位置に置きます。

省略形式
省略形式は定義することができ、または既存のキーワードは define で再定義することができます。

define thing % replacement %

後に現れるときは常に replacement で置き換えられる thing という新しいトークンを定義します。 % は、
replacement に含まれていない任意の文字とすることができます。 % の前後には空白が必要です。

その他のキーワード
sum (R と表示、大文字のシグマを表す)、 int (ˆ、インテグラル記号)、 inf (oo、無限大) などのキーワー
ド、および >= (> に _ を重ねる)、 != (= に /を重ねる)、 -> (->) などの省略形式が認識されます。ギリ
シャ文字は、次のように大文字または小文字で記述します。 alpha (A と表示、小文字のアルファを表す) あ
るいは GAMMA (G と表示、大文字のガンマを表す)。 sin (sin)、 cos (cos)、および log (log) などの数
学キーワードは自動的に作成されたローマ字です。 nroff の 4文字で構成されるエスケープ文字、例えば
\(dd (| に = を重ねる、二重剣印を表す) は \(bu (o に + を重ねる、ビュレットを表す)、は任意の位置で
使用することができます。
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非処理文字列
ダブルクォーテーションで囲まれた文字列 ("string") は処理されずに渡されます。これにより、キーワードを
テキストとして入力でき、その他の方法が失敗したときに、 nroff と通信するために使用することができま
す。詳細は下記のマニュアルに説明されています。

オプション
neqn には、以下のオプションがあります。

−dxy x と y を、それぞれ開始および終了デリミタ文字として定義します。デリミタの項を参照。

−fn ドキュメント内の数式出力のフォント番号を n に変更します。 ポイントサイズとフォントの項を参
照。

−pn 添え字および上付き文字のポイントサイズを、 n ポイントだけ、通常のサイズより小さくします。ポ
イントサイズとフォントの項を参照。

−sn ドキュメント内の数式出力のポイントサイズを n に変更します。ポイントサイズとフォントの項を参
照。

引き数
file neqn で処理するファイル。ファイルが指定されていない場合は、 neqn は標準入力から読み込みま

す。 file に − が指定されると、そのファイルの順番になった時に、 neqn は標準入力から読み込み
ます。

多言語化対応
環境変数

LC_CTYPE により、テキストをシングルバイト、またはマルチバイトのどちらの文字で解釈するかを決定しま
す。

LANG はメッセージの表示言語を決定します。

現在使用している環境において、 LC_CTYPE が指定されていない、または、これらに空の文字列が設定され
ている場合には、 LANG の値がその変数のデフォルトとして使用されます。 LANG が未指定か、または空の
文字列の場合、デフォルトの "C" (lang(5) を参照)が LANG の値として使用されます。多言語対応変数のいず
れかの設定が不適当な場合には、 neqn はすべての多言語対応変数が"C"に設定されているものとして動作し
ます。 environ(5) を参照してください。

サポートされる文字コードセット
シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

警告
数字、小かっこなどをボールド体にするには、それらを bold "12.3" のように引用符で囲まなければなりま
せん。 nroff (1) の警告の項も参照してください。

デリミタをファイルで指定する場合には、次のファイルに通常のテキストの一部としてデリミタ文字を含む複
数のファイルを処理する際に好ましくない動作が起きないよう、 delimoff 指令をファイルの終わりに入れる
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ようにお勧めします。

数式をターミナルスクリーン、および逆ラインフィードをサポートしない装置に適切に表示するには、 nroff

出力を col(1) (col(1) を参照) によってパイプ接続しなければなりません。

行の途中での改行をサポートしていないデバイスへの表示は、困難な場合があります。ギリシャ文字やその他
の記号は、サポートされていない場合が多く、ボールドで表示されるので、他のフォントを指定している場合
には文中の他の文字のフォントと一致しません。 (マニュアルの 他のキーワードの項を参照してください) 代
わりに「コンピュータプログラム」コーディングを使用してください。

参照
col(1), mm(1), nroff(1), tbl(1), mm(5)

『Typesetting Mathematics − User’s Guide』 B. W. Kernighan and L. L. Cherry著

『New Graphic Symbols for EQN and NEQN』 C. Scrocca著
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名称
netstat − ネットワークステータスの表示

構文
netstat [-an] [-f address-family ] [ system ]

netstat [-an] [-f address-family ] [ system [ core ]] # PA-RISC システムのみ

netstat [-Mnrsv] [-f address-family ] [-p protocol ] [ system ]

netstat [-Mnrsv] [-f address-family ] [-p protocol ] [ system [ core ]] # PA-RISC システムのみ

netstat [-ginw] [-I interface ] [ interval ] [ system ]

netstat [-ginw] [-I interface ] [ interval ] [ system [ core ]] # PA-RISC システムのみ

説明
netstat は、ネットワークインタフェースおよびプロトコルに関する統計情報、並びに各種ネットワーク関
係のデータ構造の内容を表示します。出力フォーマットは、選択したオプションに従って変化します。オプ
ションの中には、他のオプションと組み合わせて使用すると無視されたり、無効になるものもあります。

netstat コマンドは上記の３形式のいずれかをとります。

• コマンドの最初の形式は、アクティブソケットのリストをプロトコルごとに表示します。

• ２番目の形式は、選択したオプションに従って他のネットワークデータ構造の内容を表示します。

• ３番目の形式は、設定情報をネットワークインタフェースごとに表示します。また、設定したネッ
トワークインタフェースでのネットワークトラフィックデータも表示します。オプションとして、
秒単位の interval ごとにアップデートします。

オプションは以下のように解釈されます。

-a サーバープロセスが使用するパッシブソケットも含めてすべてのソケットの状態
を示します。オプションを指定せずに netstat を使用した場合、アクティブソ
ケットだけを表示します。このオプションでは、 X.25 プログラムアクセスソケッ
トの状態は表示しません。-g、-i、-I、-M、−p、-r、-s または interval オ
プションを指定すると、このオプションは無視されます。

-f address-family

指定した address-family だけについて統計情報またはアドレス制御ブロックを表
示します。認識できるアドレスファミリーは、AF_INET の inet、AF_INET6

の inet6、および AF_UNIX の unix です。この AF_UNIX のオプションは、
-a および -s オプションに適用されます。AF_INET または AF_INET6 を指定
したオプションは、-a、-i、-n、および -s オプションに適用されます。

-g ネットワークインタフェース関するマルチキャスト情報を表示します。このオプ
ションで認識できるのは、AF_INET アドレスファミリーだけです。このオプショ
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ンと -i オプションを組み合わせれば、両方の情報を表示できます。 -p オプ
ションを指定すると、このオプションは無視されます。

-i network インタフェースの状態を表示します。ifconfig コマンドを使用して
IP アドレスか plumb オプションで設定されたインタフェースのみ表示します。
一次インタフェースおよび論理インタフェースが出力されます (ifconfig(1M) を参
照)。Ipkts および Opkts フィールドのカウントは、IP パケットのみです。 -p

オプションを指定すると、このオプションは無視されます。デフォルトでは、-f

オプションが指定されていない場合は、netstat は、 IPv4 と IPv6 どちらのア
ドレスで構成されたインタフェースの状態も表示します。ただし、いずれのイン
タフェースにも IPv6 アドレスが構成されていない場合は、netstat は、IPv6

ループバックインタフェースの状態を表示しません。

-I interface 指定したインタフェースだけに関する情報を表示します。このオプションは、-g

および -i オプションに適用されます。

-M マルチキャストの経路指定テーブルを表示します。-s を -M オプションと共に
使用すると、netstat は代わりにマルチキャストの経路指定統計を表示します。
このオプションは、-p オプションを指定すると無視されます。

-n ネットワークアドレスを番号で表示します。netstat は通常アドレスを解釈して
シンボリックに表示しようとします。このオプションは、-a、-i 、-r および
-v オプションに適用されます。

-p protocol 指定したプロトコルの統計情報を表示します。認識できるプロトコルは、tcp、
sctp、udp、ip、icmp、igmp、ipv6、および icmpv6 です。-m オプション
を指定すると、このオプションは無視されます。

-r 経路決定テーブルを表示します。-v を -r オプションと共に使うと、netstat

はルートエントリー内のネットワークマスクも表示します。 -g、 -i、-I、-p

または interval オプションを指定すると、このオプションは無視されます。-s

オプションを指定すると、このオプションは不正となります。

-s すべてのプロトコルの統計情報を表示します。このオプションを -M オプション
と共に使用すると、netstat は代わりにマルチキャストの経路決定統計を表示し
ます。-g、-i、-I、-p または interval オプションを指定すると、このオプ
ションは無視されます。-r オプションを指定すると、このオプションは不正とな
ります。

-v ルーティングとソケットに関する追加情報を表示します。-v を -r オプション
と共に使用すると、netstat はルートエントリー内のネットワークマスクも表示
します。SCTP ソケットのエンドポイントには複数のアドレスが関連しているこ
とがあるため、-v オプションが指定された場合、netstat は SCTP ソケット
のローカルアドレスとリモートアドレスをすべて表示します。
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注記: SCTP は、オプションの SCTP バンドルがインストールされている場合に
だけ利用可能です。

-w 出力を横長の形式で表示します。このオプションでは、出力のすべてのフィール
ドが、最大の解像度を使用して１行で出力されます。このため、この出力はテキ
スト処理ツールによる作業に使用することができます。このオプションは -i オ
プションとともに指定した場合にのみ動作し、それ以外のオプションと組み合わ
せて使用しても無視されます。

system 引き数は、デフォルト値の /stand/vmunix を置き換えます。PA-RISC システムでだけ、core 引き
数は、デフォルト値の /dev/kmem を置き換えます。

オプションを指定しない場合、 netstat はアクティブソケットだけのステータスを表示します。アクティブ
ソケットとパッシブソケットのステータス表示では、ローカルアドレスとリモートアドレス、送信と受信の待
ち行列のサイズ (バイト数)、プロトコル、およびプロトコルの内部状態が示されます。

注記: 通常、送信と受信の待ち行列のサイズはゼロと表示されます。これらのフィールドは、下位互換の目的
でのみ表示されるものです。

アドレスフォーマットの形式は次の２種類です。 host.port または network.port (ソケットアドレスのホスト
部分がゼロの場合) です。わかっていれば、IPv4 の場合は gethostbyname() と getnetbyname() を使
用してホストアドレスとネットワークアドレスを表示します (gethostent(3N) と getnetent(3N) を参照)。IPv6

の場合は、getnameinfo() を使用します (getaddrinfo(3N) を参照)。アドレスのシンボリック名が不明か、
アドレスはアドレスファミリーに従って数字で表示されます。 IPv4 アドレスのインターネットの「ドット
フォーマット」に関する詳細については、inet(3N) を参照してください。IPv6 アドレスのインターネットの
「コロンフォーマット」に関する詳細については、inet6(3N) を参照してください。未指定または「ワイルド
カード」アドレスおよびポートはアスタリスク (*) として表示されます。

インタフェース表示では、転送されたパケットのインバウンドとアウトバウンドに関する累積統計情報の表を
与えます。また、インタフェースのネットワークアドレスおよび最大伝送ユニット ( MTU ) が表示されます。
interval 引き数を指定すると、netstat はネットワークインタフェースに関する統計情報の実行カウントを
表示します。この表示は、自動設定時に見つかった最初のインタフェースのカラム、およびすべてのインタ
フェースの情報を要約したカラムで構成されます。特定のインタフェースの統計情報の実行カウントを表示す
るには、-I オプションを使用してください。各情報画面の最初の行には、システムの最後の再ブート以降の
要約があります。以降の出力行は、それより前の期間に蓄積された値を表示します。

経路決定テーブルの表示では、使用できるルートとそのステータスを示します。各ルートは、宛先のホストま
たはネットワーク、ネットマスクおよびパケットの転送に使用するゲートウェイで構成されます。Flags

フィールドは、ルートが上方向か (U)、ルートがゲートウェイに到るものであるか (G)、あるいは、ルートがホ
ストルートかネットワークルートか (H の有無)、

Netmask フィールドは、転送される IP パケットの宛先 IP アドレスに適用されるマスクを示します。結果は
ルートエントリー内の宛先アドレスと比較されます。これらが同一であれば、このルートはこの IP アドレス
ルーティングの候補の１つとなります。複数の候補ルートが存在する場合は、最長の Netmask フィールド (

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 3 −  Hewlett-Packard Company 37



netstat(1) netstat(1)

最左ビット位置から始まる連続な 1) を持つルートが選ばれます (routing(7) を参照)。

Gateway フィールドは、宛先に到達するための最短ゲートウェイを示します。宛先が直接接続されたネット
ワークの場合は、これが出力インタフェースのアドレスであることもあります。得ます。

Interface フィールドは、ルートにどのネットワークインタフェースを使用したかを示します。

Pmtu フィールドは、パス最大転送ユニット (PMTU) を表示します。ルートが静的な PMTU 値 (route(1M)

を参照) で作成される場合、対応する PMTU 値がインタフェース MTU を永久に無効にします。そうでない
場合は、PMTU 値は、そのルートに使用したネットワークインタフェースの MTU と同じです。

Prefix フィールドは、IPv6 専用です。このフォーマットは、IPv4 の CIDR 表記法に似ています。このプ
レフィックスは、0 ～ 128 の整数です。この値は、アドレスのプレフィックスを構成する最も左側の連続ビッ
トの数を指定します。ホストルートのプレフィックスは 128 です。デフォルトルートのプレフィックスは０で
す (route(1M) を参照)。このプレフィックスは、 IPv6 パケットを転送するためにルートを選択する際にも使
われます。

制約
X.25

-a オプションは、X.25 プログラムアクセス情報をリストしません。

著者
netstat はカリフォルニア大学バークレイ校、および HP で開発されました。

参照
ifconfig(1M), lanadmin(1M), lanscan(1M), route(1M), getaddrinfo(3N), gethostent(3N), getnetent(3N),

inet(3N), inet6(3N), hosts(4), networks(4), protocols(4), services(4), routing(7)

38 Hewlett-Packard Company − 4 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



newalias(1) newalias(1)

名称
newalias − ユーザーまたはシステムの新しい elm 別名のインストール

構文
newalias [-g]

特記事項
newalias は、elmalias コマンドの以前の機能を置き換えます。

説明
newalias は、テキストファイルから elm や他のプログラムで使用する新しい別名データファイルを作成し
ます。ユーザー別名の機能も elm プログラムの別名メニューから実行できます。(elm(1) 参照)

オプション
newalias では以下のオプションが使用できます:

-g グローバルを指定してプログラムを実行した場合、プログラムはユーザー別名ファイルのかわ
りにシステム別名ファイルをアップデートします。

実行
−g オプションを指定しない場合、newalias は以下の名前のファイルを入力として使用して、ユーザー別名
ファイルをアップデートします。

$HOME/.elm/aliases.text

この入力ファイルが使用できる場合は、以下のファイルを作成します。

$HOME/.elm/aliases

$HOME/.elm/aliases.dir

$HOME/.elm/aliases.pag

−g オプションを指定した場合、newalias は以下の名前のファイルを入力として使用して、ユーザー別名
ファイルをアップデートします。

/var/mail/.elm/aliases.text

この入力ファイルが使用できる場合は、以下のファイルを作成します。

/var/mail/.elm/aliases

/var/mail/.elm/aliases.dir

/var/mail/.elm/aliases.pag

いずれの場合も、ファイル aliases.text が読み取り可能であり、かつ、他のファイルや .elm ディレク
トリが書き込み可能であることが必要です。

テキストファイルエントリー
aliases.text ファイル内のそれぞれのエントリーのフォーマットは次の通りです。 alias-list = [last-

name [; firstname] ]  [, comment] = address-list
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フィールド名
フィールド名は次のように定義されます。

address-list 空白あるいはコンマで区切られた一つまたは複数のメールアドレスのリスト。個人の
別名あるいはグループの別名

実際には、各項目は最初別名として検査されます。別名でなかった場合、それはメー
ル ア ド レ ス と 考 え ら れ ま す。 メー ル ア ド レ ス は イ ン ター ネッ ト 型
(user@host.domain)、UUCP 型 (host.domain!user)、あるいは、sendmail

別名型 (sendmail(1M) 参照)になります。また、ローカルメールユーザーの名前とな
ることもあります。

alias-list 空白あるいはコンマで区切られた一つまたは複数の別名のリスト。各名前は同じ別名
エントリーとなります。別名は次の文字からなります。 (A−Z, a−z), 数字 (0−9), アン
ダースコア (_), ダッシュ (-), および、ピリオド (.) 。別名は大文字小文字を問いま
せん。例えば、dave と Dave は同一とみなされます。

comment 所在や電話番号などエントリーにつけ加えたい情報を付加することができます。この
情報は、elm プログラムの別名メニューに表示されます。しかし、elm はその情報
をメールメッセージで送信しません。このフィールドには、引用符のついていない等
号 (=) を除いてすべてのキャラクタを使うことができます。「引用符キャラクタ」の
項を参照してください。

firstname 個人 (またはグループ) の名前。lastname と組合わして、fullname を作成します。
このフィールドには、引用符のついていない等号 (=) または、引用符のついていない
コンマ (,) を除いてすべてのキャラクタを使うことができます。「引用符キャラク
タ」の項を参照してください。

上の例では、Smith; John の John がこのフィールドになります。

lastname 個人 (またはグループ) の姓 /名前。firstname と組合わして、fullname を作成しま
す。このフィールドには、引用符のついていない等号 (=)、引用符のついていないセ
ミコロン (;) または、引用符のついていないコンマ (,) を除いてすべてのキャラクタ
を使うことができます。「引用符キャラクタ」の項を参照してください。

上に上げた例では、このフィールドは、Dave Taylor, Smith, Unix Gurus, および
Unix people となります。

fullname firstname lastname の組み合わせです。このフィールドは、一般にアドレスのあと括
弧で括られてメールヘッダーに含まれて送信されます。この情報は、elm プログラ
ムの別名メニューおよび elmalias コマンドで表示されます (elm(1) 参照)。

区切り記号
区切り記号には以下の優先権があります。
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• １番目と２番目の等号 (=) は最後の alias-list と最初の address-list をそれぞれ示します。両方の等号が
必要です。

• 最初の等号から次の等号までの１番目のカンマ (,) は comment フィールドの始まりを示します。

• 最初の等号から次のカンマまたは２番目の等号までの最初のセミコロン (;) は firstname フィールドの始
まりを示します。

個人またはグループ別名
個人または個々の別名には address-list 内に１つのアドレスしかありません。

例:

dave, taylor = Dave Taylor = taylor@company.com

j_smith = Smith; John, 408-555-1212 =johns@pocahontas.gov

グループ別名は address-list 内に２つ以上のアドレスを持つことができます。

例:

gurus = Unix Gurus = alan, john, dave, mike,

richard, larry, t_richardson

unix = Unix people = gurus, taylor, jonboy

その他の規則
エントリーは複数行にわたって指定できます。継続行はブランク(空白またはタブ)で始まらなければなりませ
ん。

’#’ で始まる行はコメントとみなされ、無視されます。

空白行やコメントはどこにあってもかまいません。

引用符キャラクタ
次のように行うと、firstname, lastname, comment, および address-list のメールアドレスで除外することに
なっているキャラクタを使うことができます。それは、バックスラッシュ (\) で各キャラクタをエスケープす
るか、引用符 ("). を使って、文字列を括るかです。引用符やバックスラッシュを含めるには、引用符の内か
外で、バックスラシュを使ってエスケープします。

FILES
$HOME/.elm/aliases ユーザーの別名データベースデータテーブル
$HOME/.elm/aliases.dir ユーザーの別名データベースディレクトリテーブル
$HOME/.elm/aliases.pag ユーザーの別名データハッシュテーブル
$HOME/.elm/aliases.text ユーザーの別名ソーステキスト
/var/mail/.elm/aliases システムの別名データベースデータテーブル
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/var/mail/.elm/aliases.dir システムの別名データベースディレクトリテーブル
/var/mail/.elm/aliases.pag システムの別名データハッシュテーブル
/var/mail/.elm/aliases.text システムの別名ソーステキスト

著者
newalias は HP で開発されました。

参照
elm(1), elmalias(1), mail(1), mailx(1).
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名称
newform − テキストファイルの変更または再フォーマット

構文
newform [-i tabspec ] [-o tabspec ] [-l n ] [-b n ] [-e n ] [-c char ] [-p n ] [-a n ] [-f] [-s] [ files ]

説明
newform は、指定した files から、または入力ファイルを指定しなければ標準入力から行を読み込んで、標準
出力に再び行を出力します。行は、有効なコマンド行オプションに従って再フォーマットされます。

-s を除き、コマンド行オプションは任意の順序での指定、繰り返しオプション files との混在ができます。コ
マンド行オプションは指定順に処理されます。これは、 -e 15 -l 60 のようなオプションシーケンスが -l

60 -e 15 とは異なる結果を生ずることを意味します。オプションはコマンド行のすべての files に対して適
用されます。

オプション
newform が認識するオプションは以下のとおりです。

-itabspec 入力タブ指定。つまり、与えられたタブ指定に従ってタブをスペースに展開します。
Tabspec は、 tabs(1) に説明されているすべてのタブ指定形式を認識します。さらに
tabspec は -- が可能です。 newform は、タブ指定が標準入力から読み出される最
初の行にあるものとします (fspec(4) を参照)。 tabspec を指定しないと、 tabspec は
-8 がデフォルトになります。 -0 の tabspec はタブを予測しません。見つかると、
-1 として処理されます。

-otabspec 出力タブ指定。つまり、与えられたタブ指定に従ってスペースをタブに置き換えま
す。タブ指定は、 -itabspec に関しては同じです。 tabspec を指定しないと、 tab-

spec は -8 がデフォルトになります。 -0 の tabspec は、出力時にスペースがタブ
に変換されないことを意味します。

-ln 有効な行長を n 文字に設定します。 n を入力しない場合、 -l のデフォルトは72に
なります。 -l オプションなしのデフォルトの行長は 80文字です。タブおよびバッ
クスペースが1文字として処理されることに注意してください (タブをスペースに展開
するには -i を使用)。

-bn 行長が有効な行長より長い場合は、行の始めから n 文字を切り捨てます (-lnを参
照)。デフォルトは、有効な行長を得るのに必要な文字数を切り捨てます。 n なしで
-b を使用するとデフォルトの値が使われます。このオプションを使用して、
COBOL プログラムからシーケンス番号を以下のように削除できます。

newform -l1 -b7 file-name

-l1 オプションは、 -b オプションがアクティブとなるよう、ファイルにある行よ
り短い有効な行長の設定に使用しなければなりません。
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-en 文字が行の終端から切り捨てられる点を除き、 -bn と同じです。

-ck プレフィックス/追加文字を k に変更します。 k のデフォルト文字はスペースです。

-pn 行長が有効な行長より短い場合に、行の先頭に n 文字を置きます (-ck を参照)。デ
フォルトでは、有効な行長を得るために必要な文字数を前に置きます。

-an 文字が行の終端に追加される点を除き、 -pn と同じです。

-f 他の行が出力される前に、標準出力にタブ指定フォーマット行を書き出します。プリ
ントされるタブ指定フォーマット行は、 last -o オプションで指定するフォーマット
に相当します。 -o オプションを指定しないと、プリントされる行は -8 のデフォル
ト指定となります。

-s 各行で最初のタブまでの先行する文字をカットし、カットした最大8文字までの文字
を行の終わりに置きます。 (最初のタブをカウントしないで) 8文字以上カットされた
場合は、8番目の文字は * で置き換えられ、それより右側の文字はすべて廃棄されま
す。最初のタブはつねに廃棄されます。

このオプションを各行にタブのないファイルに使用すると、エラーメッセージが表示
され、プログラムは終了します。指定したその他すべてのオプションがその行に適用
されるまで、カットされた文字は内部にセーブされます。それから文字は、処理され
た行の終わりで追加されます。

例えば、各行にまず数字、単一または複数のタブ、そしてテキストのあるファイルを
テキストで始まるファイルに変換し、最初のタブ以外はすべてスペースに展開して、
72カラムまでスペースを詰め、先頭にあった数字を73カラムから置くコマンドは以下
のようになります。

newform -s -i -l -a -e file-name

戻り値
newform は完了時に以下の値のいずれかを戻します。

0 エラーは発生しませんでした。

1 エラーが発生しました。

診断
診断はすべて致命的です。

usage: ...

newform が不良なオプションで呼び出されました。

not -s format

1行にタブがありませんでした。
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can’t open file

ファイルが開けませんでした。

internal line too long

内部作業バッファーで展開された後で、512文字を超過する行があります。

tabspec in error

タブ指定が正確にフォーマットされていないか、または指定したタブストップが昇順ではあり
ません。

tabspec indirection illegal

ファイル (または標準入力) から読み出される tabspec には、別のファイル (または標準入力)

を参照する tabspec があってはいけません

警告
newform は、普通物理的な文字を監視するだけです。しかし、 -i および -o オプションでは、 newform

は適切な論理カラムにタブを揃えるため、バックスペースを監視します。

tabspec が (-i-- または -o-- を使って)標準入力から読み込まれる場合、 newform はユーザーにプロンプ
トを出しません。

-f オプションを使用し、指定した最後の -o オプションが -o-- で、 -o-- または -i-- が前にある場
合、タブ指定フォーマット行は不正となります。

参照
fspec(4), csplit(1), tabs(1)
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名称
newgrp − 新しいグループへの切り換え

構文
newgrp [-] [group]

説明
newgrp コマンドは、ユーザーのユーザー ID を変更せずにグループ ID を変更し、現在のシェルを新しい
シェルで置き換えます。

group を指定した場合、変更処理が正常終了するのは、 group が存在し、しかもユーザーのユーザー ID が新
しい group のメンバーであるか、または group にパスワードがありユーザーがそれを端末から指定できた場
合です。

group を省略した場合、 newgroup は、パスワードファイル /etc/passwd の中のユーザーのエントリーで
指定されたグループに変更します。

newgrp は、グループの変更が正常終了したかどうかにかかわらず、また新しいグループが元のグループと同
じであっても、現在のシェルを、ユーザーのパスワードファイルエントリーのシェルフィールドで指定された
シェルに置き換える処理を行います。このフィールドが空の場合、 newgrp はPOSIXシェル /usr/bin/sh

( sh-posix(1) を参照)を使用します。

最初の引き数として - (ハイフン)を指定した場合、新しいシェルは、新たにログインされたものとして開始し
ます。 - を省略した場合、新しいシェルは、サブシェルとして起動されたものとして開始します。

ユーザーはログインした状態のままで、現在のディレクトリも変更されませんが、ファイルへのアクセスパー
ミッションは、新しい実グループ IDおよび実効グループ IDに従って計算されます。

エクスポートされる変数は、値が変更されないまま、新しいシェルへ渡されます。エクスポートされない変数
はすべて削除されますが、新しいシェルは、これらの変数をデフォルト値に設定し直すことが可能です。

現在のプロセスは新しいシェルの開始時に置き換えられるので、新しいシェルの終了は、 newgrp を実行し
たシェルからの終了と同じ効果があります。

多言語化対応
サポートされるコードセット

7ビット USASCIIコードセットにある文字がグループ名でサポートされています( ascii(5) を参照)。

診断
newgrp コマンドは、以下のエラーメッセージを発行します。

Sorry ユーザーのユーザー IDはグループメンバーではありません。

Unknown group グループ名が /etc/group にありません。

Permission denied パスワードが必要とされる場合は、端末から入力しなければなりません。
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You have no shell 標準入力がターミナルファイルでないため、新しいシェルが異常終了しまし
た。

例
ログインルーチンを実行せずに、現在のグループからグループ users に変更します。

newgrp users

現在のグループからグループ users に変更し、ログインルーチンを実行します。

newgrp - users

警告
パスワードを /etc/group に入力する便利な方法はありません。

グループパスワードは、その本来の性質上、機密保護を弱めるので、これを使用することはお勧めしません。
グループパスワードは、将来の HP-UXリリースで削除される可能性があります。

newgrp で、グループデータベースに複数の異なるエントリーが存在する (グループID やパスワードが異な
る) グループが指定された場合、 newgrp は、最初に見つかったグループエントリーのグループID とパス
ワードを正しい値として処理を行います。

ファイル
/etc/group システムグループファイル
/etc/passwd システムパスワードファイル

参照
csh(1), ksh(1), login(1), sh-posix(1), group(4), passwd(4), environ(5)

標準準拠
newgrp: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
newmail − メールボックス中の新規メールのユーザーへの通知

構文
newmail [−i interval] [−w] [file-spec]...

説明
newmail は、ユーザーの受信用メールボックスまたは指定されたメールフォルダを監視します。

基本操作では、一定の 間隔 (デフォルト 60秒)でユーザーの受信用メールボックスを監視し、送信者の名前と
メッセージのサブジェクトを表示します。

オプションがない場合、 newmail はデフォルトでは60秒の間隔でバックグランドで実行され、ユーザーの受
信用メールボックスを監視します。すでにアクティブなスクリーン上に、わかりやすく表示するように、メッ
セージは、次のようにポインターキャラクタを前置して表示されます。

>> Mail from sender-name - subject-of-message

>> Priority sender-name - subject-of-message

サブジェクトがない場合、メッセージ (No Subject Specified) が表示されます。複数のフォルダがある
場合、出力行は、 folder-name が前置されるか、 file-spec で指定された接頭辞文字列を伴って表示されます。

newmail は、ユーザーがログアウトするか、明示的にnewmailを killするまで実行します。メールボックス
のサイズが小さくなり、再び大きくなる場合、 newmailは内部的にリセットをします。

オプション
newmail で指定できるオプションを次のとおりです。

−i interval このオプションは、メールボックスをチェックする時間間隔を指定された秒数に変更
します。デフォルトは60秒です。

interval は、 232 秒より小さくなくてはいけません。 10秒より小さい値に設定され
た場合、 newmail は、そのような短い間隔は推賞できない旨を警告します。

−w このオプションは、より簡潔な出力フォーマット上でフォアグラウンドで現在のウィ
ンドウ上でウィンドウで本プログラムを実行します。

出力フォーマットは次のようになります。

Mail from sender-name - subject-of-message

Priority sender-name - subject-of-message

引数
newmail は次の引数を認識します。

file-spec 次のようなフォームでフォルダの名前とオプションの接頭辞文字列を指定します。

foldername[=prefix-string]
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+, =, および % といったメタキャラクタはフォルダディレクトリを示しています。デ
フォルトは、環境変数 MAILDIR または $HOME/Mail の値です。

例
60 秒ごとに受信用メールボックスをチェックします。

newmail

15 秒ごとに受信用メールボックスをチェックし、 joe または root からの新しいメッセージがあるかどう
か調べます。

newmail -i 15 joe root

受信用メールボックスにユーザー mary の受信用メールボックスとさらに postmaster と呼ばれるメール
ディレクトリのフォルダを調べます。 mary の受信用メールボックスのすべての新しいメッセージの先頭には
Mary という文字列をつけます。また、フォルダ postmaster に新しいメッセージがある場合は、 POBOX

という文字列を先頭につけるて表示します。また、フォルダ /tmp/mbox も監視します。

newmail "mary=Mary" +postmaster=POBOX /tmp/mbox

著者
newmail は、HP によって開発されました。
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名称
news − ニュース項目の表示

構文
news [−a ] [−n ] [−s ] [ items ]

説明
news は、ユーザーに通知されているイベントを知らせるために使用されます。規約により、これらのイベン
トはディレクトリ /var/news の中のファイルに記述されることになっています。

引き数なしで起動されると、 news は /var/news の中のすべての通知ファイルの内容を、新しいファイル
から順番にそれぞれに適切なヘッダーを付けて表示します。 news は、ユーザーのホームディレクトリ (環境
変数 $HOME によって決定されるディレクトリ) の中の .news_time という名称のファイルの修正日時とし
て、「通知」時間をストアします。この通知時間以後のタイムスタンプを持つファイルのみが、「通知前」と
みなされます。

オプション
news で指定できるオプションを次にあげます。

−a イベントが通知されているかどうかにかかわらず、すべての項目を表示します。ストアさ
れた時間は変更しません。

−n 通知されている項目の名称を報告します。内容は表示せず、またストアされた時間も変更
しません。

−s 通知されている項目の数を報告します。項目の名称や内容は表示せず、またストアされた
時間も変更しません。このオプションは、ユーザーの .profile ファイルまたはシステム
の /etc/profile から news を起動するときなどに便利です。

その他の引き数はすべて表示すべきニュース項目を指定するものと解釈されます。

ニュース項目の表示中に割り込みが入ると、表示が停止され、その次の項目の表示が開始されます。 1秒間に
2回割り込みが入力されると、プログラムが終了します。

多言語化対応
サポートされるコードセット

シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

ファイル
/var/news/*

$HOME/.news_time

/etc/profile

参照
mail(1), profile(4), environ(5)
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標準準拠
news: SVID2, SVID3, XPG2
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名称
nice − デフォルト以外の優先順位によるコマンドの実行

構文
nice [-priority_change] command [command_args]

nice [-n priority_change] command [command_args]

説明
nice コマンドは、 command をデフォルト以外のCPUスケジューリング優先順位で実行します (このコマン
ドの名前は、大きなプログラムを低い優先順位で実行するため、他のシステムユーザーに「好意的 (nice)」で
あることに由来します)。

引き数
コマンド行引き数は以下のとおりです。

priority_change 現在の(または親)プロセスのシステムnice値(相対的優先順位)と、 command が実行
されるときの実際のシステムnice値との差です。

符号なしの値は、 command のシステムnice値を大きくし、より低い優先順位で実
行します。

負の数はスーパーユーザー特権を必要とし、 command に低いシステムnice値(高い
優先順位)を割り当てます。現在のプロセスに特権がない場合は、何のメッセージも
出力されないまま、この値は0であるとして処理されます。

priority_change の値を適用するとシステムnice値が0から39の範囲外となる場合、
代りに0(下限値)または39(上限値)が使用されます。

正の(優先順位を下げる) priority_change では数値の前に - オプション文字が1個あ
ります。負の(優先順位を上げる) priority_change では、オプション文字の後にマイ
ナス符号が続くので、2個あります (--)。 -priority_change が指定されない場合、
デフォルトは 10 です。

command デフォルト以外の優先順位で実行されるプログラム、 HP-UX コマンド、ユーザー
シェルスクリプトなど。 command は、フォアグラウンド、またはバックグラウン
ドプロセスとして実行できます。

command がバックグラウンドプロセスとして実行されると、シェル (ksh はバッ
クグラウンドプロセスをすべて nice -4 で実行します)によって作成されたniceの
priority_change は、さらに nice コマンド行で指定したものに加えられます。

command_args command の引き数。

プロセスの優先順位
プロセスにはすべて、実行するようにスケジューリングされた際に、プロセスの一時的な優先順位を計算する
のに使用されるシステムnice値があります。通常すべてのプロセスは,生成時に、親プロセスのシステムnice値
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を継承します。シェル (sh, csh, ksh など)は、 nice コマンド経由で子プロセスを生成することにより、現
在のシェルプロセスと違った優先順位で子プロセスを実行することができます。 priority_change 値が符号な
し(正)の場合、子プロセスは親プロセスよりも nice 値が高く(優先順位が低く)なります。 priority_change

値が負ならば、子プロセスは、利用可能なシステムリソースをより多く利用して、より高い優先順位で動作し
ます。優先順位が高い子プロセスを生成するには、その親プロセスの所有者が、適切な特権を持つユーザーで
なければなりません。

ブート時にシステムは init プロセスをシステムnice値20 (システムデフォルト) で起動します。ほとんどの
システムでは、すべてのプロセス(ログインシェルまで)はこの優先順位を継承します。個々のログインシェル
プロセスから起動すると、ユーザーは子プロセスのシステムnice値を39にまで変更できます。適切な特権を使
えば0まで変更できます。システムnice値0はきわめて高い優先順位を確立しますが、値39は非常に低い優先順
位を示します。

通常のユーザーは、現在のプロセスに関係する任意の子プロセスのシステムnice値を増大させることのみが可
能です。つまり、 priority_change は結果的により低い優先順位となる正の(符号なし)値でなければなりませ
ん。現在のプロセスより低いシステムnice値(優先順位が高い)で子プロセスを起動するには、ユーザーには希
望する相対的なnice優先順位値とは関係なく、適切な特権がなければなりません。

例えば、現在のnice値が20であるログインシェルから

nice ksh

コマンドを使用すると、システムnice値が30のサブシェルが生成されます。ここで、新しいシェルから次のコ
マンドを使用して、

nice --2 ksh

システムnice値が28になる別のサブシェルを生成しようとしても拒否されます。この結果のシステムnice値
は、最初のログインシェルプロセスの優先順位より低くなりますが、ユーザーに適切な特権がない限り、この
コマンドは拒否されます。

現在のプロセスのシステムnice値は、 ps -l コマンドによって生成される NI の欄にリストされます (ps(1)

を参照)。

バックグラウンドプロセス
フォアグラウンドプロセスは、親シェルと同じシステムnice値で実行されます。 ksh によって生成された
バックグラウンドプロセスは、デフォルトでは、 nice -4 と同等の優先順位で動作します。バックグラウン
ドプロセスを ksh から nice 経由で起動すると、 nice コマンドで指定した priority_change が、デフォル
トの nice -4 に加算されます。したがって、コマンド

nice 12 command &

は、 ksh から実行するとシステムnice値36で動作します。
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多言語化対応
環境変数

LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使われる言語を指定します。

LC_MESSAGES が環境内で指定されていないか空白文字列に設定されている場合、未指定または空白の各変数
に対して LANG の値がデフォルトとして使われます。 LANG が指定されていないか空白文字列に設定されて
いる場合、 LANG の代わりに "C" がデフォルトとして使われます (lang(5) を参照)。

国際化変数のどれかが無効な設定を含む場合、 nice はすべての国際化変数が"C"に設定されているように振
る舞います。 environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

戻り値
nice は、 command によって戻される値を戻します。

例
以下の例では、現在のプロセスがシステムnice値20で動作し、 nice はKシェルから実行されるものとします
(ksh(1) を参照)。

デフォルト priority_change 10 (システムnice値30)でカレントディレクトリにある prog という名前のプログ
ラムを実行します。

nice ./prog prog_args

システムnice値36を使用してバックグラウンドで同じプログラムを実行します ( priority_change=12 に、K

シェル用の4が加算されます)。

nice -12 ./prog prog_args &

適切な特権を持つユーザーとして、システムnice値6のフォアグラウンドプロセスとして prog を実行しま
す。

nice --14 ./prog prog_args

警告
Cシェル csh の組み込みコマンド nice は、構文が異なります。詳細については、 csh(1) を参照してくださ
い。

参照
csh(1), ksh(1), nohup(1), sh-posix(1), sh(1), renice(1M), nice(2)

標準準拠
nice: SVID2, SVID3, XPG4
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名称
nis+, NIS+, nis − 新しいバージョンのネットワーク情報ネームサービス

説明
NIS+ は、新バージョンのネットワーク情報ネームサービスです。このバージョンは、旧リリースで NIS また
は YP と呼ばれていたバージョン 2 と大きく異なっています。大規模なネットワークへの対応、セキュリ
ティ、サービスの管理などの分野で機能が拡張されています。

NIS+ のマンページは 3つの基本カテゴリに分かれています。セクション 1 は、シェルスクリプトから実行し
たり、コマンド行から直接実行するユーザーコマンドを説明しています。セクション 1M マンページは、サー
ビスそのものを管理するためにネットワーク管理者が使用できるユーティリティコマンドを説明しています。
マンページのセクション 3N では、NIS+ のプログラミング API について説明しています。

NIS バージョン 2 を使用するコマンドと関数にはすべて yp の文字が前に付き、例えば、 ypmatch(1)、
ypcat(1)、 yp_match(3C)、 yp_first(3C) のようになります。新しい置き換え用のソフトウェアである NIS+

を使用するコマンドや関数には nis の文字が前に付き、例えば、 nismatch(1)、 nischown(1)、
nis_list(3N)、 nis_add_entry(3N) のようになります。 NIS+ コマンドの完全なリストはコマンドのリストセ
クションに収録しています。

このマンページでは、 NIS+ の用語を紹介します。また、 NIS+ のネーム空間、認証、権限の各ポリシーにつ
いても説明します。

NIS+ ネーム空間
NIS+ のネーミングモデルはツリー構造に基づいています。ツリー内のそれぞれのノードは 1つの NIS+ オブ
ジェクトに関連付けられます。 NIS+ オブジェクトには、 ディレクトリ、 テーブル、 グループ、 リンク、
エントリー、プライベートの 6つの型があります。

NIS+ ディレクトリオブジェクト
NIS+ の各ネーム空間には 1つ以上の NIS+ ディレクトリオブジェクトがあります。 NIS+ ディレクトリは
UNIX ファイルシステムのディレクトリのようなもので、 NIS+ ディレクトリを含め、他の NIS+ オブジェク
トが入っています。 NIS+ ネーム空間のルートとする NIS+ ディレクトリのことをルートディレクトリと呼び
ます。 NIS+ ディレクトリには、 org_dir と groups_dir の 2つの特殊なディレクトリがあります。
org_dir ディレクトリは、 passwd、 hosts、 mail_aliases といったシステム全体にわたる管理テーブ
ルで構成されています。 groups_dir ディレクトリは、アクセス制御に使用される NIS+ グループオブジェ
クトで構成されています。 org_dir、 groups_dir、およびその親ディレクトリをまとめたものを NIS+ ド
メインと呼びます。 NIS+ ディレクトリは、ツリー構造のように編成できるので、企業の組織または管理体系
の階層構造に合った NIS+ ネーム空間にすることができます。

NIS+ テーブルオブジェクト
NIS+ テーブル (ファイルではない) は NIS+ ディレクトリ内に含まれ、特定の型に関する実際の情報を保存し
ます。例えば、 hosts システムテーブルには、そのドメイン中のホストの IP アドレスに関する情報を保存
します。 NIS+ テーブルには複数のカラムがあり、検索可能なカラムであればどれを使用してもテーブルが検
索できます。各テーブルオブジェクトには、そのテーブルの構造が定義されています。この NIS+ テーブルは
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NIS+ エントリーオブジェクトで構成されます。 NIS+ テーブルの各エントリーごとに、 NIS+ エントリーオ
ブジェクトがあります。 NIS+ エントリーオブジェクトは、 NIS+ テーブルオブジェクトに定義されている構
造に従います。

NIS+ グループオブジェクト
NIS+ グループオブジェクトは、グループレベルでアクセスを制御するときに使用されます。 NIS+ グループ
オブジェクトは、ドメインの groups_dir ディレクトリ内に含まれ、 1つの NIS+ グループ内のすべての
NIS+ 主体のリストが入っています。 NIS+ 主体とは、 NIS+ 要求を出すユーザーまたはマシンのことです。

NIS+ リンクオブジェクト
NIS+ リンクオブジェクトは UNIX シンボリックファイルシステムのリンクのようなもので、通常は、 NIS+

ネーム空間でのショートカットに使用されます。

NIS+ オブジェクトについての詳細は、 nis_objects(3N) を参照してください。

NIS+ 名
NIS+ サービスでは、名前は単純名とインデックス名の 2つの形態で定義されます。単純名は、NIS+ ネーム
空間に含まれている NIS+ オブジェクトを識別するためにサービスによって使用されます。インデックス名
は、NIS+ テーブルに含まれている NIS+ エントリーを識別するために使用されます。さらに、NIS+ テーブ
ル内のエントリーは、呼び出し側にエントリー型のオブジェクトとして戻されます。 NIS+ オブジェクトは共
用構造体として実装し、ファイル <rpcsvc/nis_object.h> に記述します。オブジェクトの各種の型の相
違点や構成要素の意味については、 nis_objects(3N) で説明しています。

単純名
単純名は、 ‘.’(ドット) で区切られた一連のラベルで構成されます。各ラベルには、 ISO (国際標準化機構) の
Latin1 文字セット中のプリント可能な文字を使用します。各ラベルの長さは非ゼロ値で、完全修飾名は区切り
文字のドットを含め、 NIS_MAXNAMELEN オクテットより短くなければなりません。 (現在のリリースの
NIS_MAXNAMELEN の実際の値については、 <rpcsvc/nis.h> を参照してください。) 特殊文字 (「文法」
を参照) の入っているラベルは引用符で囲みます。

NIS+ ネーム空間は、1つのルートを持つツリーとして編成します。単純名は、そのツリー内のノードを表しま
す。名前を作成する際には、左端のラベルにリーフノードを指示し、リーフノードの右側のラベルすべてにそ
のオブジェクトの親ノードを指示します。親ノードをリーフノードのディレクトリと言います。これは命名用
ディレクトリであり、ファイルシステムのディレクトリと混乱しないようにしてください。

例えば、 example.simple.name. という 3つのラベルから成る単純名があるとすると、 example はこの名前の
リーフノードで、このリーフノードのディレクトリは simple.name です。このディレクトリの名前自体も単純
名です。このディレクトリのリーフノードは simple で、ディレクトリは name です。

関数 nis_leaf_of (3N) は、単純名の最初のラベルを戻します。関数 nis_domain_of (3N) は、リーフノードが
入っているディレクトリの名前を戻します。この 2つの関数を繰り返して使用することによって、単純名をラ
ベルごとに分割することができます。

ネーム空間の グローバルルートの名前用に ‘.’ (ドット) が確保されています。インターネットに接続するシス
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テムでは、ドメインネームサービスがこのグローバルルートの処理をします。 NIS+ サーバーが ‘.’(ドット) 以
外のルートディレクトリを処理するときは、そのディレクトリのことをローカルルートと呼びます。

グローバルルートまでのすべてのディレクトリを示すラベルがすべて含まれている NIS+ 名を完全修飾名と呼
びます。最後のドットが付いていない名前を部分修飾名と呼びます。

インデックス名
インデックス名は、検索基準と単純名で構成された複合名です。検索基準はテーブルからエントリーを選択す
るためのもので、単純名は検索対象の NIS+ テーブルを指示するためのものです。検索基準は、カラム名と目
的の値を大かっこ ‘[]’ で囲んで指定します。検索基準の指定方法は以下の通りです。

[column_name=value, column_name=value, ... ]

以下のように、検索基準と単純名を ‘,’(カンマ) で区切って連結すると、インデックス名となります。

[ search-criterion ],table.directory.

検索基準の中にカラム名 / 値が複数組ある場合は、テーブル中のエントリーのうち、指定されたすべてのカラ
ムに適切な値があるものだけが戻されます。検索基準にカラム名 / 値の組が 1つも指定されていない場合、つ
まり [] の場合は、テーブル中の すべて のエントリーが戻されます。

文法
以下のテキストは、有効な NIS+ 名を定義している文脈自由文法を表しています。この文法では、終端文字に
‘.’ (ドット)、 ‘[’ (左大かっこ)、 ‘]’ (右大かっこ)、 ‘,’ (カンマ)、 ‘=’ (等号)、空白を使用します。かぎかっこ (‘<’

と ‘>’) は終端文字ではなく、文法の一部ではありません。 ‘|’ (縦棒) は、代替の結果を区切るためのもので、
「この結果またはこの結果」という意味を表します。

name ::= . | <simple name> | <indexed name>

simple name ::= <string>. | <string>.<simple name>

indexed name ::= <search criterion>,<simple name>

search criterion ::= [ <attribute list> ]

attribute list ::= <attribute> | <attribute>,<attribute list>

attribute ::= <string> = <string>

string ::= ISO の Latin1 文字セットの
’/’ (スラッシュ) 以外の文字。先頭の文字が
終端文字、’@’、 ’+’ (正符号)、(‘−’)

ハイフンであってはならない。

文字列の中に終端文字が入っている場合は、 ‘"’ (二重引用符) で囲む必要があります。 ‘"’ の文字自体を囲むに
は ‘""’ のように二重引用符を重ねます。

名前の展開
NIS+ サービスは完全修飾名だけしか受け付けません。しかし、完全修飾名を使用するのは実際的ではないの
で、セクション 1 の NIS+ コマンドでは標準の展開規則を採用して、部分修飾名が完全修飾名に直されます。
実際にはこの展開は、NIS+ のライブラリ関数 nis_getnames(3N) で行われます。この関数はデフォルトの
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NIS+ ディレクトリ検索パスまたは NIS_PATH 環境変数を使用して、名前のリストを生成します。デフォル
トの NIS+ ディレクトリ検索パスには、そのパスにおけるすべての名前が含まれています。 nis_get-

names() は、 EXPAND_NAME フラグを使用したときに、 nis_lookup(3N) および nis_list(3N) によって呼び
出されます。

NIS_PATH 環境変数には、特定の順序に並べられた単純名のリストが入っています。この単純名は ‘:’ (コロ
ン) で区切られています。リスト中の単純名にコロンが入っている場合は、 「文法」の項で説明しているよう
に、コロンを引用符で囲む必要があります。このリストの最後になっても該当する名前がない場合は、関数は
NIS_NOTFOUND のエラーを戻します。このようなときは、名前は存在するものの、サーバーに達することが
できないことも考えられます。 list または lookup インタフェースに指定された名前が完全修飾名の場合は、
EXPAND_NAME フラグが無視されます。

NIS_PATH 環境変数から得られた名前リストの中では、’$’ (ドル記号) は特殊な扱われ方をします。ラベル ’$’

で終わる単純名は、この ’$’ がデフォルトのディレクトリに置き換えられます (nis_local_directory(3N) を参
照)。このリストの中で "$" を名前として使用すると、その名前が、デフォルトのディレクトリと 2つ以上のラ
ベルがあるグローバルルートの間にあるディレクトリのリストに置き換えられます。

この名前の展開の例を以下に示します。デフォルトのディレクトリを some.long.domain.name. とし、
NIS_PATH 環境変数が fred.bar.:org_dir.$:$ に設定されているとします。このパスはまず以下のリス
トに分割されます。

1 fred.bar.

2 org_dir.$

3 $

2 番目の構成要素にあるドル記号はデフォルトのディレクトリに置き換えられます。 3 番目の構成要素にある
ドル記号はデフォルトのディレクトリと 2つ以上のラベルがあるグローバルルートの間にあるディレクトリの
名前に置き換えられます。有効なパスの値は以下のようになります。

1 fred.bar.

2a org_dir.some.long.domain.name.

3a some.long.domain.name.

3b long.domain.name.

3c domain.name.

これらの単純名がそれぞれ、 nis_lookup(3N) または nis_list(3N) インタフェースに渡された部分修飾名に付
加されます。そして、 NIS_SUCCESS が戻されるまでそれぞれの名前が順に試されるか、リストの最後に達
します。

NIS_PATH 環境変数を設定していないと、パス ‘‘$’’ が使用されます。

ライブラリ関数 nis_getnames(3N) をユーザープログラムから呼び出して、名前のリストを生成することもで
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きます。また、 −s オプションを指定したプログラム nisdefaults(1) を使用して完全に展開されたパスを表示
することもできます。

連結パス
通常は、一定の型の情報に関するエントリーはすべてテーブルの中に保存されます。しかし、テーブルが、エ
ントリーの入った別のテーブルをポイントする方が良い場合もあります。例えば、すべての IP アドレスをそ
のアドレス独自のドメインに関するホストテーブルに保存しておき、さらに新しいドメイン名を指定しなくて
も別のドメインにあるホストを解決できるようにしたい場合などがこれにあたります。 NIS+ には、別のもの
ではあるけれど、関係し合うテーブルを連結する「 NIS+ 連結パス」というメカニズムが用意されています。
連結パスを使用すると、フラットに似たネーム空間を階層構造から作成することができます。また、エント
リーがなく、ホストを指したり、親ドメインを示す別のテーブルを指すだけのテーブルを作成することもでき
ます。このようにセットアップした場合は、テーブルの管理作業を親ドメインに任せることになるので注意し
てください。連結パスでは検索されるテーブルやサーバーの数が多くなるので、要求に対する応答時間が遅く
なります。さらに、連結パス内の特定のディレクトリをすべてのサーバーが使用できない状態の場合は、有用
性が低くなります。

NIS+ 連結パスは、「テーブルパス」と呼ぶこともあります。このパスをセットアップするには、テーブルの
作成時に nistbladm(1) を使用します。 2つ以上のテーブルを連結するよう指定でき、その指定順序でテーブ
ルが検索されます。何の指定もないときは、 NIS+ クライアントライブラリは、サイト固有のテーブルに設定
された連結パスには従わないことに注意してください。詳細は、 nis_list(3N) を参照してください。

ネーム空間
NIS+ サービスは、独自に使用する目的で、他に 2つの 独立したネーム空間を定義します。この 2つのネーム
空間は、 NIS+ 主体ネーム空間と NIS+ グループネーム空間です。グループネーム空間や主体ネーム空間に関
連付けられる名前の構文は単純名と同じです。ただし、これらのネーム空間の名前が表す情報は、名前を
NIS+ インタフェースに直接指定しても得ることはできません。このような名前は、まず NIS+ 名へとマッピ
ングする特殊なインタフェースを使用してから解決する必要があります。

主体名
NIS+ 主体名は、NIS+ 要求を出しているユーザーおよびマシンを個別に識別する際に使用されます。主体名
の形式は、以下の通りです。

principal.domain

ここで、 domain は、指定された主体の資格が入っている NIS+ ディレクトリの完全修飾名です。ドメインに
ついての詳細は、 ディレクトリとドメインを参照してください。ここで、この名前の principal は、 NIS+

ネーム空間のリーフノードではないことに注意してください。

資格は、プロセス UID など、1つの文脈にあるホストまたはユーザーを識別して NIS+ 文脈の中にマッピング
するときに使用されます。認定は、主体名で指定するディレクトリの org_dir サブディレクトリにある cred

という NIS+ テーブルにレコードとして保存します。

このマッピングは以下のように置き換え関数として表すことができます。
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principal.domain −>[cname=principal.domain ],cred.org_dir.domain

後者の主体名が、名前解決のために nis_list(3N) インタフェースに指定できる NIS+ 名です。 NIS+ 主体名を
管理するには nisaddcred(1M) コマンドを使用します。

cred テーブルには 5つのカラムがあり、それぞれ cname、 auth_name、 auth_type、 public_data、 pri-

vate_data というカラム名になっています。このテーブルでは、1つの NIS+ 主体を識別するために 1つのレ
コードがマッピングされてます。現在のサービスは、以下の 2通りのマッピングをサポートします。

LOCAL これは、特定のプロセスの UID を、その UID に関連付けられた NIS+ 主体名にマッピングすると
きに使用します。マッピングできない場合は、 nobody という名前が戻されます。プロセスの有効な
UID が 0 (スーパーユーザーなど ) の場合は、ホストに関連付けられた NIS+ 名が戻されます。
UID は、プロセスを実行しているマシンの文脈に敏感であることに注意してください。

DES これは、 Secure RPC ‘‘netname’’ を NIS+ 主体名にマッピングしたり、NIS+ 主体名を Secure

RPC ‘‘netname’’ にマッピングするときに使用します。ネット名についての詳細は、 secure_rpc(3N)

を参照してください。ネット名にはドメインの表記が含まれているので、ネット名の範囲は複数の
NIS+ ディレクトリにわたります。

NIS+ クライアントライブラリ関数の nis_local_principal(3N) は cred.org_dir テーブルを使用して、プロセ
ス UID の UNIX 表記を NIS+ 主体名にマッピングします。この情報は、 -p オプションを指定したプログラ
ム nisdefaults(1) をシェルプログラムで使用することによって戻すことができます。

UID を NIS+ 主体名にマッピングするには、以下の形式の照会を作成します。

[auth_type=LOCAL, auth_name=uid],cred.org_dir.default-domain.

この照会では、マシンのデフォルトのドメインの当該 UID に対応する NIS+ 主体名が入ったレコードが戻さ
れます。

NIS+ サービスは DES マッピングを使用して、Secure RPC 要求と対応する名前を NIS+ 主体名にマッピン
グします。 Secure RPC を使用する RPC 要求では、 要求を出したクライアントの ネット名 が RPC ヘッ
ダーに含まれています。このネット名の形式は以下の通りです。

unix.UID@domain

サービスは、以下の形式の名前を使用して照会を作成します。

[auth_type=DES, auth_name=netname],cred.org_dir.domain.

ここで、domain の部分にはデフォルトのドメインが使用されるのではなく、ネット名から抽出された内容が
使用されます。この照会を使用して、当該ネット名がマッピングされているドメインの NIS+ 主体名が検索さ
れます。

UID やネット名を NIS+ 主体にマッピングするメカニズムによって、 NIS+ サービスの各クライアントは 1つ
だけの主体名を持つことが保証されます。この主体名は後述する権限授与のベースとして使用されます。
NIS+ ネーム空間にあるすべてのオブジェクトおよび NIS+ テーブルにあるすべてのエントリーには必ず所有

60 Hewlett-Packard Company − 6 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



nis+(1) nis+(1)

者を指定しなければなりません。所有者フィールドの内容は常に NIS+ 主体名です。

グループ名
NIS+ グループ名は、 NIS+ 主体名と同様に、以下の形式となっています。

group_name.domain

NIS+ ネーム空間にあるすべてのオブジェクトおよび NIS+ テーブルにあるすべてのエントリーにはオプショ
ンでグループ所有者を指定することができます。指定する場合、グループ所有者フィールドの内容は常に完全
修飾の NIS+ グループ名でなければなりません。

NIS+ クライアントライブラリには NIS+ グループを取り扱うインタフェース (nis_groups(3N)) がいくつか定
義されています。これらのインタフェースは NIS+ グループ名を、それに関連付けられた NIS+ グループオブ
ジェクトの NIS+ 単純名に内部的にマッピングします。このマッピングで以下のようになります。

group.domain −> group.groups_dir.domain

このマッピングを行うことによって、NIS+ グループ名と NIS+ ディレクトリ名の衝突が起こらなくなりま
す。例えば、このマッピングを行っていないと、 engineering.foo.com. という名前のディレクトリには engi-

neering.foo.com. という名前のグループを入れることはできません。その理由は、 NIS+ ネーム空間の中で
は、あいまいにならない名前で 1つのオブジェクトを表すことという制約があるからです。マッピングを行う
と、 NIS+ グループ名 engineering.foo.com. は NIS+ オブジェクト名 engineering.groups_dir.foo.com となり
ます。

グループオブジェクトの内容は NIS+ 主体名と他の NIS+ グループ名のリストです。グループ名の使用方法に
ついては、 nis_groups(3N) を参照してください。

NIS+ セキュリティ
NIS+ には、サービスで管理される情報へのアクセスを制御するセキュリティモデルがあります。サービスに
は、個別のクライアントまたはクライアントグループのうち特定のものに与えるアクセス権があります。
NIS+ 情報へのアクセス権を与える (または、与えない) クライアントやクライアントグループを定義するに
は、主体名とグループ名を使用します。このような主体名やグループ名は、以下に示す NIS+ ドメインに関連
付けられます。

セキュリティモデルも nobody という主体クラスを使用します。このクラスには、サービスで認証されている
かどうかを問わず、すべてのクライアントが入ります。認証されているクライアントはすべて、 world という
クラスに入ります。

ディレクトリとドメイン
NIS+ ネーム空間内のディレクトリのなかには、 NIS+ ドメインと呼ばれるものがあります。ドメインとは、
サブディレクトリ groups_dirとorg_dir がある NIS+ ディレクトリのことです。さらに、サブディレクトリ
org_dir には cred というテーブルが含まれていなければなりません。 NIS+ グループ名と NIS+ 主体名では
常に、先頭のラベルの後ろに NIS+ ドメイン名が続きます。
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認証
NIS+ ネームサービスは、 NIS+ サービスの完全性を保つために Secure RPC を使用します。そのため、この
サービスを利用するユーザーやマシンには Secure RPC キーがなければなりません。このキーは、まず nisad-

dcred(1M) コマンドまたは nisclient(1M) コマンドを使用して生成してから、 chkey(1) コマンドまたは nis-

passwd(1) コマンドで修正します。

Secure RPC を使用することによって、プライベートな情報はネットワーク上の信頼性の低いマシンやユー
ザーに使用されないよう、ネームサービスに保存されます。

Secure RPC キーの他にも、ユーザーの UID を NIS+ 主体名にマッピングする必要があります。このマッピ
ングは、システム管理者が nisclient(1M) コマンドまたは nisaddcred(1M) コマンドを使用して作成します。

いくつもの NIS+ ドメインのマシンを使用するユーザーは、それぞれのドメインに local 資格エントリーがあ
ることを確認しなければなりません。この認定は、ユーザーの「ホーム」ドメインで、ユーザーの NIS+ 主体
名を使用して作成する必要があります。 NIS+ および Secure RPC の効果を高めるために、 Secure RPC キー
のあるドメインがホームドメインになります。

権限
NIS+ サービスには、クライアントに与える (または、与えない) アクセス権が 4つあります。この 4つのアク
セス権は、read (読み取り)、modify (変更)、create (作成)、destroy (消去) です。このアクセス権は、オブ
ジェクトの構造体の作成時に指定し、後で nischmod(1) コマンドを使用して変更することができます。一般
に、オブジェクトに関して与えられたアクセス権はそのオブジェクトだけに適用されます。ただし、権限の効
果を高めるために、クライアントに与えられた ディレクトリ オブジェクトと テーブル オブジェクトの読み
取りアクセス権は、この親オブジェクトの「中に含まれる」すべてのオブジェクトに対しても与えられたこと
になります。この包含の表記は抽象的なものです。オブジェクトの中に実際に別のオブジェクトが含まれるこ
とはありません。ただし、 グループ オブジェクトの場合は、定義の中に主体のリストが含まれていることに
注意してください。

以下にそれぞれのアクセス権について説明します。

read オブジェクトの読み取りアクセス権を与えます。ディレクトリオブジェクトやテーブルオブジェ
クトの場合は、親オブジェクトの読み取りアクセス権があるということは、ディレクトリの直接
の子オブジェクトまたはテーブル内のエントリーなどのすべてに対しても読み取りアクセス権を
持つことになります。

modify 既存のオブジェクトの変更アクセス権を与えます。変更には読み取りアクセス権は必要ありませ
ん。ただし、多くのアプリケーションでは、変更する前にオブジェクトを読み取ることが必要な
場合があります。このような変更操作では、読み取りアクセス権も持っていないとエラーになり
ます。

create まだ存在していないオブジェクトを新しく作成する権限をクライアントに与えます。必ず、ディ
レクトリオブジェクトやテーブルオブジェクトと一緒に使用します。テーブルの作成アクセス権
を持つと、クライアントはテーブルにエントリーを追加できるようになります。ディレクトリの
作成アクセス権を持つと、クライアントは NIS+ ディレクトリに新しくオブジェクトを追加でき
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るようになります。

destroy 既存のオブジェクトまたはエントリーを消去または削除する権限をクライアントに与えます。ク
ライアントがエントリーまたはオブジェクトを削除しようとすると、サービスはまずそのオブ
ジェクトが含まれているテーブルまたはディレクトリに対してクライアントが消去アクセス権を
持っているかを調べます。消去アクセス権を持っていると、処理が進められます。テーブルまた
はディレクトリの消去アクセス権を持っていないと、オブジェクト自体に対してクライアントが
消去アクセス権を持っているかが調べられます。オブジェクトの消去アクセス権を持っている
と、処理が進められます。この消去アクセス権を持っていないと、要求は拒否されます。

このようなアクセス権はそれぞれ、以下の 4つのカテゴリで与えることができます。

owner オブジェクトの所有者にアクセス権を与えます。所有者とは、owner フィールドに指定されてい
る NIS+ 主体のことです。 nischown(1) コマンドを使用すると、所有者を変更できます。所有者
がオブジェクトの変更アクセス権を持っていない場合、親オブジェクトの変更アクセス権がない
限り、所有者はオブジェクトに対するどのようなアクセス権も変更できないことに注意してくだ
さい。

group owner

オブジェクトのグループ所有者にアクセス権を与えます。オブジェクトに関連付けられたグルー
プのメンバーとして指示されているどの主体にもアクセス権を与えます。 nischgrp(1) コマンド
を使用すると、グループ所有者を変更できます。オブジェクトの所有者がこのグループのメン
バーである必要はありません。

world world に属する全員にアクセス権を与えます。サービスで認証されているすべてのクライアント
にアクセス権を与えます。

nobody nobody 主体にアクセス権を与えます。クライアントが認証されているかどうかを問わず、サー
ビス要求を出したどのクライアントにもアクセス権が与えられます。

ブートストラップが行われることから、NIS+ ドメインのディレクトリオブジェクト、 org_dir サブディレク
トリおよびこのサブディレクトリ内の cred テーブルは nobody 主体に対して 読み取りアクセス権を持ってい
なければなりません。このアクセス権があることにより、クライアントが資格のある位置を検索する際に、
ネーム空間を移動できるようになります。このようなアクセス権を与えても、テーブル自体の「読み取り」ア
クセス権が nobody 主体に与えられていない限り、 org_dir 内の他のテーブルの内容 (パスワードテーブルの
エントリーなど) が読み取られることはありません。

ディレクトリ権限
ディレクトリに対するアクセス権をクライアントに与えるための機能が他にも用意されています。このような
アクセス権は、ディレクトリの オブジェクトアクセス権 (OAR) 構造体の中に含まれています。この構造体で
は、ディレクトリオブジェクトでは与えられない特定の型のディレクトリに入っているオブジェクトのアクセ
ス権を NIS+ サービスが与えることができます。

この機能の例として、作成アクセス権をすべてのクライアントには与えないディレクトリオブジェクトがある
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とき、 そのディレクトリに関連付けられている NIS+ グループのメンバーであるクライアントに グループ型
のオブジェクトの作成アクセス権を OAR 構造体で与えることができます。この例では、ディレクトリの子と
して作成できるオブジェクトは グループ 型だけに限られることになります。

もう 1つの例は、ディレクトリの所有者だけに作成アクセス権を与えるディレクトリオブジェクトの場合で
す。OAR 構造体を使用すると、 テーブル、 リンク、 グループ、 プライベートの各型のオブジェクトの作成
アクセス権をディレクトリのグループのどのメンバーにも与えることができるようになります。これによっ
て、サブディレクトリの作成を除いて、完璧に近い作成アクセス権をグループに与えることができます。この
方法では新しく NIS+ ドメインを作成できません。なぜなら、ドメインを作成するには groups_dirと org_dir

の両方のサブディレクトリが必要だからです。

現在のところ、ディレクトリオブジェクトの OAR を設定したり変更したりするためのコマンド行インタ
フェースはありません。

テーブルの認証
ディレクトリと同様に、テーブル内のエントリーに対するアクセス権を与える機能も他に用意されています。
テーブルオブジェクトの access rights フィールドを使用してクライアントに与えられたアクセス権は、その
テーブルオブジェクトおよび、そのテーブルに「含まれている」すべてのエントリーオブジェクトに適用され
ます。テーブルオブジェクトがアクセス権を与えない場合は、そのテーブル内のエントリーで与えることがで
きます。これは、 作成 を除くすべてりアクセス権にあてはまります。

例えば、テーブルが、 nis_list(3N) 操作を実行するクライアントに読み取りアクセス権を与えていないとしま
す。このような場合、そのテーブル内のエントリーの access rights フィールドでクライアントに読み取りア
クセス権を与えることができます。エントリーでのアクセス権は、そのエントリーの所有者とグループ所有者
に与えられ、テーブルの所有者やグループには与えられないことに注意してください。 list 操作を実行する
と、クライアントが読み取りアクセス権を持っているすべてのエントリーが戻されます。読み取りアクセス権
のないエントリーは戻されません。要求を出したクライアントが検索基準を満たすエントリーのどれに対して
も読み取りアクセス権を持っていない場合は、エントリーは 1つも戻されず、 NIS_NOTFOUND のエラーコー
ドが入ったステータスが戻されます。

エントリーの access rights フィールドで与えられたアクセス権はそのエントリー全体に適用されます。ただ
し、テーブルオブジェクトではテーブルの各カラムに対して他にもアクセス権が維持されています。このアク
セス権はエントリー内の該当するカラムに適用されます。このアクセス権は、テーブルとエントリーのどちら
もアクセス権を与えない場合に使用されます。カラム指定でのアクセス権は、テーブルオブジェクトの所有者
とグループ所有者ではなく、エントリーの所有者とグループ所有者に適用されます。

読み取り操作を実行する場合に、テーブルからもエントリーからも読み取りアクセス権が与えられておらず、
カラムでアクセス権が与えられているときは、読み取りできるカラムの値だけを含んだエントリーが戻されま
す。読み取りアクセス権のないカラムには *NP* (許可なし) の文字列が入ります。

例えば、読み取りアクセス権を持っていないテーブルに対してクライアントが list 操作を実行したとします。
クライアントが指定した検索基準を満たすエントリーオブジェクトがそれぞれ調べられ、クライアントが読み
取りアクセス権を持っているかが確認されます。読み取りアクセス権を持っているエントリーは、結果の中に
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含められます。読み取りアクセス権をもっていないエントリーは、各カラムがそれぞれ調べられ、クライアン
トが読み取りアクセス権を持っているかが確認されます。クライアントが読み取りアクセス権を持っているカ
ラムがあると、そのカラムのデータが戻されます。読み取りアクセス権のないカラムは内容が *NP* の文字列
となって戻されます。どのカラムの読み取りアクセス権もないと、エントリーは戻されません。

コマンドのリスト
NIS+ に関連するすべてのコマンドおよびプログラミング関数を以下にリストします。

NIS+ ユーザーコマンド
nisaddent(1) 対応する NIS+ テーブルへのファイルと NIS マップの追加
niscat(1) NIS+ テーブルおよびオブジェクトの表示
nischgrp(1) NIS+ オブジェクトのグループ所有者の変更
nischmod(1) NIS+ オブジェクトのアクセス権の変更
nischown(1) NIS+ オブジェクトの所有者の変更
nischttl(1) NIS+ オブジェクト値の有効期間の変更
nisdefaults(1) NIS+ デフォルト値の表示
niserror(1) NIS+ エラーメッセージの表示
nisgrep(1) NIS+ テーブルを検索するためのユーティリティ
nisgrpadm(1) NIS+ グループの管理コマンド
nisln(1) NIS+ オブジェクトのシンボリックリンク
nisls(1) NIS+ ディレクトリ内容のリスト
nismatch(1) NIS+ テーブルを検索するためのユーティリティ
nismkdir(1) NIS+ ディレクトリの作成
nispasswd(1) NIS+ パスワード情報の変更
nisrm(1) ネーム空間からの NIS+ オブジェクトの削除
nisrmdir(1) NIS+ ディレクトリの削除
nisshowcache(1M) 共用キャッシュファイルの内容をプリントアウトする NIS+ ユーティリティ
nistbladm(1) NIS+ テーブルの管理コマンド
nistest(1) 条件式を使用して NIS+ ネーム空間の状態を戻す

NIS+ 管理コマンド
nis_cachemgr(1M) NIS+ サーバーに関する位置情報をキャッシュする NIS+ ユーティリティ
nisaddcred(1M) NIS+ 資格の作成
nisaddent(1M) 対応するファイルまたは NIS+ マップからの NIS テーブルの作成
nisclient(1M) NIS+ 主体用の NIS+ 資格の初期化
nisd(1M) NIS+ サービスデーモン
nisd_resolv(1M) NIS+ サービスデーモン
nisinit(1M) NIS+ クライアントおよびサーバーの初期化ユーティリティ
nislog(1M) NIS+ トランザクションログの内容の表示
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nisping(1M) NIS+ サーバーへの ping の送信
nispopulate(1M) NIS+ ドメインへの NIS+ テーブルの配置
nisserver(1M) NIS+ サーバーのセットアップ
nissetup(1M) NIS+ ドメインの初期化
nisshowcache(1M) 共用キャッシュファイルの内容をプリントアウトする NIS+ ユーティリティ
nisstat(1M) NIS+ サーバーの統計情報の報告
nisupdkeys(1M) NIS+ ディレクトリオブジェクトのパブリックキーの更新
rpc.nisd(1M) NIS+ サービスデーモン
rpc.nisd_resolv(1M) NIS+ サービスデーモン

NIS+ プログラミング API
_nis_map_group(3N) NIS+ グループの操作関数
db_add_entry(3N) NIS+ データベースアクセス関数
db_checkpoint(3N) NIS+ データベースアクセス関数
db_create_table(3N) NIS+ データベースアクセス関数
db_destroy_table(3N) NIS+ データベースアクセス関数
db_first_entry(3N) NIS+ データベースアクセス関数
db_free_result(3N) NIS+ データベースアクセス関数
db_initialize(3N) NIS+ データベースアクセス関数
db_list_entries(3N) NIS+ データベースアクセス関数
db_next_entry(3N) NIS+ データベースアクセス関数
db_remove_entry(3N) NIS+ データベースアクセス関数
db_reset_next_entry(3N) NIS+ データベースアクセス関数
db_standby(3N) NIS+ データベースアクセス関数
db_table_exists(3N) NIS+ データベースアクセス関数
db_unload_table(3N) NIS+ データベースアクセス関数
nis_add(3N) NIS+ ネーム空間関数
nis_add_entry(3N) NIS+ テーブル関数
nis_addmember(3N) NIS+ グループの操作関数
nis_checkpoint(3N) その他の NIS+ ログ管理関数
nis_clone_object(3N) NIS+ サブルーチン
nis_creategroup(3N) NIS+ グループの操作関数
nis_db(3N) NIS+ データベースアクセス関数
nis_destroy_object(3N) NIS+ サブルーチン
nis_destroygroup(3N) NIS+ グループの操作関数
nis_dir_cmp(3N) NIS+ サブルーチン
nis_domain_of (3N) NIS+ サブルーチン
nis_error(3N) NIS+ エラーメッセージの表示
nis_first_entry(3N) NIS+ テーブル関数
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nis_freenames(3N) NIS+ サブルーチン
nis_freeresult(3N) NIS+ ネーム空間関数
nis_freeservlist(3N) その他の NIS+ 関数
nis_freetags(3N) その他の NIS+ 関数
nis_getnames(3N) NIS+ サブルーチン
nis_getservlist(3N) その他の NIS+ 関数
nis_groups(3N) NIS+ グループの操作関数
nis_ismember(3N) NIS+ グループの操作関数
nis_leaf_of (3N) NIS+ サブルーチン
nis_lerror(3N) 一部の NIS+ エラーメッセージの表示
nis_list(3N) NIS+ テーブル関数
nis_local_directory(3N) NIS+ ローカル名
nis_local_group(3N) NIS+ ローカル名
nis_local_host(3N) NIS+ ローカル名
nis_local_names(3N) NIS+ ローカル名
nis_local_principal(3N) NIS+ ローカル名
nis_lookup(3N) NIS+ ネーム空間関数
nis_map_group(3N) NIS+ グループの操作関数
nis_mkdir(3N) その他の NIS+ 関数
nis_modify(3N) NIS+ ネーム空間関数
nis_modify_entry(3N) NIS+ テーブル関数
nis_name_of (3N) NIS+ サブルーチン
nis_names(3N) NIS+ ネーム空間関数
nis_next_entry(3N) NIS+ テーブル関数
nis_objects(3N) NIS+ オブジェクトのフォーマット
nis_perror(3N) NIS+ エラーメッセージの表示
nis_ping(3N) その他の NIS+ ログ管理関数
nis_print_group_entry(3N) NIS+ グループの操作関数
nis_print_object(3N) NIS+ サブルーチン
nis_remove(3N) NIS+ ネーム空間関数
nis_remove_entry(3N) NIS+ テーブル関数
nis_removemember(3N) NIS+ グループの操作関数
nis_rmdir(3N) その他の NIS+ 関数
nis_server(3N) その他の NIS+ 関数
nis_servstate(3N) その他の NIS+ 関数
nis_sperrno(3N) NIS+ エラーメッセージの表示
nis_sperror(3N) NIS+ エラーメッセージの表示
nis_sperror_r(3N) NIS+ エラーメッセージの表示
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nis_stats(3N) その他の NIS+ 関数
nis_subr(3N) NIS+ サブルーチン
nis_tables(3N) NIS+ テーブル関数
nis_verifygroup(3N) NIS+ グループの操作関数

NIS+ ファイルおよびディレクトリ
nisfiles(4) NIS+ データベースファイルおよびディレクトリ構造

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

著者
NIS+ は、Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

ファイル
<rpcsvc/nis_object.h> NIS+ オブジェクトのプロトコル記述が入っています。
<rpcsvc/nis.h> RPC 言語を使用して NIS+ プロトコルを定義しています。 NIS+ サービ

スのすべてのクライアントで導入する必要があります。

参照
nischown(1), nisdefaults(1), nismatch(1), nispasswd(1), newkey(1M), nisaddcred(1M), nisclient(1M), nis-

populate(1M), nisserver(1M), nis_add_entry(3N), nis_domain_of(3N), nis_getnames(3N), nis_groups(3N),

nis_leaf_of(3N), nis_list(3N), nis_local_directory(3N), nis_lookup(3N), nis_objects(3N)
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名称
niscat − NIS+ のテーブルおよびオブジェクトの表示

構文
niscat [ −AhLMv ] tablename . . .

niscat [ −ALMP ] −o name . . .

説明
最初の構文では、 niscat は tablename によって指定される NIS+ のテーブルの内容を表示します。 2 番目
の構文では、 name によって指定される NIS+ のオブジェクトの内部表現を表示します。

オプション
−A 指定したテーブル内のデータおよび最初のテーブルの連結パスにあるテーブル内のすべてのデータ

を表示します。

−h テーブルを表示する前にヘッダー行を表示します。このヘッダーは、‘#’ (ハッシュ) 文字の後に各カ
ラムの名前を付けて構成されます。このカラム名は、テーブル区切り文字で区切られます。

−L リンクをたどります。このオプションを指定したとき、 tablename または name の名前が LINK

型のオブジェクトの場合には、そのリンクをたどり、そのリンクによって指定されるオブジェクト
またはテーブルが表示されます。

−M マスターサーバーのみ。このオプションは、指定したデータのマスターサーバーに要求が送信され
ることを指定します。これによって、マスターサーバーの負荷が増加したり、NIS+ サーバーが更
新のために使用不能またはビジー状態になることが増える可能性を伴いますが、最新の情報が表示
されることが保証されます。

−P 連結パスをたどります。このオプションは、最初の検索に失敗した場合に、テーブルの連結パスを
たどって検索することを指定します。このオプションは、 name に対してインデックス付けされた
名前を使用し −o オプションを指定している場合にだけ有効です。

−v 2 進数データをそのまま表示します。このオプションは、標準出力上に 2 進数データを含むカラム
を表示します。このオプションを指定しないと、2 進数データは文字列 *BINARY* として表示さ
れます。

−o name 指定した NIS+ オブジェクトの内部表現を表示します。 name がインデックス付けされた名前 (

nismatch(1) を参照 ) の場合には、一致したエントリーオブジェクトがそれぞれ表示されます。こ
のオプションを使用すると、個々のカラムのアクセス権および他の属性を表示することができま
す。

注意
テーブル内のカラムに値がない場合、2つの連続する区切り記号によって、そのカラムを表します。
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例
次の例は、ホストテーブルの内容を表示します。

niscat −h host.org_dir

# cname name addr comment

client1 client1 129.144.201.100 Joe Smith

crunchy crunchy 129.144.201.44 Jane Smith

crunchy softy 129.144.201.44

ユーザーに十分なアクセス権がないフィールドについては、文字列 *NP* が表示されます。

次の例は、標準出力上に passwd.org_dir を表示します。

niscat passwd.org_dir

次の例は、テーブル frodo の内容およびその連結パスにあるすべてのテーブルの内容を表示します。

niscat −A frodo

次の例は、テーブル group.org_dir 内のエントリーを NIS+ のオブジェクトとして表示します (単一引用
符によって、大かっこがシェルから保護されていることに注意してください)。

niscat −o ’[ ]group.org_dir’

次の例は、 passwd.org_dir テーブルのテーブルオブジェクトを表示します。

niscat −o passwd.org_dir

上記の例は、passwd テーブルではなく passwd テーブルオブジェクトを表示します。このテーブルオブジェ
クトには、カラム数、カラムの型、検索可能または検索不能、区切り記号、アクセス権、その他のデフォルト
値などの情報が含まれています。

次の例は、アクセス権および複製情報などの情報を含む org_dir のディレクトリオブジェクトを表示しま
す。

niscat −o org_dir

多言語化対応
環境変数

NIS_PATH この変数が設定され、NIS+ テーブル名の完全修飾名でない場合は、テーブルが検出されるま
で、指定されている各ディレクトリが検索されます ( nisdefaults(1) を参照)。

戻り値
niscat は、正常終了すると 0 を戻し、異常終了すると 1 を戻します。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
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トします。

著者
niscat は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
nis+(1), nismatch(1), nistbladm(1), nisdefaults(1), nis_objects(3N), nis_tables(3N).
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名称
nischgrp − NIS+ のオブジェクトのグループ所有者の変更

構文
nischgrp [ −AfLP ] group name . . .

説明
nischgrp は、 name で指定した NIS+ のオブジェクトまたはエントリーのグループ所有者を指定した
NIS+ group に変更します。エントリーは、インデックス付けされた名前 ( nismatch(1) を参照 ) を使って指定
します。 group が NIS+ グループ名の完全修飾名でない場合は、ディレクトリ検索パスを使って決定されます
( nisdefaults(1) を参照 )。

オブジェクトのグループ所有者を変更する際の唯一の制限事項は、そのオブジェクトに対する修正パーミッ
ションが必要であることです。

マスターの NIS+ サーバーが稼働していない場合には、このコマンドは異常終了します。

オプション
−A 連結パスにある、 name で指定した検索基準に一致するすべてのテーブル内のエントリーをすべて修

正します。このオプションは、必ず −P スイッチを伴います。

−f 処理を強制的に行って、成功しない場合には、何も表示しないで異常終了します。

−L リンクをたどり、リンクそのもののグループ所有者ではなく、リンクされるオブジェクトまたはエン
トリーのグループ所有者を変更します。

−P 指定したテーブルの連結パスをたどります。 name がインデックス付けされた名前であるか、あるい
は、 −L スイッチも指定されていて指定したオブジェクトがエントリーを示すリンクであるかのどち
らかの場合にだけ、このオプションには意味があります。

注意
NIS+ サーバーは、修正を実行する前にグループ名の正当性を検査します。

例
次の例は、それぞれ、オブジェクトのグループ所有者を別のドメイン内のグループに、ローカルドメイン内の
グループに変更します。

nischgrp newgroup.remote.domain. object

nischgrp my-buds object

次の例は、パスワードエントリーのグループ所有者を変更します。

nischgrp admins ’[uid=99],passwd.org_dir’

上記の例では、 admins は同一ドメイン内の NIS+ のグループです。

次の例は、リンクによって示されるオブジェクトまたはエントリーのグループ所有者、および hobbies テー
ブル内のすべてのエントリーのグループ所有者を変更します。
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nischgrp −L my-buds linkname

nischgrp my-buds ’[],hobbies’

多言語化対応
環境変数

NIS_PATH この変数が設定され、NIS+ 名の完全修飾名でない場合には、オブジェクトが検出されるま
で、指定されている各ディレクトリが検索されます ( nisdefaults(1) を参照してください )。

戻り値
nischgrp は、正常終了すると 0 を戻し、異常終了すると 1 を戻します。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

著者
nischgrp は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
nis+(1), nischmod(1), nischown(1), nisdefaults(1), nisgrpadm(1), nis_objects(3N).
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名称
nischmod − NIS+ のオブジェクトに関するアクセス権の変更

構文
nischmod [ −AfLP ] mode name . . .

説明
nischmod は、 name で指定した NIS+ オブジェクトまたはエントリーのアクセス権 (モード) を mode に変
更します。エントリーは、インデックス付けされた名前 ( nismatch(1) を参照 ) を使って指定します。オブ
ジェクトへの修正アクセスのある主体だけが、このモードを変更することができます。

mode は、次の形式で指定します。

rights [,rights ] . . .

rights は、次の形式で指定します。

[ who ] op permission [ op permission ] . . .

who には、以下を組み合わせて指定します。

n パーミッションなし
o 所有者のパーミッション
g グループのパーミッション
w 一般ユーザーのパーミッション
a 全ユーザー、つまり owg

who を省略した場合、デフォルト値は a となります。

op には、次のどれか 1つを指定します。

+ permission を与える
− permission を取り消す
= 明示的にパーミッションを設定する

permission には、次の任意の組み合わせを指定します。

r 読み取り
m 修正
c 作成
d 消去

オプション
−A 連結パス内にある、 name で指定した検索基準に一致するすべてのテーブル内のエントリーをすべて

修正します。このオプションは、必ず −P スイッチを伴います。

−f 処理を強制的に行って、成功しない場合には、何も表示しないで異常終了します。
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−L リンクをたどり、リンクそのもののパーミッションではなく、リンクされるオブジェクトまたはエン
トリーのパーミッションを変更します。

−P 指定したテーブル内の連結パスをたどります。 name がインデックス付けされた名前であるか、ある
いは、 −L スイッチも指定されていて指定したオブジェクトがエントリーを示すリンクであるかのど
ちらかの場合にだけ、このオプションは適用可能です。

注意
chmod システムコマンドとは異なり、このコマンドには 8 進数表記で指定することはできません。

例
次の例は、すべてのユーザーにオブジェクトへの読み取りアクセス (つまり、所有者、グループ、全ユーザー
のアクセス) を与えます。

nischmod a+r object

次の例は、 group および認証されていないクライアント( nobody )への作成権限および修正権限を拒否しま
す。

nischmod gn−cm object

次の例は、パーミッションの複雑なセットをオブジェクトに設定します。

nischmod o=rmcd,g=rm,w=rc,n=r object

次の例は、パスワードテーブル内のエントリーのパーミッションを設定して、グループ所有者がそれらを修正
できるようにします。

nischmod g+m ’[uid=55],passwd.org_dir’

次の例は、リンクされたオブジェクトのパーミッションを変更します。

nischmod −L w+mr linkname

多言語化対応
環境変数

NIS_PATH この変数が設定され、NIS+ 名の完全修飾名でない場合は、オブジェクトが検出されるまで、
指定されている各ディレクトリが検索されます ( nisdefaults(1) を参照してください )。

戻り値
nischmod は、正常終了すると 0 を戻し、異常終了すると 1 を戻します。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。
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著者
nischmod は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
chmod(1), nis+(1), nischgrp(1), nischown(1), nisdefaults(1), nis_objects(3N).
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名称
nischown − NIS+ のオブジェクトの所有者の変更

構文
nischown [ −AfLP ] owner name . . .

説明
nischown は、 name で指定し NIS+ のオブジェクトまたはエントリーの所有者を owner に変更します。エ
ントリーは、インデックス付けされた名前 ( nismatch(1) を参照 ) を使用して指定します。 owner が NIS+ の
主体名の完全修飾名 ( nisaddcred(1M) を参照 ) でない場合は、デフォルトのドメイン ( nisdefaults(1) を参
照) が追加されます。

オブジェクトの所有者を変更する際の唯一の制限事項は、そのオブジェクトに対する修正パーミッションが必
要であることです。注記 : あるオブジェクトの現在の所有者であるユーザーがその所有権を変更した場合、新
しいオブジェクトに対する修正アクセス権がなければ、所有権を取り戻すことはできません。

マスターの NIS+ サーバーが稼働していない場合には、このコマンドは異常終了します。

オプション
−A 連結パス内にある、 name で指定した検索基準に一致するすべてのテーブル内のエントリーをすべて

修正します。このオプションは、必ず −P スイッチを伴います。

−f 処理を強制的に行って、成功しない場合には、何も表示しないで異常終了します。

−L リンクをたどり、リンクそのものの所有者ではなく、リンクされるオブジェクトまたはエントリーの
所有者を変更します。

−P 指定したテーブル内の連結パスをたどります。 name がインデックス付けされた名前であるか、ある
いは、 −L スイッチも指定されていて指定したオブジェクトがエントリーを示すリンクであるかのど
ちらかの場合にだけ、このオプションには意味があります。

注意
NIS+ サーバーは、修正を実行する前に名前の正当性を検査します。

例
次の例は、それぞれ、オブジェクトの所有者を別のドメイン内の主体に、ローカルドメイン内の主体に変更し
ます。

nischown bob.remote.domain. object

nischown skippy object

次の例は、passwd テーブルのエントリーの所有者を変更します。

nischown bob.remote.domain. ’[uid=99],passwd.org_dir’

次の例は、リンクによって示されるオブジェクトまたはエントリーを変更します。

nischown −L skippy linkname
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多言語化対応
環境変数

NIS_PATH この変数が設定され、NIS+ 名の完全修飾名でない場合には、オブジェクトが検出されるま
で、指定されている各ディレクトリが検索されます ( nisdefaults(1) を参照してください )。

戻り値
nischown は、正常終了すると 0 を戻し、異常終了すると 1 を戻します。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

著者
nischown は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
nis+(1), nischgrp(1), nischmod(1), nischttl(1), nisdefaults(1), nisaddcred(1M), nis_objects(3N).
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名称
nischttl − NIS+ のオブジェクトの有効期間の値の変更

構文
nischttl [ −AfLP ] time name . . .

説明
nischttl は、 name で指定した NIS+ のオブジェクトまたはエントリーの有効期間の値( ttl )を指定した
time に変更します。エントリーは、インデックス付けされた名前 ( nismatch(1) を参照 ) を使用して指定しま
す。

有効期間の値は、オブジェクトキャッシュによって、それぞれのキャッシュ内のオブジェクトを満了するため
に使用されます。オブジェクトをキャッシュに読み込む際に、この値が現在の時刻に加算されて、キャッシュ
されるオブジェクトが満了時の時刻を秒数で示します。現在の時刻が計算された満了時刻よりも前であるかぎ
り、そのオブジェクトをキャッシュから戻すことができます。満了時刻に達すると、そのオブジェクトは
キャッシュから消去されます。

有効期間 time は、秒数フォーマット、または、日、時、分、秒フォーマットで指定することができます。後
者のフォーマットでは、 d 、 h 、 m または s という接尾辞を使用して、時間の単位を示します。使用方法
については、後述の例を参照してください。

マスターの NIS+ サーバーが稼働していない場合には、このコマンドは異常終了します。

オプション
−A 連結パス内にある、 name で指定した検索基準に一致するテーブルをすべて修正します。このオプ

ションは、必ず −P スイッチを伴います。

−f 処理を強制的に行って、成功しない場合には、何も表示しないで異常終了します。

−L リンクをたどり、リンクそのものの有効期間ではなく、リンクされるオブジェクトまたはエントリー
の有効期間を変更します。

−P 指定したテーブル内の連結パスをたどります。 name がインデックス付けされた名前であるか、ある
いは、 −L スイッチも指定されていて指定したオブジェクトがエントリーを示すリンクであるかのど
ちらかの場合にだけ、このオプションは意味があります。

注意
ttl に大きな値を設定すると、オブジェクトをキャッシュ内により長い時間常駐させておくことができるの
で、効率を向上させることができます。ただし、オブジェクトが変化すると、最悪の場合、その変化がすべて
のクライアントに表示されるまでに、この属性に設定した秒数だけかかります。 ttl の値を 0 と設定する
と、そのオブジェクトはまったくキャッシュ内に読み込まれないことを意味します。

ttl として、大きな値は 1 週間で、小さな値は 1 分未満です。パスワードエントリーの ttl の値はおよそ
12 時間 (パスワードの変更を一日ごとに簡単に許可する) にして、RPC テーブル内のエントリーの ttl の値
は数週間 (この情報は実際に変更されない) にすることができます。
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この処理系では、ディレクトリオブジェクトおよびグループオブジェクトだけがキャッシュ内に読み込まれま
す。

例
次の例は、それぞれ、秒フォーマットおよび日、時、分、秒フォーマットを使用して、オブジェクトの ttl

を変更します (2 番目のオブジェクトの ttl は、1 日と 12 時間に設定されます )。

nischttl 184000 object

nischttl 1d12h object

次の例は、パスワードエントリーの ttl を変更します。

nischttl 1h30m ’[uid=99],passwd.org_dir’

次の例は、リンクによって示されるオブジェクトまたはエントリーの ttl 、および hobbies テーブル内の
すべてのエントリーの ttl を変更します。

nischttl −L 12h linkname

nischttl 3600 ’[],hobbies’

多言語化対応
環境変数

NIS_PATH この変数が設定され、NIS+ 名の完全修飾名でない場合は、オブジェクトが検出されるまで、
指定されている各ディレクトリが検索されます ( nisdefaults(1) を参照してください )。

戻り値
nischttl は、正常終了すると 0 を戻し、異常終了すると 1 を戻します。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

著者
nischttl は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
nis+(1), nischgrp(1), nischmod(1), nischown(1), nisdefaults(1), nis_objects(3N).
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名称
nisdefaults − NIS+ のデフォルト値の表示

構文
nisdefaults [ −adghprstv ]

説明
nisdefaults は、NIS+ のローカルな名前の関数の呼び出し ( nis_local_names(3N) を参照 ) によって戻さ
れるデフォルト値をプリントします。オプションを指定しないと、すべてのデフォルト値が詳細フォーマット
でプリントされます。オプションを指定すると、該当するオプションだけがシェルスクリプトに適した簡略
フォーマットで表示されます。後述の例を参照してください。

オプション
−a すべてのデフォルト値を簡略フォーマットでプリントします。

−d デフォルトのドメイン名をプリントします。

−g デフォルトのグループ名をプリントします。

−h デフォルトのホスト名をプリントします。

−p デフォルトの主体名をプリントします。

−r 作成される新しいオブジェクトのデフォルトのアクセス権をプリントします。

−s デフォルトのディレクトリ検索パスをプリントします。

−t デフォルトの有効期間の値をプリントします。

−v デフォルト値を詳細フォーマットでプリントします。これは、出力への識別文字列を準備します。

例
次の例は、ドメイン foo.bar 内のマシン example 上のルートのプロセスの NIS+ のデフォルト値をプリン
トします。

example# nisdefaults

Principal Name : example.foo.bar.

Domain Name : foo.bar.

Host Name : example.foo.bar.

Group Name :

Access Rights : −−−−rmcdr− − −r − − −

Time to live : 12:00:00

Search Path : foo.bar.

シェルスクリプト内の変数をデフォルトのドメインと設定するには、次のように指定します。

DOMAIN=‘nisdefaults −d‘

次の例は、デフォルトの有効期間の値を詳細フォーマットでプリントします。
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nisdefaults −tv

Time to live : 12:00:00

次の例は、デフォルトの有効期間の値を簡略フォーマットでプリントします。

nisdefaults −t

43200

多言語化対応
環境変数

以下の多数の環境変数は、処理に関連するデフォルト値に影響を与えます。

NIS_DEFAULTS この変数には、NIS+ の標準的なデフォルト値を書き換えるデフォルトの文字列が含まれ
ています。デフォルトの文字列は、コロンで区切られたトークンの並びです。これらの
トークンは、一般的なオブジェクト特性に使用されるデフォルト値を表します。すべての
正しいトークンを以下に示します。

ttl=time

このトークンは、このコマンドによって作成されるオブジェクトのデフォルトの
有効期間を設定します。値 time は、 nischttl コマンドで定義されるフォー
マットで指定します ( nischttl(1) を参照してください )。デフォルト値は 12 時間
です。

owner=ownername

このトークンは、NIS+ の主体 ownername が作成されるオブジェクトを所有する
ことを指定します。このデフォルト値は、コマンドを実行した主体になります。

group=groupname

このトークンは、グループ groupname が作成されるオブジェクトのグループ所有
者であることを指定します。デフォルト値は NULL です。

access=rights

このトークンは、指定したオブジェクトに対して与えられるアクセス権のセット
を指定します。値 rights は、 nischmod コマンドで定義されるフォーマットで
指定します ( nischmod(1) を参照してください )。デフォルト値は、
−−−−rmcdr − − −r − − − です。

NIS_GROUP この変数には、ローカルの NIS+ のグループの名前が入ります。このグループ名が完全修
飾名でない場合は、デフォルトのドメインが追加されます。

NIS_PATH この変数は、デフォルトの NIS+ ディレクトリ検索パスを書き換えます。この変数に
は、 ’:’ (コロン) 文字で区切られた順番に並べられたディレクトリのリストが入っていま
す。 ’$’ (ドル記号) 文字は、特別に扱われます。 ’$’ で終わるディレクトリ名には、デフォ
ルトのドメインが追加され、 ’$’ がデフォルトのドメインと最低でも 2 レベルの深さのグ
ローバルルートの間のディレクトリリストによって置き換えられます。デフォルトの
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NIS+ のディレクトリ検索パスは、’$’ です。

詳細は、 nis+(1) の名前の展開の項を参照してください。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

著者
nisdefaults は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
nis+(1), nis_local_names(3N).
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名称
niserror − NIS+ のエラーメッセージの表示

構文
niserror error-num

説明
niserror は、ステータス値 error-num に該当する NIS+ のエラーを標準出力にプリントします。これは、
NIS+ のエラー番号をテキストメッセージに変換するためにシェルスクリプトによって使用されます。

例
次の例は、エラー番号 20 に該当するエラーをプリントします。

niserror 20

Not Found, no such name

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

著者
niserror は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
nis+(1), nis_error(3N).
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名称
nisgrpadm − NIS+ のグループ管理コマンド

構文
nisgrpadm −a| −r| −t ] [ −s ] group principal. . .

nisgrpadm −c| −d| −l [ −M ] [ −s ] group

説明
nisgrpadm は NIS+ のグループを管理するために使用されます。このコマンドは、グループおよびグループ
のメンバーリストの両方を管理します。 nisgrpadm は、NIS+ のグループを作成、消去、および一覧表示す
ることができます。 nisgrpadm を使用して、グループのメンバーリストを管理することができます。このコ
マンドは、主体をグループに加えたりグループから削除したり、あるいは、主体がグループ内のメンバーであ
るかどうかをテストすることができます。

NIS+ のグループの名前は、NIS+ のオブジェクトの名前と構文上似ていますが、個別のネーム空間を占有し
ます。 "a.b.c.d." というグループは、"a.groups_dir.b.c.d." という名前の NIS+ のグループオブジェクトによっ
て表現されます。つまり、ここで説明する機能には、すべて、対応するグループオブジェクトの名前ではなく
グループの名前を使用します。

次の 3種類のグループメンバーがあります。

• 明示メンバーは、"wickedwitch.west.oz" のように、単に、NIS+ の主体名です。

• 暗黙 ("ドメイン ") メンバーは、"*.west.oz." と表され、指定したドメイン内のすべての主体がこのメン
バーに所属することを意味します。これ以外のワイルドカードの形式は許可されていません。つま
り、"wickedwitch.*.oz." は誤りです。同様に "wickedwitch.west.*." も誤りです。指定したドメインのサブ
ドメイン内の主体は含まれないことに注意してください。

• 再帰 ("グループ ") メンバーは、"@cowards.oz."として表され、別のグループを参照します。つまり、その
グループに所属するすべての主体がこのメンバーに所属するものとみなされます。

すべてのメンバーは、前にマイナス記号 (’−’) を付けることによって、 否定することができます。したがっ
て、グループには、明示、暗黙、再帰、明示否定、暗黙否定、および再帰否定メンバーを含めることができま
す。

主体があるグループの最低でも 1つの否定でないグループメンバーに属し、その上、否定グループメンバーに
属している場合には、そのグループに属しているとみなされます。

オプション
−a NIS+ の主体のリストを指定した group に追加します。主体名は完全修飾名でなければなりません。

−c group を NIS+ のネーム空間に作成します。 NIS+ のグループ名は完全修飾名でなければなりませ
ん。

−d group をネーム空間から消去 (削除) します。
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−l 指定した group のメンバーリストを表示します ( −M を参照してください )。

−M マスターサーバーのみ。検索結果を指定したデータのマスターサーバーに送ります。これによって、
マスターサーバーの負荷が増加したり、NIS+ サーバーがビジー状態になる可能性を伴いますが、最新
の情報が表示されることが保証されます。 −M フラグは、 −l フラグを指定した場合にだけ適用可能
であることに注意してください。

−r 指定した主体のリストを group から削除します。主体名は完全修飾名でなければなりません。

−s メッセージを発行しないで処理を行います。結果は、コマンドの終了ステータスを使用して戻されま
す。 niserror(1) コマンドを使用すると、このステータスをテキスト文字列に変更することができま
す。

−t 指定した主体が group 内のメンバーであるかどうかを表示します。

注意
グループは作成 以外のすべての処理で短縮名を指定できるのに対して、主体名は完全修飾名で 指定しなけれ
ばなりません

例
グループの管理

次の例は、 foo.com. ドメイン内にグループを作成します。

nisgrpadm -c my_buds.foo.com.

次の例は、現在のドメインからグループを削除します。

nisgrpadm -d freds_group

メンバーの管理
次の例は、 bob および betty という 2 人の主体をグループ my_buds.foo.com に追加します。

nisgrpadm -a my_buds.foo.com. bob.bar.com. betty.foo.com.

次の例は、 betty を freds_group から削除します。

nisgrpadm -r freds_group betty.foo.com.

多言語化対応
環境変数

NIS_PATH この変数が設定され、NIS+ グループ名の完全修飾名でない場合は、グループが検出されるま
で、指定されている各ディレクトリが検索されます ( nisdefaults(1) を参照してください )。

診断
NIS_SUCCESS 正常終了すると、このコマンドは 0 という終了ステータスを戻します。

NIS_PERMISSION グループを変更するために必要なアクセス権がない場合に、このコマンドはこのエラーを
戻します。
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NIS_NOTFOUND これは、グループが存在しない場合に戻されます。

NIS_TRYAGAIN このエラーは、グループのドメイン用のサーバーが現在チェックポイントを実行中である
場合、または、読み取り専用状態である場合に戻されます。このコマンドは、後日、再試
行する必要があります。

NIS_MODERROR このエラーは、このコマンドの実行中にグループが別の誰かによって修正された場合に戻
されます。このコマンドを再発行します。そのグループのメンバーリストを再チェックす
るかどうかは任意です。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

著者
nisgrpadm は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
nis+(1), nischgrp(1), nisdefaults(1), niserror(1), nis_groups(3N).
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名称
nisln − NIS+ オブジェクトのシンボリックリンク

構文
nisln [ −L ] [ −D defaults ] name linkname

説明
nisln コマンドは、 name という名前の NIS+ オブジェクトを NIS+ の名称 linkname にリンクします。
name がインデックス付けされた名前 ( nismatch(1) を参照 ) の場合には、このリンクは NIS+ テーブル内の
エントリーを示します。ネームサービス内の情報を検索したいクライアントは、 FOLLOW_LINKS フラグを使
用すると、クライアントライブラリは強制的にそのリンクが示す名前までリンクをたどります。さらに、すべ
ての NIS+ の管理コマンドで、リンクをたどることを指示する −L スイッチを指定することができます (

FOLLOW_LINKS フラグについての詳細は、 nis_names(3N) を参照してください )。

オプション
−L このオプションを指定した場合、このコマンドがリンクをたどることを指定します。 name

そのものがリンクである場合には、このコマンドはその名前が示すリンクされたオブジェクト
をたどります。この新しいリンクは、 name ではなくそのリンクされたオブジェクトを示し
ます。

−D defaults リンクオブジェクトの作成に別のデフォルト値のセットを使用するように指定します。
defaults 文字列には、コロンで区切ったトークンの並びを指定します。これらのトークン
は、一般的なオブジェクト特性に使用するデフォルト値を表します。すべての正しいトークン
を以下に示します。

ttl=time このトークンは、このコマンドによって作成されるオブジェクトのデフォル
トの有効期間を設定します。値 time は、 nischttl(1) コマンドで定義される
フォーマットで指定します。デフォルト値は 12 時間です。

owner=ownername

このトークンは、NIS+ の主体 ownername が作成されたオブジェクトを所
有することを指定します。このデフォルト値は、コマンドを実行した主体に
なります。

group=groupname

このトークンは、グループ groupname が作成されるオブジェクトのグルー
プ所有者であることを指定します。デフォルト値は NULL です。

access=rights このトークンは、指定したオブジェクトに対して与えられるアクセス権の
セットを指定します。値 rights は、 nischmod(1) コマンドで定義される
フォーマットで指定します。デフォルト値は、 −−−−rmcdr − − −r − − − で
す。
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注意
nisln は、リンクを作成する際に、リンクされるオブジェクトが存在することを確認します。作成後、リン
クされたオブジェクトが削除されたり置き換えられたりしても、そのリンクは影響を受けません。リンクが正
しくなくなり、そのリンクをたどろうとした時点で、このリンクはクライアントに NIS_LINKNAMEERROR を
戻します。テーブル内のパス属性が別のテーブルではなくリンクを指定する場合には、フラグ FOL-

LOW_LINKS が nis_list ( )  ( nis_tables(3N) を参照) への呼び出しで指定されていればそのリンクをたど
り、このフラグが指定されていないとそのリンクは無視されます。このフラグが指定されていてリンクが既に
正しくない場合には、システムログに警告が送られ、リンクは無視されます。

例
次の例は、オブジェクト hosts.bar.com を示す hosts という名前のリンクをドメイン foo.com. 内に
作成します。

nisln hosts.bar.com. hosts.foo.com.

次の例は、 eng.sun.com. 内にホストテーブル内のエントリーを示すリンク example.sun.com. を作成します。

nisln ’[name=example],hosts.eng.sun.com.’ example.sun.com:

多言語化対応
環境変数

NIS_PATH この変数が設定され、NIS+ の完全修飾名でない場合は、オブジェクトが検出されるまで、各
ディレクトリが検索されます ( nisdefaults(1) を参照してください )。

戻り値
nisln は、正常終了すると 0 を戻し、異常終了すると 1 を戻します。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

著者
nisln は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
nisdefaults(1), nismatch(1), nisrm(1), nistbladm(1), nis_names(3N), nis_tables(3N).
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名称
nisls − NIS+ のディレクトリの内容の表示

構文
nisls [ −dglLmMR ] [ name . . .  ]

説明
name が NIS+ ディレクトリの場合は、 nisls はそれぞれのディレクトリの内容をリストします。 name が
ディレクトリ以外の NIS+ オブジェクトの場合は、 nisls はその名前をエコーするだけです。 name を指定
しないと、検索パス内の最初のディレクトリ ( nisdefaults(1) を参照 ) がリストされます。

オプション
−d NIS+ のディレクトリを他の NIS+ のオブジェクトと同様に扱い、それぞれの内容のリストを行いませ

ん。

−g 詳細フォーマットでリストする際に、所有者の代わりにグループ所有者を表示します。

−l 詳細フォーマットでリストします。このオプションは、オブジェクトについて、それぞれの型、作成
時刻、所有者、およびアクセス権などの追加情報を表示します。

アクセス権は、詳細フォーマットで、認証されていないすべてのクライアント (nobody)、オブジェク
トの所有者、オブジェクトのグループ所有者、認証されたすべてのクライアント (world) の順序でリ
ストされます。

−L このオプションは、リンクをたどることを指定します。実際に name がリンクを示す場合には、その
リンクされるオブジェクトをたどります。

−m 詳細フォーマットでリストする際に、作成時刻の代わりに修正時刻を表示します。

−M マスターのみ。これは、指定したオブジェクトのマスターサーバーから情報が戻されることを指定し
ます。これによって、マスターサーバーがビジー状態であったり、この処理によってビジー状態にな
る可能性を伴いますが、最新の情報が表示されることが保証されます。

−R ディレクトリを繰り返してリストします。このオプションは、それぞれの name をリストする処理中
に検出された各サブディレクトリのリストを繰り返します。

多言語化対応
環境変数

NIS_PATH この変数が設定され、NIS+ の完全修飾名でない場合には、オブジェクトが検出されるまで、
各ディレクトリが検索されます ( nisdefaults(1) を参照してください )。

戻り値
nisls は、正常終了すると 0 を戻し、異常終了すると 1 を戻します。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。
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NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

著者
nisls は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
nisdefaults(1), nisgrpadm(1), nismatch(1), nistbladm(1), nis_objects(3N).
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名称
nismatch, nisgrep − NIS+ テーブルの検索ユーティリティ

構文
nismatch [ −AchMoPv ] key tablename

nismatch [ −AchMoPv ] colname=key. . . tablename

nismatch [ −AchMoPv ] indexedname

nisgrep [ −AchMov ] keypat tablename

nisgrep [ −AchMov ] colname=keypat. . . tablename

説明
nismatch および nisgrep を使用すると、NIS+ テーブルを検索することができます。コマンド nisgrep

は、単なる文字の一致ではなく検索基準に対して正規表現を keypat に指定できるという点で nismatch コマ
ンドとは異なります。

nisgrep はコールバック機能を使用するので、テーブルの作成時に特別に検索可能にしたカラムだけの検索
に制限されることはありません。このことによって、 nisgrep は nismatch よりも柔軟に使用できます
が、処理速度は遅くなります。

nismatch では、サーバーが検索を行うのに対して、 nisgrep では、サーバーが読み取り可能なエント
リーを戻した後、クライアントがパターンマッチングを実行します。

どちらのコマンドでも、パラメータ tablename には検索されるテーブルの NIS+ の名前を指定します。カラ
ム名を指定しないで 1つのキーまたはキーパターンだけを指定すると、最初のカラムがその検索の対象になり
ます。 colname=key 構文を使用すると、特定の指定したカラムを検索することができます。複数のカラムを
検索すると、すべてのカラムで一致するエントリーだけが戻されます。これは、論理積演算と同じです。

nismatch には、 indexedname という検索基準の追加形式を指定することができます。これは、次の形式の
NIS+ のインデックス付けされた名前です。

[ colname=value, ... ],tablename

オプション
−A すべてのデータ。指定したテーブル内のデータおよび最初のテーブルの連結パスのテーブル内のすべ

てのデータを戻します。

−c 検索基準に一致したエントリーの数だけをプリントします。

−h 一致したエントリーの前にテーブルのカラムの名前を含むヘッダー行を表示します。

−M マスターサーバーのみ。検索結果を指定したデータのマスターサーバーに送信します。これによっ
て、マスターサーバーがビジー状態になる可能性がありますが、最新の情報が表示されることが保証
されます。
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−o 一致した NIS+ のオブジェクトの内部表現を表示します。

−P 連結パスをたどります。最初の検索が失敗した場合に、テーブルの連結パスをたどって検索すること
を指定します。

−v 詳細モード。一致したエントリーを表示する際に 2 進数データの出力を禁止しないでください。この
オプションをを指定しないと、2 進数データは文字列 *BINARY* として表示されます。

戻り値
0 いくつかのエントリーの一致に成功した場合

1 テーブルの検索には成功したが、一致するエントリーが見つからなかった場合

2 エラー状態が発生した場合エラーメッセージもプリントされます。

例
次の例は、 zotz.com. ドメイン内の org_dir サブディレクトリにある passwd という名前のテーブル
を検索します。この例は、 skippy というユーザー名を持つエントリーを戻します。この例では、すべての
作業がサーバー上で行われます。

nismatch name=skippy passwd.org_dir.zotz.com.

次の例は、 passwd という名前のテーブル内にある、 ksh(1) または csh(1) のどちらかを使用しているすべて
のユーザーを検索するために nisgrep を使用することを除けば、上記の例と同じです。

nisgrep ’shell=[ck]sh’ passwd.org_dir.zotz.com.

多言語化対応
環境変数

NIS_PATH この変数が設定され、NIS+ の完全修飾名でない場合には、テーブルが検出されるまで、各
ディレクトリが検索されます ( nisdefaults(1) を参照してください )。

診断
No memory

検索のためのメモリーの割り当てに失敗しました。

tablename is not a table

tablename という名前のオブジェクトはテーブルオブジェクトではありません。

Can’t compile regular expression

keypat 内の正規表現の形式が誤りです。

column not found: colname"

colname という名前のカラムは tablename という名前のテーブル内に存在しません。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
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トします。

著者
nismatch および nisgrep は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
niscat(1), nisdefaults(1), nisls(1), nistbladm(1), nis_objects(3N).
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名称
nismkdir − NIS+ のディレクトリの作成

構文
nismkdir [ −D defaults ] [ −m hostname | −s hostname ] dirname

説明
nismkdir コマンドは、新しい NIS+ サブディレクトリを既存のドメイン内に作成します。このコマンドを
使用すると、複写されたディレクトリを作成することもできます。オプションを指定しないと、このコマンド
は、親ディレクトリと同じマスターおよび複製を持つサブディレクトリを作成します。

org_dir および groups_dir サブディレクトリとともに指定したディレクトリで構成される NIS+ ドメイ
ンを作成するには、 nisserver(1M) を使用することをお勧めします。

ディレクトリを作成する際に制御される 2つの主要な点は、アクセス権およびレプリケーションの度合いで
す。

dirname には、作成するディレクトリの NIS+ の完全修飾名を指定します。

オプション
−D defaults 新しいディレクトリを作成する際に、別のデフォルト値のセットを使用するように指定しま

す。
defaults 文字列には、コロンで区切ったトークンの並びを指定します。これらのトークン
は、一般的なオブジェクト特性に使用するデフォルト値を表します。すべての正しいトークン
を以下に示します。

ttl=time

このトークンは、このコマンドによって作成されるオブジェクトのデフォルトの有効
期間を設定します。値 time は、 nischttl(1) コマンドで定義されるフォーマットで指
定します。デフォルト値は 12h (12 時間 ) です。

owner=ownername

このトークンは、NIS+ の主体 ownername が作成されたオブジェクトを所有するこ
とを指定します。このデフォルト値は、コマンドを実行した主体になります。

group=groupname

このトークンは、グループ groupname が作成されるオブジェクトのグループ所有者
であることを指定します。デフォルト値は NULL です。

access=rights

このトークンは、指定したオブジェクトに対して与えられるアクセス権のセットを指
定します。値 rights は、 nischmod(1) コマンドで定義されるフォーマットで指定し
ます。デフォルト値は、 −−−−rmcdr − − −r − − − です。

−m hostname dirname で指定したディレクトリが存在しない場合、複写されたのではない新しいディレク
トリが、そのマスターサーバーとしてホスト hostname とともに作成されます。
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dirname で指定したディレクトリが存在する場合には、 hostname で指定したホストはその
マスターサーバーになります。

−s hostname ホスト hostname が dirname という名前の既存のディレクトリの複製になることを指定しま
す。

戻り値
このコマンドは、正常終了すると 0 を戻し、それ以外の場合は 1 を戻します。

注意
NIS+ ディレクトリを処理するホストは、処理を行っているクライアントの上にあるディレクトリ内の NIS+

クライアントでなければなりません。この規則の例外は、同じ NIS+ ディレクトリのクライアントおよびサー
バーの両方であるルートの NIS+ のサーバーです。

ホストのデフォルトのドメインがこのコマンドを実行するクライアントのデフォルトのドメインと異なる場合
には、 −s または −m オプションへの引き数として指定するホスト名は完全修飾名でなければなりません。

例
次の例は、 foo.com. ドメインの下に、 foo.com. と同じマスターと複製を共有する新しいディレクト
リ bar を作成します。

nismkdir bar.foo.com.

次の例は、 foo.com. ドメインの下に、複写されたものではない新しいディレクトリ bar.foo.com. を作成
します。

nismkdir −m myhost.foo.com. bar.foo.com.

次の例は、 bar.foo.com. ディレクトリの複製サーバーを追加します。

nismkdir −s replica.foo.com. bar.foo.com.

多言語化対応
環境変数

NIS_DEFAULTS この変数には、 NIS+ の標準的なデフォルト値を上書きするデフォルトの文字列が入って
います。 −D スイッチが使用されている場合には、これらの値は NIS_DEFAULTS 変数お
よび標準的なデフォルト値を両方とも上書きします。

NIS_PATH この変数が設定され、NIS+ の完全修飾名でない場合には、ディレクトリが検出されるま
で、各ディレクトリが検索されます ( nisdefaults(1) を参照してください )。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。
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著者
nismkdir は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
nis+(1), nischmod(1), nisdefaults(1), nisls(1), nisrmdir(1), nisserver(1M).
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名称
nispasswd − NIS+ のパスワード情報の変更

構文
nispasswd [ −ghs ] [ −D domainname ] [ username ]

nispasswd −a

nispasswd −D domainname ] [ −d [ username ] ]

nispasswd [ −l ] [ −f ] [ −n min ] [ −x max ] [ −w warn ] [ −D domainname ] username

説明
nispasswd は、NIS+ パスワードテーブル内の、username (デフォルトの場合は実行するユーザー) に関連
するパスワード、gecos (finger)フィールド (−g オプション)、ホームディレクトリ (−h オプション)、また
は、ログインシェル (−s オプション) を変更します。

さらに、適切な権限のあるユーザーがこのコマンドを実行すると、指定したユーザーのエージング情報を表示
したり修正したりできます。

nispasswd は、Secure RPC を使用して NIS+ サーバーと通信するので、通信媒体上で暗号化されていない
パスワードを送信することはありません。

nispasswd は、/etc/passwd ファイル内に保存されているローカルのパスワード情報の読み取りおよび修
正は行いません。

nispasswd を用いてパスワードを変更する場合、権限のないユーザーには以前のパスワードの入力が要求さ
れます。その後、タイプミスを防ぐために新しいパスワードを 2 度入力要求します。以前のパスワードが入力
されると、nispasswd は実際のパスワードと比較します。一致しない場合には、nispasswd は終了しま
す。getpwent(3C) を参照してください。

この以前のパスワードは、ユーザー名のシークレットキーを暗号化するために使用されます。このパスワード
がシークレットキーを暗号化できない場合には、nispasswd は以前のSecure RPC パスワードの入力を要求
します。nispasswd は、このパスワードを使用して、シークレットキーを暗号化します。これが失敗した場
合は、ユーザーにもう一度チャンスが与えられます。新しいパスワードは以前のパスワードに比べ、少なくと
も 3 文字変更を加えてください。この確認にも以前のパスワードは使用されます。新しいパスワードに対し
エージングの検査が終了すると、以下に説明する構成条件の検査が行われます。新しいパスワードを 2 度入力
すると、これらは比較されます。この 2つが同じでない場合には、新しいパスワードを入力要求する処理が再
度繰り返されます。この新しいパスワードは、ユーザーのシークレットキーを暗号化し直すために使用されま
す。また、このパスワードはSecure RPC パスワードにもなります。

パスワードは、以下の条件を満たすように構成しなければなりません。

• パスワードには、最低 6 文字が必要です。最初の 8 文字が有効です。

• パスワードには、最低でも 2 文字の英字と 1 文字の数字または特殊文字を含めなければなりませ
ん。この場合の「英字」とは、大文字でも小文字でもかまいません。
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• パスワードは、ユーザーのログイン username およびそのログイン username の逆や循環移動した
ものとは異なるものでなければなりません。比較検査では、大文字と小文字の区別はされません。

• 新しいパスワードは以前のパスワードと少なくとも 3 文字が異なっていなければなりません。比較
検査では、大文字と小文字の区別はされません。

NIS+ パスワードテーブルを所有するネットワーク管理者は、自分に資格 (keylogin(1) を参照) を設定してお
けば、nispasswd を実行しなくても、任意のパスワード属性を変更することができます。したがって、これ
らの権限のあるユーザーには、nispasswd は以前のパスワードの入力要求を行わないので、パスワードエー
ジングおよびパスワード構成条件に従うよう強制されません。

すべてのユーザーは、−d オプションを使用して、自分のログイン名のパスワード属性を表示できます。表示
フォーマットは、以下のとおりです。

username status mm/dd/yy min max warn

あるいは、パスワードエージング情報が存在しない場合には、以下のフォーマットで表示されます。

username status

ここで

username ユーザーのログイン ID です。

status username のパスワードステータスです。 "PS" はパスワードが存在するかまたはロックされて
いることを示し、 "LK" はロックされていることを示し、 "NP" はパスワードがないことを示し
ます。

mm/dd/yy username のパスワードが最後に変更された日付です ( すべてのパスワードエージングの日付
は、グリニッジ標準時に基づき決まるので、1 日異なる可能性があることに注意してください)。

min username のパスワードを変更するまでの必要最小日数

max username のパスワードが有効である最大日数

warn パスワードの有効期限 max から逆換算した、 username への警告日数

オプション
−g gecos (finger) 情報を変更します。

−h ホームディレクトリを変更します。

−s ログインシェルを変更します。デフォルトの場合、ログインシェルを変更できるのは NIS+

管理者だけです。ユーザーに新しいログインシェルの入力を要求します。

−a すべてのエントリーのパスワード属性を表示します。これは、 NIS+ passwd テーブル内のエ
ントリーのうち、ローカルドメインで実行するユーザーに「読み取り」権があるものを表示し
ます。
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−d [username] 実行するユーザーのパスワード属性、または、実行するユーザーに権限がある場合には、指定
したユーザーのパスワード属性を表示します。

−l username のパスワードエントリーをロックします。 . 結果的に、login(1) は NIS+ のパス
ワードによるログインを禁止します。

−f username のパスワードの有効期限を完了させ、次のログイン時にユーザーのパスワードを強
制的に変更させます。

−n min username の最小日数のフィールドを設定します。 min フィールドには、 username のパス
ワード変更操作の最小日数が入ります。 min が max よりも大きい場合、ユーザーはパス
ワードを変更できません。 max を -1 (エージングをオフ) に設定していない場合は、このオ
プションは、常に、−x とともに使用します。 -1 に設定している場合には、 min を設定する
必要はありません。

−x max username の最大日数のフィールドを設定します。 max フィールドには、 username のパス
ワードが有効である日数が入ります。 max に -1 を設定すると、 username に対するエージ
ングはただちにオフになります。0 を設定すると、ユーザーは次のログインセッションでパス
ワードを強制的に変更させられ、エージングはオフになります。

−w warn usernameに対して、warnフィールドの値を設定します。 warn フィールドには、ユーザー
がログインするたびに警告を行う日数が入り、これは、パスワードが満了するまでの日数とし
て示します。

−D domainname

domainname 内の passwd.org_dir テーブルを参照します。このオプションを指定しない
と、nis_local_directory() によって戻されるデフォルトのドメイン名が使用されま
す。このドメイン名は、domainname(1) によって戻されるものと同じです。

注意
ログインプログラム、ファイルアクセス表示プログラム ( 例えば、 ’ls −l’ ) およびユーザーパスワードを要
求するネットワークプログラム (例えば、rlogin(1) 、ftp(1) など) は、標準的な getpwent(3C) インタフェース
を使用して、パスワード情報を入手します。これらのプログラムは、/etc/nsswitch.conf ファイル内の
passwd: エントリーに nisplus が含まれている場合にだけ、nispasswd によって修正された NIS+ パス
ワード情報を入手します。詳細は、nsswitch.conf (4) を参照してください。

戻り値
nispasswd コマンドは、以下の値の 1つで終了します。

0 正常終了しました。

1 パーミッションが拒絶されました。

2 オプションの組み合わせに誤りがあります。
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3 異常終了しました。NIS+ のパスワードテーブルは変更されません。

4 NIS+ のパスワードテーブルがありません。

5 NIS+ がビジー状態です。後で再度実行してください。

6 オプションへの引き数に誤りがあります。

7 エージングが使用不能です。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポート
します。

著者
nispasswd は、Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

参照
keylogin(1), login(1), nis+(1), nistbladm(1), passwd(1), domainname(1), getpwent(3C), nsswitch.conf(4),

passwd(4)
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名称
nisrm − ネーム空間からの NIS+ オブジェクトの削除

構文
nisrm [ −if ] name . . .

説明
nisrm コマンドは、 name という名前の NIS+ オブジェクトを NIS+ のネーム空間から削除します。

NIS+ のマスターサーバーが稼働していない場合には、このコマンドは異常終了します。

オプション
−i 対話型モード。 rm(1) システムコマンドと同様に、 nisrm コマンドは、オブジェクトを削除する前

に確認を要求します。 name で指定した名前が完全修飾名でない場合には、このオプションが強制的
にオンになります。これは、予想外のオブジェクトの削除を防止します。

−f 強制削除。削除を行おうとして、パーミッションの理由で失敗した場合、 nischmod(1) を実行して再
度削除を行います。このコマンドは、失敗に終わると、メッセージを発行しないで異常終了します。

注意
このコマンドはディレクトリの削除 ( nisrmdir(1) を参照) を行いません。また、空でないテーブルの削除 (

nistbladm(1) を参照) も行いません。

例
次の例は、オブジェクト foo、bar、およびbaz をネーム空間から削除します。

nisrm foo bar baz

多言語化対応
環境変数

NIS_PATH この変数が設定され、NIS+ の名前が完全修飾名でない場合には、オブジェクトが検出される
まで、指定されている各ディレクトリが検索されます ( nisdefaults(1) を参照してくださ
い)。

戻り値
nisrm は、正常終了すると 0 を戻し、異常終了すると 1 を戻します。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

著者
nisrm は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。
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参照
nis+(1), nischmod(1), nisdefaults(1), nisrmdir(1), nistbladm(1), rm(1).
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名称
nisrmdir − NIS+ ディレクトリの削除

構文
nisrmdir [ −if ] [ −s hostname ] dirname

説明
nisrmdir は、既存の NIS+ サブディレクトリを削除します。このコマンドは、ディレクトリを完全に削除
することもできるし、対応ディレクトリの複製を単に削除することもできます。

このコマンドは、ディレクトリ dirname を示すオブジェクトを修正し、その後、それぞれの複製へ dirname

という名前のディレクトリを削除することを通知します。影響を受ける複製のどれかへの通知に失敗した場合
には、 −f オプションを指定していなければ、このディレクトリオブジェクトは元の状態に戻されます。

NIS+ のマスターサーバーが稼働していない場合には、このコマンドは異常終了します。

オプション
−i 対話型モード。 rm(1) システムコマンドと同様に、 nisrmdir コマンドは、ディレクトリを削

除する前に確認を要求します。 dirname で指定した名前が完全修飾名でない場合には、このオ
プションが強制的にオンになります。これは、予想外のディレクトリの削除を防止します。

−f 影響を受ける複製への通知ができない場合でも、コマンドを強制的に成功させます。削除される
複製がはっきりしていて、削除の通知に応答できない場合に、このオプションを使用します。こ
の複製は、後で再ブートされたとき、新に更新されたディレクトリオブジェクトを読み取ります
が、もうそのディレクトリの複製ではないので、そのディレクトリへの検索には応じません。こ
のとき削除されたディレクトリを含むファイルのクリーンアップは、 /var/nis ディレクトリ
内の適切なファイルを削除することによって、手作業で行うことができます (詳細は、 nisfiles(4)

を参照してください)。

−s hostname

ホスト hostname が dirname ディレクトリの複製として削除されることを指定します。このオ
プションを指定しないと、ディレクトリのすべての複製およびマスターサーバーが削除され、そ
のディレクトリはネーム空間から削除されます。

戻り値
このコマンドは、正常終了すると 0 を戻し、それ以外の場合は 1 を戻します。

例
次の例は、 foo.com. ドメイン内のディレクトリ bar を削除します。

nisrmdir bar.foo.com.

次の例は、ディレクトリ bar.foo.com. に対応する複製を削除します。

nisrmdir −s replica.foo.com. bar.foo.com.

次の例は、ディレクトリ bar.foo.com. を強制的にネーム空間から削除します。
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nisrmdir −f bar.foo.com.

多言語化対応
環境変数

NIS_PATH この変数が設定され、NIS+ のディレクトリ名が完全修飾名でない場合には、ディレクトリが
検出されるまで、指定されている各ディレクトリが検索されます ( nisdefaults(1) を参照して
ください)。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

著者
nisrmdir は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
nis+(1), nisdefaults(1), nisrm(1), nisfiles(4).
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名称
nistbladm − NIS+ テーブル管理コマンド

構文
nistbladm −a|−A [ −D defaults ] colname=value . . . tablename

nistbladm −a|−A [ −D defaults ] indexedname

nistbladm −c [ −D defaults ] [ −p path ] [ −s sep ] type colname=[flags][,access] . . .

tablename

nistbladm −d tablename

nistbladm −e|−E colname=value . . . indexedname

nistbladm −m colname=value . . . indexedname

nistbladm −r|−R [ colname=value . . .  ] tablename

nistbladm −r|−R indexedname

nistbladm −u [ −p path ] [ −s sep ] [ −t type ] [ colname=access . . .  ] tablename

説明
nistbladm コマンドを使用すると、NIS+ テーブルを管理することができます。このコマンドは、テーブル
の作成と削除、テーブルへのエントリーの追加、テーブル内のエントリーの修正、テーブルからのエントリー
の削除という 5つの基本的な処理を実行します。

NIS+ ではテーブルやエントリーのサイズに制限がありませんが、データのサイズは NIS+ サーバーの効率お
よびディスクスペースに影響を与えます。 NIS+ は、ファイルなどの大量のデータを保存するようには設計さ
れていません。したがって、NIS+ 内には、代わりに、ファイルへのポインターが保存されます。

NIS+ は、合計のサイズが 10M バイトの 10,000 個のオブジェクトをサポートするのに適した設計がされてい
ます。これを超える場合には、ドメインの階層構造を用いるか、テーブル内に保存するデータを、データその
ものではなく実際のデータへのポインターにするようにお勧めします。

テーブルを作成する際には、テーブルの型 type およびカラム定義のリストを与えなければなりません。

type は、テーブル内に保存され、後でそのテーブルに追加されるデータが正しい型のものであることを確認す
るためにサービスによって使用される文字列です。

カラム定義の構文は、次のとおりです。

colname=[flags] [,access]

flags には、以下を組み合わせて指定します。

S 検索可能。そのカラムの値に対して検索を行うことができます ( nismatch(1) を参照してくだ
さい)。
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I 大文字と小文字の区別に関する設定です ( S と組み合わせた場合にだけ意味があります)。.

検索で大文字と小文字の区別が無視されることを指定します。
C 暗号化。そのカラムの値を暗号化します。
B 2 進数データ ( S と組み合わせた場合には意味がありせん)。このフラグを設定しないと、カ

ラムの値はヌルで終了する ASCII 文字列であるものみなされます。
X XDR の暗号化されたデータ ( B と組み合わせた場合にだけ意味があります)。

access は、 nischmod(1) コマンドで定義されるフォーマットで指定します。

エントリーを処理する場合、このコマンドは 2つの形式のエントリー名を扱います。最初の形式では、 col-

name=value の対の並びをスペースで区切って使用します。これはエントリー内のカラム値を示します。 2 番
目の形式は、インデックス付けられた NIS+ の名前 indexedname です。これは、次の形式で表します。

[ colname=value, ... ],tablename

オプション
−a | A NIS+ テーブルにすべてのエントリーを追加します。小文字 ‘a’ と大文字 ‘A’ には、既

存のエントリーの扱いに違いがあります。エントリーの内容は、コマンド行上で col-

umn=value の対によって指定されます。注記 : エントリーをテーブルに追加する際
には、 すべての カラムの値を指定しなければなりません。

通常の場合、あるエントリーをテーブルに追加しようとして、それが既に存在するエ
ントリーを上書きすることになる場合には、NIS+ はエラーを報告します。これは、
複数のパーティが重複エントリーを追加したり、あるエントリーが上書きさせたりす
ることを防止します。強制的にエントリーを追加したい場合には、エントリーが既に
存在する場合でも大文字 ‘A’ を指定します。これは、エントリーの修正処理に似てい
ます。

−c tablename という名前のテーブルをネーム空間に作成します。作成するテーブルは、
少なくとも 1つのカラムを持ち、少なくとも 1つのカラムが検索可能でなければなり
ません。

−d tablename tablename という名前のテーブルを消去します。消去されるテーブルは空でなければ
なりません。テーブルの内容は、後述の −R オプションによって削除することができ
ます。

−e |E テーブル内にある、 indexdname で指定されるエントリーを編集します。 indexd-

name は、1つのエントリーを一意的に指定するものでなければなりません。カラム
内の値を編集すると、エントリーのインデックス付けされた名前を変更する可能性が
あります。

変更 ( colname=value) は、その変更結果によって、 indexedname とは異なるイン
デックス付けされた名前のエントリーおよび別の既存のエントリーに一致するエント
リーが生成される場合には、そのテーブル内の他のエントリーに影響を与える可能性
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があります。この場合、 −e オプションは異常終了して、エラーが報告されます。
−E オプションは、強制的に、新しいエントリーによる既存のエントリーの置き換え
を行います ( 実際には、2つの古いエントリーを削除して新しいエントリーを 1つだ
け追加します)。

−m テーブル内にある、 indexedname で指定されるエントリーを修正します。注記 : カ
ラム内の値を修正することによって、エントリーのインデックス付けされた名前を変
更する可能性があるので、カラム値の対とインデックス付けされた名前の両方が必要
です。これは、インデックス付けされた名前を使用して、エントリーの検索、修正、
および新しい値による書き戻しを行います。インデックス付けされた名前は、一意的
に 1つのエントリーを指定しなければなりません。

−r |R エントリーをテーブルから削除します。エントリーは、コマンド行上の col-

umn=value の対の並び、または entryname として指定されるインデックス付けされ
た名前のどちらかで指定されます。小文字 r と大文字 R とは、一意的でないエント
リーの指定の扱いが違います。通常の場合、NIS+ サーバーは、あるエントリーに対
して指定された検索基準がテーブル内の複数のエントリーを決定する場合には、その
エントリーを削除しようとする試みを許可しません。ただし、テーブルからすべての
エントリーを削除しようとしている場合など、複数のエントリーを削除することが望
まれる場合もあります。このような場合には、大文字の R を使用すると、引き渡さ
れた検索基準に一致するすべてのエントリーを強制的に NIS+ サーバーに削除させま
す。この検索基準が空でカラム値が指定されていない場合には、テーブル内のすべて
のエントリーが削除されます。

−u テーブルの属性を更新します。これは、テーブルの連結パス (−p) 、区切り文字 ( (−s)

で指定される)、カラムのアクセス権、およびテーブルの型の文字列 (−t) を変更する
ことを許可します。カラムの数や検索可能なカラムを変更することはできません。

−D defaults このオプションはオブジェクトを作成する際に、この処理中に使用する別のデフォル
トのセットを指定します。 defaults 文字列は、コロンで区切られたトークンの並びで
す。これらのトークンは、一般的なオブジェクト特性に使用されるデフォルト値を表
します。すべての正しいトークンを以下に示します。

ttl=time このトークンは、このコマンドによって作成されるオブジェクトのデフォ
ルトの有効期間を設定します。値 time は、 nischttl(1) コマンドで定義さ
れるフォーマットで指定します。デフォルト値は 12 時間です。

owner=ownername

このトークンは、NIS+ の主体 ownername が作成されるオブジェクトを
所有することを指定します。通常この値は、コマンドを実行している主体
と同じです。
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group=groupname

このトークンは、グループ groupname が作成されるオブジェクトのグ
ループ所有者であることを指定します。デフォルト値は NULL です。

access=rights

このトークンは、指定したオブジェクトに対して与えられるアクセス権の
セットを指定します。値 rights は、 nischmod(1) コマンドで定義される
フォーマットで指定します。デフォルト値は、 −−−−rmcdr− − −r− − −

です。

−p path テーブルを作成したり更新したりする際に、このオプションはテーブルの検索パスを
指定します。 nis_list() 機能を実行している場合には、ユーザーは、フラグ
FOLLOW_PATH を指定して、使用されている検索基準がどのエントリーにも一致し
ない場合には、そのテーブルのパス内のテーブルの検索を続行するように、クライア
ントライブラリに指示することができます。パスは、コロンによって区切られる順序
付けられたテーブル名のリストで構成されます。パス内の名前は、正式名でなければ
なりません。

−s sep このオプションは、テーブルを作成したり更新したりする際の区切り文字を指定しま
す。テーブルを標準出力に表示する際に、この区切り文字は niscat(1) によって使用
されます。これにより、テーブルが ASCII 形式の場合には、カラムデータは区切ら
れます。デフォルト値は、1つのスペース文字です。

−t type テーブルを更新する際に、このオプションはそのテーブルの型の文字列を指定しま
す。

戻り値
このコマンドは、正常終了すると 0 を戻し、異常終了すると 1 を戻します。

例
次の例は、型が hobby_tbl で name および hobby という検索可能な 2つのカラムを持つ hobbies とい
う名前のテーブルをディレクトリ foo.com. 内に作成します。

nistbladm −c hobby_tbl name=S,a+r,o+m hobby=S,a+r

hobbies.foo.com.

カラム name は、すべてのユーザーに対し ( つまり owner 、 group および world) 読み取りアクセス、お
よび、所有者だけに対する修正アクセスを持ちます。カラム hobby は、すべてのユーザーに対し読み取り可
能ですが、だれからも修正可能ではありません。

この例では、アクセス権が指定されないと、テーブルのアクセス権は、標準的なデフォルト値または
NIS_DEFAULTS 変数 (下記を参照) のどちらかから得られることになります。

このテーブルにエントリーを追加するには、次のように実行します。

nistbladm −a name=bob hobby=skiing hobbies.foo.com.
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nistbladm −a name=sue hobby=skiing hobbies.foo.com.

nistbladm −a name=ted hobby=swimming hobbies.foo.com.

連結パスを追加するには、次のように実行します。

nistbladm −u −p hobbies.bar.com.:hobbies.baz.com. hobbies

リストからスキーが趣味である行を削除するには、次のように実行します。

nistbladm −R hobby=skiing hobbies.foo.com.

注記 : skiing という値を持つエントリーが 2つあるので、 −r オプションを使用すると失敗します。

フラグを設定しないで指定したカラムを持つテーブルを作成するには、以下のようにして、名前と等号 (=) だ
けを指定します。

nistbladm −c notes_tbl name=S,a+r,o+m note= notes.foo.com.

この例では、2つのカラム name と note を持つ notes.foo.com.,of type notes_tbl という名前のテーブルが作
成されます。 note カラムは検索不能です。

value 文字列の形式でカラムにデータを入力する際には、一重引用符または二重引用符を用いて制御文字を保
護します。制御文字とは、等号 (=)、カンマ (,)、左大括弧 ([)、右大括弧 (])、およびスペース ( ) です。 NIS+

は、インデックス付けされた名前の中でこれらの文字を解析します。次のように、二重引用符 (") 文字で全体
の値を囲むことによって、これらの文字は保護されます。

nistbladm -a fullname="Joe User" nickname=Joe nicknames

文字列がどのように解析されるかについて疑問がある場合は、その文字列を引用符で囲む方がよいでしょう。

多言語化対応
環境変数

NIS_DEFAULTS この変数には、 NIS+ の標準的なデフォルト値を上書きするデフォルトの文字列が入って
います。 −D スイッチが使用されている場合には、これらの値が NIS_DEFAULTS 変数お
よび標準的なデフォルト値を両方とも上書きします。

NIS_PATH この変数が設定され、NIS+ のテーブル名が完全修飾名でない場合は、テーブルが検出さ
れるまで、 NIS_PATH 内に指定されている各ディレクトリが検索されます ( nisde-

faults(1) を参照してください)。

警告
エントリーの 1つを、例えば、 bob から robert に修正するには、次のように実行します。

nistbladm -m name=robert [name=bob],hobbies

[name=bob],hobbies がインデックス付けされた名前であること、および、‘[’ (開き大括弧) と ‘]’ (閉じ大括
弧) の文字がシェルによって解釈されることに注意してください。 NIS+ のインデックス付けされた名前の形
式でエントリー名を入力する際は、一重引用符を使用することによってその名前を保護しなければなりませ
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ん。

デフォルトのセットを指定することによって、後でそのテーブルオブジェクトの読み取りや修正ができなくな
る可能性があります。

HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

著者
nistbladm は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
nis+(1), niscat(1), nischmod(1), nischown(1), nisdefaults(1), nismatch(1), nissetup(1M).
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名称
nistest − 条件式による NIS+ ネーム空間の状態の入手

構文
nistest [ −ALMP ] [ −a rights | −t type ] object

nistest [ −ALMP ] [ −a rights ] indexedname

説明
nistest は、オブジェクトおよびエントリーの存在を調べる場合、その型、およびアクセス権をシェルスク
リプトおよび他のプログラムにより調べる手段を提供します。エントリーはインデックス付けされた名前 (

nismatch(1) を参照) を使用して指定します。

オプション
−A すべてのデータ。このオプションは、指定したテーブル内のすべてのデータおよび最初の

テーブルの連結パスにあるテーブル内のすべてのデータが戻されることを指定します。こ
のオプションは、インデックス付けされた名前を使用するかリンクをたどる場合にだけ有
効です。

−L リンクをたどります。 object で指定したオブジェクトまたは indexedname 名の構成要素
が LINK 型のオブジェクトの場合には、このスイッチが指定されると、そのリンクをたど
ります。

−M マスターサーバーのみ。このオプションは、指定したデータのマスターサーバーに検索が
送信されることを指定します。これによって、マスターサーバーがビジー状態になる可能
性を伴いますが、最新の情報が表示されることが保証されます。

−P 連結パスをたどります。このオプションは、最初の検索に失敗した場合に、テーブルの連
結パスをたどって検索することを指定します。このオプションは、インデックス付けされ
た名前を使用するかまたはリンクをたどる場合にだけ有効です。

−a rights このオプションは、指定したオブジェクトまたはエントリーについて希望されるアクセス
権または必要なアクセス権が現在のプロセスにあることを確認するために使用されます。
アクセス権は、 nischmod コマンドと同じ方法で指定します。

−t type このオプションは object の型を調べます。 type の値には、以下の 1つを指定することがで
きます。

G オブジェクトがグループオブジェクトの場合に真を戻します。

D オブジェクトがディレクトリオブジェクトの場合に真を戻します。

T オブジェクトがテーブルオブジェクトの場合に真を戻します。

L オブジェクトがリンクオブジェクトの場合に真を戻します。
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P オブジェクトがプライベートオブジェクトの場合に真を戻します。

戻り値
0 正常終了しました。

1 オブジェクトが存在しない、指定した型でない、アクセス権がないなどによって、異常終了し
ました。

2 使用法が間違っているために、異常終了しました。

例
アクセス権を調べる場合、 nistest は指定した権限が現在のユーザーに与えられていれば「成功」 (0) を戻
します。次の例はアクセス権を調べます。

nistest −a w=mr skippy.domain

この例は、認証されているすべての NIS+ クライアントに skippy.domain という名前のオブジェクトの読み取
りアクセスおよび修正アクセスがあることを調べます。

インデックス付けされた名前の構文を使用すると、テーブル内の特定のエントリーのアクセスを調べることが
できます。次の例は、パスワードテーブル内のエントリーが修正可能であるかどうか調べます。

nistest −a o=m ’[uid=99],passwd.org_dir’

多言語化対応
環境変数

NIS_PATH この変数が設定され、NIS+ の完全修飾名でない場合は、オブジェクトが検出されるまで、指
定されている各ディレクトリが検索されます ( nisdefaults(1) を参照してください)。

警告
HP-UX 11i Version 2 は、NIS+ がサポートされる最後の HP-UX リリースです。

NIS+ の代わりに LDAP を推奨します。 HP は、LDAP に基づく業界標準のネームサービスを完全にサポー
トします。

著者
nistest は、Sun Microsystems, Inc で開発されました。

参照
nis+(1), nischmod(1), nisdefaults(1).
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名称
nl − 行番号付けフィルタ

構文
nl [-btype ] [-htype ] [-ftype ] [-p] [-vstart# ] [-iincr ] [-ssep ] [-wwidth ] [-nformat ] [-lnum ] [-ddelim ]

[ file ]

説明
nl は、指定した file から、または file を指定しないと標準入力から行を読み込み、標準出力に行を再出力し
ます。有効なコマンドオプションに従って、行には左側に番号が付けられます。

nl は読み込んだテキストを論理ページで見ます。行番号はそれぞれの論理ページの先頭でリセットされま
す。論理ページは、ヘッダー、ボディ、およびフッタセクションで構成されます。空のセクションは有効で
す。異なる行番号付けオプションがヘッダー、ボディ、およびフッタに対して独立に利用可能です(例えば、
ヘッダーとフッタには行番号を付けず、ボディのみに空白行に番号を付けるなど)。

論理ページセクションの先頭は、下記の(1文字以上の)デリミタ文字のみ含む入力行によって示されます。

行の内容 先頭

\:\:\: ヘッダー
\:\: ボディ
\: フッタ

特に指示されない限り、nl は読み込むテキストは単一の論理ページボディ内にあるものと仮定します。

コマンドオプションは任意の順序で指定でき、オプションファイル名と混在させることができます。1つの
ファイルのみを指定できます。nl が認識するオプションは以下のとおりです。

-btype どの論理ページボディ行に番号を付けるかを指定します。認識される types およびそれ
らの意味は以下のとおりです。

a すべての行に番号を付けます。
t プリント可能なテキストのみの行に番号を付けます。
n 行番号を付けません。
pstring string で指定する正規表現の行のみに番号を付けます。基本正規表現構文

がサポートされます (regexp(5) を参照)。

論理ページボディのデフォルト type は t (テキスト行に番号を付ける)です。

-htype ヘッダーを除いて -btype と同じです。論理ページヘッダーのデフォルト type は n (行
番号を付けない)です。

-ftype フッタを除いて -btype と同じです。論理ページフッタのデフォルトは n (行番号を付け
ない)です。
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-p 論理ページデリミタで行番号付けを再開しません。

-vstart# start# は論理ページ行番号を付けるのに使用される初期値です。デフォルトは 1 です。

-iincr incr は論理ページ行に番号を付けるのに使用される増分値です。デフォルトは 1 です。

-ssep sep は、行番号を区切ってテキスト行と対応させるために使われる1文字以上の文字で
す。デフォルト sep はタブです。

-wwidth width は行番号に使用される文字カラムの数です。デフォルト width は 6 です。

-nformat format は行番号を付けるフォーマットです。認識される値は以下のとおりです。

ln ゼロ抑止をして左揃えにします。
rn ゼロ抑止をして右揃えにします。
rz ゼロ抑止をせずに右揃えにします。

デフォルト format は rn (右揃え)です。

-lnum num は、1行として処理され番号を付けられる連続した空白行の数です。例えば -l3

は、適切な -ha, -ba, および -fa オプションまたはそのいずれかが設定されていれば、
3行の連続した空白行ごとに行番号が付けられます。デフォルトは 1 です。

-dxx 論理ページセクションの先頭を指定するデリミタ文字は、デフォルト文字 (\:) から2文
字のユーザー指定文字に変更できます。1文字のみを入力すると、2番目の文字はデフォ
ルト文字 (:) のままです。しかし、-d とデリミタ文字の間にスペースがあってはならな
いので、この制限は XPG4 準拠 nl ではありません。バックスラッシュをデリミタとし
て定義するには、 2文字のバックスラッシュを使用してください。

多言語化対応
環境変数

LC_COLLATE は、正規表現を評価する際に使用される照合順序を決定します。

LC_CTYPE は、正規表現における文字クラス式によって、照合される文字を決定します。

LC_COLLATE または LC_CTYPE がその環境で指定されていないか、または空の文字列に設定されている場
合、LANG の値がそれぞれ未指定、または空の変数のデフォルトとして使用されます。LANG が指定されてい
ないか、または空の文字列に設定されている場合、デフォルトの"C" (lang(5) を参照)が LANG の代わりに使
用されます。

多言語対応変数の内容が無効な設定を含む場合、多言語対応変数がすべて"C"に設定されたものとして nl は
動作します。environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングルバイトの文字コードセットがサポートされています。
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例
file1 に増分10で行番号10から始まる番号を付けます。論理ページデリミタは、! および + です。

nl -v10 -i10 -d!+ file1

参照
pr(1), environ(5), lang(5), regexp(5)

標準準拠
nl: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
nljust − プリント時の行の左または右揃え

構文
nljust [-acilnt] [-d digits] [-e seq] [-j just] [-m mode] [-o order] [-r margin] [-w width] [-x ck]

[file ...]

説明
nljust は、右から左方向の言語で書かれたプリントデータをフォーマットします。これは pr および lp

コマンドで使用するように設計されています ( pr(1) および lp(1) を参照)。

nljust は、入力ファイル(または何も指定しなければ標準入力)の文字の連なりを読み込んで、その入力の右
から左へフォーマットされた文字の連なりを標準出力に出力します。- を入力ファイル名として指定すると、
nljust はその時点で標準入力を読み込みます。オプションの終端を区切るには、-- を使用してください。

nljust は、右から左へ読まれるすべての言語の入力ファイルをフォーマットします。左から右方向の言語で
は、コマンドは入力ファイルを標準出力に単にコピーするだけです。

オプション
nljust が認識するオプションは以下のとおりです。

-a 左から右方向のテキストを含めて、すべての言語のデータを調整します。デフォルトで
は、右から左方向の言語データのみが調整されます。その他すべての言語では、入力
ファイルは標準出力に直接コピーされます。

-c いくつかのアラビア文字に対して、エンハンスドプリンター文字を選択します。このオ
プションにより、laamおよびalifの2文字の組合わせは、1文字で置き換えられます。

-i データの ISO 8859-6 解釈をトリガします。

-d digits 出力用数字をヒンディか欧文、または両方として処理します。digits は、hか w または
両方。

-e seq 1次文字セットを選択するエスケープシーケンスとして seq を使用します。このエスケー
プシーケンスは、文字数が多すぎて単一の256文字のセットの ASCII に取り込めない言
語で使用します。これらの場合、seq エスケープシーケンスを使用して、非ASCII 文字
セットを選択できます。escape 文字自体(0x1b)は、コマンド行では与えません。デフォ
ルトでは、HPエスケープシーケンスが使用されます。

-j just just が l ならば、プリント行を左揃えにします。just が r ならば、(指定した、また
はデフォルトの) プリント幅カラムから始まるプリント行を右揃えにします。デフォルト
は右揃えです。

-l 先行するスペースを代替スペースと置き換えます。右から左方向の文字セットの一部に
は、非ASCIIまたは代替スペースがあります。このオプションは pr -n 出力をフィルタ
リングする際に有効です ( pr(1) を参照)。右揃えをすると、-l オプションにより行番号
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がタブ文字のすぐ右側に置かれます。-l オプションがなければ、右揃えにより行番号が
プリント幅で置かれます。デフォルトでは、先行するスペースは、別のスペースで置き
換えられません。

-m mode フォーマットするファイルの mode を示します。モードは、作成時のファイルのテキス
ト方向を参照します。mode が l ならば、ラテンモードを仮定します。mode が n なら
ば、非ラテンモードを仮定します。デフォルトでは、モード情報は LANGOPTS 環境変数
から得られます。

-n プリント可能文字のある行を改行で終了させません。デフォルトでは、プリント行は改
行によって終了します。

-o order フォーマットするファイルのデータ order を示します。ファイルのテキスト方向は、そ
のデータを編成する方法に影響を与えます。order が k ならば、キーボード順序を仮定
します。order が s ならば、画面順序を仮定します。デフォルトでは、順序情報は
LANGOPTS 環境変数から得られます。

-t 指定した、またはデフォルトの行長に合わないプリント行を切り捨てます。プリント行
はデフォルトでは折り込まれます(つまり次の行に折り返されます)。

-x ck 入力タブを k+1, 2*k+1, 3*k+1, などのカラム位置に展開します。入力におけるタブ文字
は、適切な数のスペースに展開されます。k が0であるかまたは省略すると、8桁ごとの
デフォルトタブ設定値が仮定されます。cd (任意の非桁文字)を指定すると、それは入力
タブ文字として処理されます。c のデフォルトはタブ文字です。nljust は入力タブを
常に展開します。このオプションにより、タブ文字および設定を変更できます。このオ
プションを指定する場合は、パラメータ c または k のうちの少なくとも1つを指定しな
ければなりません。

-r margin 数値をプリント margin として指定します。プリントマージンは、切捨てまたは折返し
が行われるカラムです。プリントマージンは、1行に何文字あるかを決定し、プリント幅
を超過することはできません。プリントマージンは、揃えに関連します。プリントマー
ジンが80である場合は、折返しまたは切捨ては右揃え時には右から80桁目で行われま
す。同様に、折り返しまたは切捨ては左揃え時には左から80桁目で行われます。デフォ
ルトでは、プリントマージンはカラム80に設定されます。

-w width 数値をプリント width として指定します。プリント幅は、プリント行におけるカラムの
最大数です。プリント幅は、右揃え時のテキストの先頭を決定します。プリント幅を大
きくするほど、テキストの開始位置は右に寄ります。デフォルトでは、プリント幅80カ
ラムが使用されます。

多言語化対応
環境変数

LANGOPTS 環境変数は、ファイルのモードおよび順序を決定します。 LANGOPTS の構文は、
[ mode ] [ _order ] です。mode は、l がラテンモードを表し n は非ラテンモードを表すファイルのモードを
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説明します。l および n 以外の値については、非ラテンモードが仮定されます。order は、k がキーボード
で s は画面であるファイルのデータ順序を説明します。k および s 以外の値については、キーボード順序が
仮定されます。LANGOPTS のモードおよび順序情報は、コマンド行から優先できます。

LC_ALL 環境変数は、言語の方向(左から右または右から左)および文字のコンテクスト解析が必要かどうかを
決定します。

LC_NUMERIC 環境変数は、言語に別の番号があるかどうかを判定します。

LANG 環境変数は、メッセージの表示言語を決定します。

サポートされるコードセット
シングルバイト文字コードセットがサポートされています。

例
80カラム(デフォルト)のプリントマージンによって、132カラムプリンター上で file1 を右揃えにします。

nljust -w 132 file1 | lp

132カラムのプリントマージンによって、132カラムプリンター上で行番号とともに file2 の pr 出力を右
揃えにします。

pr -n file2 | nljust -w 132 -r 132 | lp

警告
行番号 (-n オプション)がある pr が nljust にパイプ接続された場合、セパレータ文字はタブ(0x09)でな
ければなりません。

LANGOPTS 環境変数がファイルのステータスを正確に反映するようにするのは、ユーザーの責任です。

モードと揃えは矛盾していてはなりません。正しく右詰めできるのは、非ラテンモードのファイルのみであ
り、同様に左詰めできるのはラテンモードのファイルのみです。モードと揃えが一致しない場合、結果は不定
です。

指定する場合は、代替の数値は常に左から右の方向でなければなりません。

nljust はHP独自のコマンドです。異機種のシステムには移植できません。HP-UXの将来のリリースではサ
ポートされません。

著者
nljust はHPで開発されました。

参照
forder(1), lp(1), pr(1), strord(3C)
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名称
nm − 共通オブジェクトファイルの名前リストの表示

構文
/usr/ccs/bin/nm [−ACefghlnNqrsTuUvV] [−d −o −x] [−p −P] [−t format] file ...

説明
nm コマンドは、各オブジェクトファイル file のシンボルテーブルを表示します。

汎用出力フォーマットには３種類あります。デフォルト (−p と −P 以外)、−p 指定、−P 指定。出力フォー
マットは「オプション」の項以降で説明します。

デフォルトでは、nm はリストされた各シンボルの名前全体を出力します。オブジェクトファイル中のシンボ
ル名の文字数には一定の制限がないので、シンボル名の長さが名前カラムの幅より長い場合は、名前カラムが
オーバーフローし、その後ろのカラムの位置がずれてしまいます。

オプション
nm は次のようなオプションを認識します。

−A 各出力行の先頭に、オブジェクトファイルまたはアーカイブの名前 file を付けます。−r

と等価です。

−C C++ 名を表示する前に処理しないようにします (ELF のみ)。

−d シンボルの value と size を 10進数で表示します。これはデフォルトフォーマットまた
は −p フォーマットについてのデフォルトです。-t d と等価です。

−e 外部および 静的シンボルだけを表示します。このオプションは無視されます (−f 参
照)。

−f 完全な出力を表示します。このオプションはデフォルトで有効です。

−g 外部 (グローバル)シンボル情報だけを表示します。

−h 出力ヘッダーデータを表示しません。

−l 弱変化(weak)シンボルのキー文字に * を付けて弱変化(weak)シンボルとグローバルシン
ボルとを区別します。-p または -P を指定した場合にだけ効果があります。

−n シンボルを表示する前に、名前の昇順でソートします。これはデフォルトです。後の
「多言語化対応」の「環境変数」の項を参照してください。

−N シンボルテーブルに現れる順序でシンボルを表示します。

−o シンボルの value と size を８進数で表示します。-t o と等価です。

−p 空白で区切った出力フォーマットで情報を表示します。各シンボルの 名前の前に、その
値 (未定義の場合はブランク) とタイプを表す１文字 (下記のいずれか) が付けられます。
タイプが小文字の場合は、ローカル (非外部) シンボルを意味します。
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A (絶対)

B (bss シンボル)

C (共通シンボル)

D (データシンボル)

M (ミリコードシンボル) ELF のみ
N (タイプなし) ELF のみ
R (セクション領域)

S (tstorageシンボル) SOM のみ
T (テキストシンボル)

U (未定義)

シンボルが二次定義の場合、タイプ文字の後ろに文字 S が付けられます。

−p と −P を併用することはできません。

−P 情報を、以下で規定する移植可能な出力フォーマットで標準出力に表示します。−P と
−p を併用することはできません。

−r 各出力行の先頭に、オブジェクトファイルまたはアーカイブの名前 file を付けます。−A

と等価です。

−q (SOM のみ) 一部の警告メッセージの出力を抑止します。

−s (ELF のみ) セクション名ではなくセクションインデックスを表示します。

−t format 各数値を指定されたフォーマットで表示します。format には次のいずれかを指定できま
す。

d シンボルの value と size を10進数で表示します。これはデフォルトフォー
マットまたは −p フォーマットについてのデフォルトです。-d と等価で
す。

o シンボルの value と size を8進数で表示します。-o と等価です。

x シンボルの value と size を16進数で表示します。これは −P フォーマット
についてのデフォルトです。-x と等価です。

−T (SOM のみ) 名前のカラムからオーバーフローする部分を切り捨て、表示する名前の最後
にアスタリスクを付けることにより、切り捨てが行われたことを示します。−A または
−r も指定されている場合は、file プレフィックスがまず切り捨てられます。

−u 未定義シンボルだけを表示します。

−U 使用法メニューを表示します。

−v シンボルを表示する前に、value でソートします。
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−V 実行中の nm コマンドのバージョンを標準エラーに表示します。

−x シンボルの value と size を 16進数で表示します。これは −P フォーマットについての
デフォルトです。-t x と等価です。

オペランド
nm には、次のオペランドを指定できます。

file リロケータブルまたは実行可能なオブジェクトファイルか、あるいはリロケータブル
または実行可能なオブジェクトファイルのアーカイブを指定します。

デフォルト出力フォーマット - 32ビット
デフォルト (−p と −P 以外) 出力フォーマットが指定されると、各シンボルはパイプ記号 (|) で分離された次
のカラムを持ちます。数字のデフォルトは 10進数 (−d または −t d) です。

10進数の場合:

"%20s|%10d|%6s|%7s|%s", name, value, scope, type, subspace

８進数の場合:

"%20s|%012o|%6s|%7s|%s", name, value, scope, type, subspace

16進数の場合:

"%20s|0x%08x|%6s|%7s|%s", name, value, scope, type, subspace

デフォルト出力フォーマット - 64ビット
デフォルトの (−p もしくは −P オプション以外) 出力フォーマットが指定されると、各シンボルはパイプ記号
(|) で分離された次のカラムを持ちます。数字のデフォルトは 10進数 (−d または −t d) です。

10進数の場合:

"[%u]%s|%22llu|%8u|%s|%s|%1d|%s|%s",

index, value, size, type, bind, O, shndx, name

８進数の場合:

"[%u]%s|%022llo|%010o|%s|%s|%1o|%s|%s",

index, value, size, type, bind, O, shndx, name

16進数の場合:

"[%u]%s|0x%016llx|0x%08x|%s|%s|%1x|%s|%s",

index, value, size, type, bind, O, shndx, name

説明は次のとおりです。

name シンボル名。
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value ストレージクラスによってオフセットまたはアドレスとして表現される値。

scope シンボルスコープ (external, sdef, static, または undefined)。sdef スコー
プは二次定義としてフラッグされている外部シンボルを示します。

type シンボルタイプ (absolute, arg_ext, code, data, entry, milli_ext, milli-

code, module, null, oct_dis, plabel, pri_prog, sec_prog, storage, stub,

sym_ext, tstor).

subspace シンボルが属するサブスペース。

bind シンボルのバインドタイプ (ローカル、弱変化、グローバル) を指定します。

O このフィールドは大きなセクションテーブル (>65K セクション) を持つファイル用で
す。それより小さいファイルではこのフィールドの値は 0 です。

Shndx シンボルが属するセクションのインデックスを識別します。

シンボルテーブル中のシンボルのインデックスを識別します。

−p の出力フォーマット
−p オプションが指定されると、次の移植可能な C 言語フォーマットを使って情報が表示されます。数字のデ
フォルトは 10進数です (−d または −t d)。

10進数の場合: "%010d %s %s", value, type, name

８進数の場合: "%012o %s %s", value, type, name

16進数の場合: "0x%08x %s %s", value, type, name

−A または −r ならば、"%20s:", file が行の先に来ます。

−P の出力フォーマット
−P オプションが指定された場合、次のような移植可能な C 言語フォーマットを使って情報が表示されます。
数字のデフォルトは 16進数です (−x または −t x)。フォーマット文字列で、%s は文字列出力を、%d は 10

進数出力を、%o は８進数出力を、%x は 16進数出力を、\n は復帰改行を表し、その他のすべての文字はそ
の文字自体を表します。

• 10進数が指定された場合:

"%s %s %d %d\n", library-object, name, type, value, size

• ８進数が指定された場合:

"%s%s %s %o %o\n", library-object , name, type, value, size

• 16進数が指定された場合、またはデフォルトの場合:

"%s%s %s %x %x\n", library-object, name, type, value, size

ここで library-object は次のようにあらかじめフォーマットされる文字列です。
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• −A と −r が指定されない場合、library-object は空文字列です。

• −A または −r が指定され、対応する file オペランドがライブラリ名でない場合:

"%s: ", file

• −A または −r が指定され、対応する file オペランドがライブラリ名の場合、記述するシンボルを含む
このライブラリ内のオブジェクトファイル名を、object-file として表示します。

"%s[%s]: ", file, object-file

−A と −r が指定されない場合で、file オペランドが２個以上指定されたか、あるいは１個だけ指定された
file オペランドがライブラリ名の場合、nm は、各シンボルを記述した行を表示する前に、それらのシンボル
を含むオブジェクトを識別する行を１行に表示します。この行の形式は次のいずれかです。

• 対応する file オペランドがライブラリ名でない場合:

"%s:\n", file

• 対応する file オペランドがライブラリ名の場合、記述するシンボルを含むこのライブラリ内のオブジェ
クトファイル名を、object-file として表示します。

"%s[%s]:\n", file, object-file

多言語化対応
環境変数

次の多言語化対応変数が nm の実行に影響を与えます。

LANG は環境変数 LC_ALL やほかの LC_* が設定されていない場合に、母国語のロケールカテゴリ、ローカ
ルな慣習、およびコード化キャラクタセットを決定します。LANG が指定されていないか空白文字列の場合、
デフォルトの C が使用されます (lang(5) 参照)。

LC_ALL, 空ではない文字列の値にセットされると、すべてのロケールカテゴリの値を決定して、LANG や他の
LC_* 環境変数に優先します。

LC_COLLATE は、文字照合のロケールカテゴリを決定します。

LC_CTYPE は、文字処理関数のロケールカテゴリを決定します。

LC_MESSAGES 標準エラーに書き込まれる診断メッセージのフォーマットと内容を制御するのに使用すべきロ
ケールを決定します。

LC_NUMERIC 数値フォーマッティングのロケールカテゴリを決定します。

ST_NMCAT および NLSPATHは、LC_MESSAGES の処理用のメッセージカタログの位置を決定します。

多言語化対応変数が設定されていないかnullの場合は、デフォルトにより LANG の値が使用されます。

LANG が設定されていないか空白文字列の場合は、デフォルト値の C (lang(5) 参照) が使用されます。

多言語化対応変数のいずれかの設定が不適当な場合には、すべての多言語化対応変数にデフォルトの C
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(environ(5) を参照) が設定されているかのように動作します。

サポートされるコードセット
シングルバイト文字コードセットがサポートされています。

例
シンボル leap に対する未定義の参照があるオブジェクトファイルを表示します。

nm −rup *.o | grep leap

テキストシンボル foo の定義があるオブジェクトファイルを表示します。

nm −rp *.o | awk ’{ if ($3 == "T" && $4 == "leap") { print $0 } }’

警告
現在、nm はデフォルトではシンボルを名前でソートします (−n オプション)。ソーティングをオフにしたい
場合は、−N オプションを使用してください。

標準に準拠するために追加されたオプションの中には、前に存在していたオプションの機能と重複するものが
あります。この重複は下位互換性を得るために残してあります。

参照
システムツール

cc_bundled(1) HP-UX C コンパイラ
ld(1) リンクエディタ

その他
crt0(3) 実行起動ルーチン
end(3C) プログラムの最後の位置のシンボル

標準準拠
nm: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
nohup − ハングアップを無視したコマンドの実行

構文
nohup command [ arguments ]

説明
nohup はハングアップおよび終了を無視して command を実行します。出力がユーザーによってリダイレク
トされていなければ、標準出力および標準エラーはともに nohup.out に送られます。 nohup.out がカレ
ントディレクトリで書き込み可能でなければ、出力は $HOME/nohup.out にリダイレクトされます。そうで
なければ、 nohup は異常終了します。ファイルが作成される場合は、ファイルのパーミッションビットが
S_IRUSR | S_IWUSR に設定されます。

nohup がターミナルにリダイレクトされるか、またはまったくリダイレクトされない場合は、出力は
nohup.out に送られます。

多言語化対応
環境変数

LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使われる言語を指定します。

LC_MESSAGES が環境内で指定されていないか空白文字列に設定されている場合、未指定または空白の各変数
に対して LANG の値がデフォルトとして使われます。 LANG が指定されていないか空白文字列に設定されて
いる場合、 LANG の代わりに "C" がデフォルトとして使われます( lang(5) を参照)。

国際化変数のどれかが無効な設定を含む場合、 nohup は全ての国際化変数が"C"に設定されているように振
る舞います。 environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

例
nohup をパイプラインまたはコマンドのリストに適用することは、多くの場合望ましいことです。これは、
パイプラインおよびコマンドリストをシェルスクリプトという1つのファイルに入れることによってのみ行う
ことができます。 nohup を使ってスクリプトを実行するには、

nohup sh file

nohup の機能は file の内容全体に適用されます。シェルスクリプト file を頻繁に実行するようなら、 file に
実行パーミッションを設定することによって sh とタイプする必要はなくなります。割込みを無視してスクリ
プトをバックグラウンドで実行できます( sh(1)を参照)。

nohup file &

file には、ターミナルが切り離されても動作を続けさせたい場合のために、以下のような通常のキーボードコ
マンドシーケンスがあります。
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tbl ofile | eqn | nroff > nfile

警告
適切に句読点を置くように注意してください。例えば、以下のコマンド形式では、

nohup command1; command2

nohup は command1 にのみ適用されます。問題を訂正するには、以下のコマンド形式を使用します。

nohup (command1; command2)

標準エラーがどこにリダイレクトされているか、場所に注意してください。以下のコマンドはエラーメッセー
ジをテープに書き込み、読めない状態にします。

nohup cpio -o <list >/dev/rmt/c0t0d0BEST&

一方、

nohup cpio -o <list >/dev/rmt/c0t0d0BEST 2>errors&

は、ファイル errors にエラーメッセージを置きます。

終了ステータス
次の終了値が返されます。

126 command の指定するコマンドは見つかったが、起動できませんでした。

127 nohupユーティリティ中でエラーが起こったか、指定された command が見つかりません
でした。

そのほかの場合、終了ステータスは指定されたコマンドのものとなります。

参照
chmod(1), nice(1), sh(1), signal(5)

標準準拠
nohup: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 2 −  Hewlett-Packard Company 127



nroff(1) nroff(1)

名称
nroff − テキストのフォーマット

構文
nroff [ options ] file ...

説明
nroff は、file にあるソーステキストを解釈し、それをタイプライタのような装置やラインプリンターにプリ
ントする準備をするテキストフォーマットプログラムです。file 名が - であるか、または指定しない場合、標
準入力がソーステキストとして使用されます。

ファイルがフォーマッタ要求なしのプレーンテキストである場合、nroff はデフォルトの行長およびページ
仕様を使用して可読な出力を生成し、入力にあった空白行ごとに1行の空白行を出力し、左右のマージンに合
わせてテキストの追込みと揃えを行います。nroff はソーステキストの、有効でない nroff フォーマット
要求以外のピリオド (.) で始まる行はすべて無視します。

nroff のフォーマッティング機能は、以下に引用したチュートリアルに説明があります。

ソースファイルの準備
ドキュメントソースファイルの準備は、通常、本質的に低レベルな nroff 要求を使用してファイルをコー
ディングするよりも、見出し、ページフッター、リスト、および他の機能に高度なインタフェースを提供する
mm(1) のようなマクロパッケージを使用してテキストをコーディングすると、より簡単です。

オプション
nroff は以下のコマンドライン options を認識します。オプションは任意の順序で指定できますが、file 引き
数の前になければなりません。

-olist コンマで区切られた数値および範囲の list にあるページ番号のページだけをプリント
します。範囲 n-m は n ページから m ページまでを意味します。最初の -n は最初
から n ページまでを意味します。そして最後の n- は n ページから最後までを意味
します (以下の「警告」を参照してください)。

-nn 最初に生成される n ページに番号を付けます。

-sn n ページごとに停止します。nroff は紙をロードしたり変えたりできるように、毎
回 n ページ(デフォルト n=1 )後に停止し、ラインフィードや改行を受けると再開し
ます (mm のようなパイプラインでは改行は機能しません)。nroff がページ間で停
止する際、ASCII BEL がターミナルに送られます。

-raN レジスタ a (1文字の名前でなければならない)を N に設定します。

-i files がすべて読み込まれた後に標準入力を読み込みます。

-q .rd 要求の同時入出力モードを起動します。

-z .tm (ターミナルメッセージ)要求によって生成されたメッセージのみをプリントしま
す。
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-mname 非コンパイル(ASCII テキスト)マクロファイル

/usr/lib/nls/LANG/tmac/tmac.name

を入力 files の前に置きます。ただし、LANG は LANG 環境変数の値です。LANG が
設定されていないか、または

/usr/lib/nls/LANG/tmac/tmac.name

が存在しない場合、以下のファイルが代わりに使用されます。

/usr/share/lib/tmac/tmac.name

-Tname 指定されたターミナルに出力を準備します。既知の name は、以下のとおりです。

37 TELETYPE モデル37ターミナル(デフォルト)

tn300 GE TermiNet 300(またはハーフライン機能のないターミナルすべて)

300s DASI 300s

300 DASI 300

450 DASI 450

lp (一般的な) ASCII ラインプリンター
382 DTC-382

4000A Trendata 4000A

832 Anderson Jacobson 832

X (一般的な) EBCDIC プリンター
2631 Hewlett-Packard 2631ラインプリンター
klp 8ビットおよび16ビット文字幅で2対3の比率を持つ(一般的な)16ビット文字

プリンター
lj Hewlett-Packard PCL3 および新しいレーザープリンター

-e 各ターミナルの分解能をフルに使って調整された行で、均等間隔を開けたワードを生
成します。

-h 出力スピードを上げて出力文字数を減らすため、水平方向に出力タブを使用します。
タブ設定値は8文字幅であると仮定されます。

-un n がない場合、3番目のフォント位置 (ボールド体) に対して n に、またはゼロに、
ボールド化ファクター (重ね打ちする文字の数) を設定します。

-P コマンド行でこのオプションを指定した場合、特定のアジア系言語対応のプリンター
で提供される特殊な機能として、2カラム幅の文字を3/2カラム幅のボックス内に印刷
できるようにします。
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多言語化対応
環境変数

LC_CTYPE は、テキストをシングルおよびマルチバイト文字またはそのいずれとしてテキストを解釈するか決
定します。

LANG は -m オプションの検索パスの決定に使用されます。同様に LANG はメッセージの表示言語を決定し
ます。

LC_CTYPE がその環境で指定されていないか、または空の文字列に設定されていると、LANG の値はそれぞ
れ未指定または空の変数のデフォルトとして使用されます。LANG が指定されないか、または空の文字列が設
定されている場合、デフォルトの "C" (lang(5) を参照) が LANG の代わりに使用されます。多言語対応変数の
内容が無効な設定を含む場合、多言語対応変数がすべて "C" に設定されたものとして nroff は動作します。
environ(5) を参照してください。

例
以下のコマンドは、nroff ソースファイルが filename であるドキュメントの最初の５ページをプリントしま
す。

nroff -o-5 filename

o および - または - および 5 の間にスペースがあってはならないことに注意してください。

1, 3 および 4 ページ目のみをプリントするには以下のようにタイプします。

nroff -o1,3,4 filename

警告
nroff をパイプライン内で -olist オプションとともに使用すると、ドキュメントの最後のページを list で指
定しない場合、無害の「パイプが壊れている」という診断が発生する可能性があります。

ファイル
/usr/share/lib/macros/* 標準マクロファイル
/usr/share/lib/term/* nroff に対するターミナル駆動テーブル
/usr/share/lib/suftab サフィックスハイフンテーブル
/usr/share/lib/tmac/tmac.* 標準マクロファイルおよびポインター

参照
col(1), mm(1), neqn(1), soelim(1), ul(1), man(5)
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名称
nslookup − ネームサーバーの対話型問合わせ

構文
nslookup [-option ...] host-to-find [ server ]

nslookup [-option ...] [− [server] ]

説明
nslookup は、インターネットドメインネームサーバーについて問い合わせるプログラムです。nslookup

は、ホストに設定されている名称分析アルゴリズムに準拠し、 NISでもDNSやホストテーブルと同様に問い
合わせを行うように拡張されました。

nslookup では対話モードと非対話モードの両方が使用できます。対話モードにより、ユーザーは各種のホス
トおよびドメインに関する情報をネームサーバーに問い合わせるか、またはドメインにおけるホストのリスト
をプリントできます。非対話モードは、１つのホストまたはドメインに関する情報をネームサーバーに問い合
わせるのに使用されます。

デフォルトでは、nslookup はスイッチ設定ファイル /etc/nsswitch.conf から得た方針情報を基に名前
とアドレスを分解するためにネームサービスにアクセスします。 NISまたは /etc/hosts を先に使用する方
針が設定されている場合、あるいはDNSが先だが使用できない場合、nslookup は、限られたコマンドセッ
トのみを提供します(この状況で help コマンドを使用すると、NISまたは /etc/hosts の問い合わせ時に
どのようなアクションが可能かが表示されます)。スイッチ方針を無視して直接DNSサーバーに問い合わせた
い場合は、server コマンドを使用してネームサーバーを指定することができます。コマンド行の２つ目の引
き数としてネームサーバーを指定することによっても、同様にスイッチ方針を無視することができます。その
場合、nslookup は reset コマンドが出されるまで、スイッチ方針を無視して直接にネームサーバーに問い合
わせを行います。スイッチ方針を無視するアクションが取られた場合はいつでも警告メッセージが表示されま
す。

注記: nslookup はNIS+をサポートしません。ホストソース nisplus が /etc/nsswitch.conf ファイ
ルで見つかった場合、そのホストソースは無視されます。

引き数
以下の場合、対話モードになります。

• 引き数を指定しない場合

• 最初の引き数がハイフン (-) の場合。オプションの第２引き数は、ホスト名またはネームサーバー
のインターネット(IP)アドレスです。そのホスト上で動作するサーバーがなければ、NIS またはホ
ストテーブルが使用されます。

検索するホストの名前を最初の引き数として与えると、非対話モードが使用されます。オプションの第２引き
数は、ホスト名またはネームサーバーのインターネットアドレスです。

下の set コマンドの項で説明するオプションは、ユーザーのホームディレクトリにある .nslookuprc ファ
イルで１行に１つずつ指定できます。また、これらのオプションは先頭にハイフンを付けることによってコマ
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ンド行で指定することもできます。その場合は、他のコマンド行引き数より先に指定する必要があります。た
とえば、デフォルトの問合わせ型をホスト情報に変更して初期タイムアウトを10秒へ変更するには、以下のよ
うに指定します。

nslookup -query=hinfo -timeout=10

コマンド行オプション -swdebug を使用してスイッチ設定ファイルの中の構文エラーをデバッグすることが
できます。このオプションは初期化時にトレーシングをオンにします。その結果、スイッチモジュールは
/etc/nsswitch.conf ファイルの"hosts"項目に対するスキャンおよびパーズアクションのトレースをプリ
ントアウトします (nsswitch.conf (4) を参照)。

対話型コマンド
コマンドは、割込み文字を使っていつでも中断できます。終了するには、Ctrl-D (EOF) とタイプするか、また
は exit とタイプします。内蔵コマンドと同名のホスト名を処理するには、ホスト名の前にエスケープ文字
(\) を付けます。NIS またはホストテーブルを使用する場合は、ホスト名およびインターネットアドレスのみ
がコマンドとして許可されます。認識されないコマンドはホスト名として解釈されます。

host [server] 現在のデフォルトサーバーを使うか、指定されていれば server を使って、host の情報を検索
します。host がインターネットアドレスで、問合わせタイプが A または PTR ならば、ホス
トの名前が戻されます。host が名前であり後続するピリオドが含まれなければ、単一または
複数ドメインは名前に追加されます (この動作は、set オプション domain, srchlist,

defname, および search の状態によります)。ネームサーバーのキャッシュからの応答は「
non-authoritative」とラベル付けされます。

server domain

lserver domain

デフォルトサーバーを domain に変更します。lserver は初期サーバーを使用して、
server が現在のデフォルトサーバーを使用する際に、domain に関する情報を調べます。
現在ポイントされているネームサービスがNISまたは /etc/hosts である間に server が
使用された場合は、reset が実行されるまでスイッチ方針がオーバーライドされます。

root デフォルトサーバーをドメインネームスペースのルートのサーバーへ変更します。現在、ホス
ト ns.nic.ddn.mil が使用されています(このコマンドは lserverns.nic.ddn.mil と同義
です)。ルートサーバーの名前は、set root コマンドで変更できます。

policy スイッチ設定ファイルから読み取られた方針をプリントアウトします。ファイルの中で指定さ
れているネームサービスの数、およびネームサービスが使用される順序と基準が表示されま
す。基準の４つの状態は、角括弧の中の４つの桁によって表されます。状態の順序は、
SUCCESS、NOTFOUND、UNAVAIL、TRYAGAINです。基準の２つのアクションは、４つの
状態桁で使用される２つの文字によって表されます。R はリターンを表し、C は続行を表し
ます。２つのソースの間で基準が指定されていない場合、各状態のデフォルトアクションは次
のとおりです。

SUCCESS= return
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NOTFOUND= continue

UNAVAIL= continue

TRYAGAIN= continue

finger [ name ] [> filename ]

finger [ name ] [>> filename ]

現在のホスト上のフィンガーサーバーと接続します。現在のホストはホストに対する以前の検
索が正常でありアドレス情報を戻した場合、定義されます (set querytype=A コマンドを
参照)。name はオプションです。> および >> は、通常の方法で出力をリダイレクトするの
に使用できます。

ls [ option ] domain [> filename ]

ls [ option ] domain [>> filename ]

domain で利用可能な情報をリストし、オプションで filename の新規作成または filename へ
追加を行ないます。デフォルトの出力には、ホスト名およびインターネットアドレスが含まれ
ます。option は以下のうちの１つが選択可能です。

−t querytype 指定したタイプのレコードをすべてリストします (以下の querytype を参
照)。

−a ドメインのホストのエイリアスをリストします (−t CNAME と同義)。

−d ドメインのレコードをすべてリストします (-t ANY と同義)。

−h ホスト CPU およびドメインのオペレーティングシステムの情報をリストし
ます (−t HINFO と同義)。

−s ドメインのホストのウェルノウサービスをリストします (-t WKS と同義)。

出力がファイルに送られると、サーバーから受け付けられる50レコードごとに # 文字がプリ
ントされます。

view filename more を使って (単一または複数の )前の ls コマンドの出力をソートしてリストします
(more(1) を参照)。

help

? コマンドの短い要約をプリントします。

exit プログラムを終了します。

reset 設定されているネームサービススイッチ方針を使用する状態に戻し、元のネームサーバーを使
用するようにリセットします。

set keyword[=value ]

このコマンドは、検索に影響を与える状態の情報を変更するのに使用します。有効なキーワー
ドは以下のとおりです。
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all set に対する各種オプションの現在の値をプリントします。現在のデフォル
トサーバーおよびホストに関する情報もプリントされます。

cl[ass]=value 問合わせクラスを以下のうちの１つに変更します。

IN インターネットクラス

CHAOS Chaosクラス

HESIOD MIT Athena Hesiodクラス

ANY ワイルドカード (上記のいずれか)

クラスは情報のプロトコルグループを指定します。 (デフォルト = IN)

[no]deb[ug] デバッギングモードをオンにします。サーバーに送られるパケットおよび結
果の回答について詳細な情報がプリントされます。 (デフォルト = nodebug)

[no]d2 徹底的なデバッギングモードをオンにします。本質的に、各パケットのすべ
てのフィールドはプリントされます。 (デフォルト = nod2)

[no]def[name]

設定すると、デフォルトドメインネームを単一の構成要素検索要求に追加し
ます (つまりピリオド文字がないもの)。 (デフォルト = defname)

do[main]=name

デフォルトドメインネームを name に変更します。デフォルトドメインネー
ムは、defname および search オプションの状態に応じて、検索要求に追
加されます。ドメインサーチリストは、その名前に少なくとも２つの構成要
素を持つ場合、デフォルトドメインの親が含まれます。たとえば、デフォル
トドメインが CC.Berkeley.EDU ならば、サーチリストは CC.Berke-

ley.EDU および Berkeley.EDU です。異なるリストを指定するには、
set srchlist コマンドを使用します。リストを表示するには、set all

コ マ ン ド を 使 用 し ま す。 ( デ フォ ル ト = ホ ス ト 名 の 値、
/etc/resolv.conf または LOCALDOMAIN)

[no]ig[nore] 切捨てエラーを無視します。 (デフォルト = noignore)

q[uerytype]=value

ty[pe]=value 問合わせから戻される情報のタイプを以下のうちの１つに変更します。

A ホストの IPv4 アドレス

AAAA ホストの IPv6 アドレス

ANY すべてのタイプのデータ

CNAME エイリアスの標準名
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GID グループID

HINFO ホストCPUおよびオペレーティングシステムタイプ

MB メールボックスドメイン名

MG メールグループメンバー

MINFO メールボックスまたはメールリスト情報

MR メールリネームドメイン名

MX メール交換

NS 指定したゾーンのネームサーバー

PTR 問合わせがインターネットアドレスならばホスト名、そうでなけ
れば他の情報へのポインター

SOA 権限レコードの先頭

TXT テキスト情報

UID ユーザーID

UINFO ユーザー情報

WKS 有名なサービス説明

po[rt]=value デフォルト TCP/UDP ネームサーバーポートを value に変更します。 (デ
フォルト = 53)

[no]rec[urse]

情報がなければ、他のサーバーについて問い合わせるネームサーバーを表示
します。 (デフォルト = recurse)

ret[ry]=number

再試行の数を number に設定します。要求に対する応答が (set timeout

と交換された)ある時間内に受け付けられない際、タイムアウト期間は２倍に
され要求は再送されます。再試行値は、中止する前に何回要求が再送される
かを制御します。 (デフォルト = 4)

ro[ot]=host ルートサーバーの名前を host に変更します。これは root コマンドに影響
を与えます。 (デフォルト = ns.nic.ddn.mil)

[no]sea[rch] 検索要求に少なくとも１つのピリオドがあるが後続のピリオドで終了しない
場合、応答が受け付けられるまでドメインサーチリストのドメイン名を要求
に追加します。hostname(5) を参照してください。 (デフォルト = search)
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srchl[ist]=name1/name2/...

デフォルトドメイン名を name1 に、ドメインサーチリストを name1,

name2 などに変更します。スラッシュ (/ ) で区切られる最大６の名前が指
定できます。たとえば、

set srchlist=lcs.MIT.EDU/ai.MIT.EDU/MIT.EDU

はドメインを lcs.MIT.EDU に設定し、サーチリストを３つの名前にしま
す。このコマンドは、set domain コマンドのデフォルトドメイン名およ
びサーチリストに置き換えます。リストを表示するには、set all コマン
ド を 使 用 し ま す。 ( デ フォ ル ト = ホ ス ト 名 に 基 づ い た 値
/etc/resolv.conf または LOCALDOMAIN)

[no]swtr[ace] このフラグを設定すると、nslookup は名前の分解またはアドレス検索に使
用されるソースに関する情報をプリントアウトします。このフラグは、ス
イッチ方針によって生成された動作をトレースします。 (デフォルト =

noswtrace)

t[imeout]=number

応答を待機する初期タイムアウト間隔を number 秒に変更します。それぞれ
の再試行は、タイムアウト期間を２倍にします。 (デフォルト = ５秒)

[no]v[c] 要求をサーバーに送信する際、常に仮想回路を使用します。 (デフォルト =

novc)

/etc/nsswitch.conf に hosts エントリーが存在しない場合や、/etc/nsswitch.conf ファイルが存
在しない場合の nslookup のデフォルト動作は、次のようになります。

hosts: dns nis files

診断
検索要求が正常ではなかった場合、エラーメッセージがプリントされます。起こり得るエラーは以下のとおり
です。

Time-out サーバーは、ある一定の時間 (set timeout=value で設定した) 後の要求、および数
回の再試行 (set retry=value で設定した) に応答しなかった場合

No response from server

ネームサーバーがサーバーマシン上で動作していない場合

No records ホスト名は有効だが、サーバーにはホストの現在の問合わせタイプのリソースレコー
ドがない場合。問合わせタイプは、set querytype コマンドで指定します。

Non-existent domain

ホストまたはドメインネームが存在しない場合
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Connection refused

Network is unreachable

ネームサーバーへの接続は、現在行うことができなかった場合

Server failure

ネームサーバーが、そのデータベースに内部矛盾を発見し、有効な応答を戻すことが
できなかった場合

Refused ネームサーバーが要求を拒絶した場合

Format error

ネームサーバーに対する、要求パケットが適切なフォーマットでなかった場合

著者
nslookup はカリフォルニア大学バークレイ校で開発されました。

ファイル
/etc/resolv.conf 初期ドメイン名およびネームサーバーアドレス
$HOME/.nslookuprc ユーザーの初期オプション

参照
named(1M), resolver(3N), nsswitch.conf(4), resolver(4), hostname(5)

RFC1034, RFC1035
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名称
nsquery − ネームサービススイッチバックエンドライブラリを検索します。

構文
nsquery lookup_type lookup_query [lookup_policy]

DESCRIPTION
nsquery コマンドを使うと、gethostbyname()、gethostbyaddr()、getpwnam()、getpwuid()、
getgrnam()、getgrgid() の各関数呼び出しへの応答を戻すネームサービスを見つけることができます。
このアプリケーションは、ネームサービススイッチを認識し、/etc/nsswitch.conf ファイルに設定されて
いる方法に従って検索します。次の検索方法を選択できます。

hosts ホスト名または、IP アドレスを検索します。

passwd ユーザー名または、UID を検索します。

group グループ名または、GID を検索します。

ホスト名、IP アドレス、ユーザー名、ユーザー ID、グループ名、グループ ID のいずれかを検索することが
できます。

ライブラリは、nsswitch.conf(4) ファイルに指定された、有効な検索方法に従って検索されます。指定さ
れた検索方法が無効な場合は、デフォルトの方法に従って検索されます。

デフォルトの検索方法は、以下のとおりです。

hosts dns [NOTFOUND=return TRYAGAIN=return] nis [NOTFOUND=return] files

passwd files nis

group files nis

nsquery は、選択されている検索方法、検索されるサービス名、および検索結果を表示します。

正しい検索結果が得られた場合は、指定した形式で検索結果が表示されます。

注記
SUCCESS のデフォルトの動作を変更しないようお勧めします。

例
nsquery hosts hondo

nsquery hosts 15.204.204.204 "dns files"

nsquery passwd dog "nisplus"

nsquery passwd 105

nsquery group wayne "nis [NOTFOUND=RETURN] files"
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nsquery group 22

戻り値
0: 成功

1: 使用法が間違っています。

2: 認識不可能なアクションです。

3: 検索対象のネームサービスには、条件に一致するものが見つかりませんでした。

著者
nsquery は、HP が開発しました。

参照
nsswitch.conf(4)
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名称
nsupdate − DNS動的更新ユーティリティ

構文
nsupdate [−d] [−v] [−y keyname:secret | −k keyfile]

説明
nsupdate は、RFC2136に定義されている動的DNSの更新要求を、ネームサーバーに送信するときに使用し
ます。これにより、ゾーンファイルを手動で編集せずに、リソースレコードをゾーンに追加したり、ゾーンか
ら削除したりできます。 1つの更新要求に、2つ以上のリソースレコードを追加したり削除したりする要求を
記述できます。

nsupdate やDHCPサーバーによって動的に制御されているゾーンを手動で編集しないでください。手動で
編集した場合、動的な更新と衝突し、データが失われることがあります。

nsupdate で動的な追加や削除が行われるリソースレコードは、同じゾーンになくてはなりません。要求は
ゾーンのマスターサーバーに送られます。これは、ゾーンのSOAレコードにあるMNAMEフィールドで識別さ
れます。

オプション
−d このオプションは、 nsupdate をデバッグモードで動作させます。これは、実行される更

新要求と、ネームサーバーから受け取った返信に関するトレース情報を提供します。

トランザクション署名(TSIG)を使って動的DNS更新を認証できます。これは、RFC2845

で説明されているタイプのTSIGリソースレコードを使用します。この署名は、 nsupdate

とネームサーバーだけが知ることのできる共有シークレットに依存しています。現時点で
は、TSIGでサポートされている暗号化アルゴリズムはHMAC-MD5だけです。これは
RFC2104に定義されています。

TSIGに他のアルゴリズムが定義された場合、アプリケーションはお互いを認証するため、
適切なアルゴリズムとキーを確実に選択する必要があります。たとえば、適当な key{}

ステートメントと server{} ステートメントが /etc/named.conf に追加され、ネーム
サーバーが適切な秘密鍵とアルゴリズムを、TSIG認証を使用するクライアントアプリケー
ションの IP アドレスに関連付けることができるようになります。 nsupdate は
/etc/named.conf を読み出しません。

−k このオプションは、動的DNSの更新要求を認証するのに必要な共有シークレットを提供す
るのに使われます。このオプションにより、 nsupdate は keyfile が指すファイルから共
有シークレットを読み出します。ファイル名は Kname.+157.+random.private という
形式です。歴史的な理由により、 Kname.+157.+random.key という名前のファイルも
存在しなければなりません。このオプションは、 −y オプションと相互に排他的です。

−v このオプションを指定すると、 nsupdate は、更新要求をネームサーバーに送信するのに
TCP接続を使用します。デフォルトでは、 nsupdate が更新要求を送信する際には、
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UDPが使用されます。更新要求をバッチで行う場合は、この設定をお奨めします。

−y このオプションは、 keyname:secret で指定した値から署名を生成するときに使われます。
keyname はキーの名称、 secret はbase64で符号化された共有シークレットです。 −y オ
プションの使用は、共有シークレットがプレーンテキストでコマンド行引き数に与えられ
るので、お奨めできません。これは、 ps(1) の出力や、ユーザーのシェルが保守している履
歴ファイルで見ることができます。

入力フォーマット
nsupdate は、コマンドを標準入力から読み取ります。各コマンドは、入力の1行ごとに与えられます。コマ
ンドの中には、管理目的で用意されているものがあります。それ以外は、更新の命令か、ゾーンの内容の前提
チェックです。このチェックは、ある名称やリソースレコードのセット(RRset)が、そのゾーンで存在するか
どうかの条件を設定します。更新要求のすべてを成功させるには、こうした条件が満たされなければなりませ
ん。前提条件のテストに失敗すると、更新は拒否されます。

各更新要求は、0個以上の前提条件と、0個以上の更新からなります。これにより、指定されたリソースレコー
ドがゾーンに存在するかどうかに応じて、適切に認証された更新要求が実行されます。空の行を入力すると、
蓄積されたコマンドが動的DNSの更新要求としてネームサーバーに送信されます。

コマンドのフォーマットとその意味は次のとおりです。

server servername port

すべての動的更新要求を、 servername が指すネームサーバーに送信します。
server ステートメントが与えられない場合、 nsupdate は更新を正しいゾーンの
マスターサーバーに送信します。ゾーンのSOAレコードにあるMNAMEフィールド
が、そのゾーンのマスターサーバーを識別します。 port は、 servername で指定し
たサーバーにある、動的更新要求が送信されるポート番号です。ポート番号が指定さ
れない場合、デフォルトのDNS用ポート番号である53が使用されます。

zone zonename

すべての更新を、 zonename が指定するゾーンに対して行うことを指定します。
nsupdate は、 zone ステートメントが与えられない場合、更新するべき正しい
ゾーンを、他の入力を元にして判定しようと試みます。

prereq nxdomain domain-name

domain-name で指定したドメインに、どのようなタイプのリソースレコードも存在
してはならない、という条件を指定します。

prereq yxdomain domain-name

domain-name で指定したドメインに、リソースレコードが存在しなければならない
(タイプを問わず、少なくともリソースレコードが1つある )という条件を指定しま
す。
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prereq nxrrset domain-name class type

domain-name のドメインに、 type のタイプ、 class のクラスのリソースレコードが
存在しない、という条件を指定します。 class が省略された場合、 IN (インター
ネット)が仮定されます。

prereq yxrrset domain-name class type

domain-name のドメインに、 type のタイプ、 class のクラスのリソースレコードが
存在しなければならない、という条件を指定します。 class が省略された場合、IN (

インターネット)と仮定されます。

prereq yxrrset domain-name class type data...

この形式の前提条件では、 type、 class、 domain-name の同じセットから、 data

が指すデータを結合、RR(リソースレコード)のセットを形成します。そのRRのセッ
トは、そのゾーンに存在する、指定された type、 class、 domain-name のRRの
セットと、正確に一致しなければなりません。 data に指定したデータは、リソース
レコードのRDATAの標準テキスト表現で書き込まれます。

update delete domain-name class type data...

domain-name のドメイン名を持つリソースレコードをすべて削除します。種類と
データが type と data に提供されると、それに合致するリソースレコードだけが削除
されます。 class にクラスが指定されない場合、インターネットクラス (IN) が仮定
されます。

update add domain-name ttl class type data..

ttl、 class、 data に指定したTTL、クラス、データを持つリソースレコードを新し
く追加します。

local address port

動的更新要求をすべて、ローカルアドレスで送信します。 local ステートメントが
与えられない場合、 nsupdate は、システムが選択するアドレスとポートで更新を
送信します。 port を付加して、要求を送信するのに特定のポートを使わせることが
できます。ポート番号が指定されない場合は、システムが割り当てます。

key name secret

すべての更新が、 keyname と keysecret の組み合わせを使ってTSIGで署名されなけ
ればならないことを指定します。 key コマンドは −y や −k を使ってコマンド行で
指定したキーを変更します。

show 現在のメッセージを表示します。これには、最後の send 処理後に指定された、すべ
ての前提条件と更新が含まれます。

send 現在のメッセージを送信します。これは、空の行を入力するのと等価です。
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例
次の例で、 nsupdate を使って、 example.com ゾーンでリソースレコードを追加、削除する方法を示しま
す。それぞれの例の入力には最後に空の行が続きます。それによって、一連のコマンドが1つの動的更新要求
として example.com のマスターネームサーバーに送信される、ということに注意してください。

# nsupdate

> update delete oldhost.example.com A

> update add newhost.example.com 86400 A 172.16.1.1

>

oldhost.example.com のAレコードはすべて削除されます。172.16.1.1というIPアドレスのAレコードが1

つ、 newhost.example.com に追加されます。新しく追加されるレコードのTTLは1日(86400秒)です。

# nsupdate

> prereq nxdomain nickname.example.com

> update add nickname.example.com CNAME somehost.example.com

>

前提条件によりネームサーバーは、 nickname.example.com にリソースレコードがまったくないことを確
認します。 1つでもあった場合、更新要求は失敗します。この名前が存在しない場合、それに対するCNAME

が追加されます。これにより、CNAMEレコードが追加される際、RFC1034に記述されている、ある名称が
CNAMEに存在する場合は他のタイプのレコードとしてその名称が存在してはならない、というルールに従う
ことになります。

(RFC2535でこのルールはDNSSEC向けに更新され、CNAMEがSIG、KEY、NXTのレコードを持つことが
できるようになりました)

警告
TSIGのキーは2つの別々のファイルに重複して保存されます。これは、 nsupdate が暗号化処理でDSTライ
ブラリを使っているためで、将来は変更される可能性があります。

ファイル
/etc/resolv.conf デフォルトネームサーバーを識別するのに使用

Kname.+157.+random.key dnssec-keygen が作成したHMAC-MD5キーをbase64で符号化し
たもの

Kname.+157.+random.private dnssec-keygen が作成したHMAC-MD5キーをbase64で符号化し
たもの
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参照
named(1M), dnssec-keygen(1)

RFC2136, RFC2137, RFC2104, RFC2845, RFC1034, RFC2535
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名称
od, xd − 8進および16進ダンプ

構文
od [-v] [-A address_base ] [-j skip ] [-N count ] [-t type_string ] ... [ file ... ]

xd [-v] [-A address_base ] [-j skip ] [-N count ] [-t type_string ] ... [ file ... ]

以下の POSIX以前の使用法もサポートされています。

od [-bcdosx] [ file ] [ [+] [0x]offset[.] [b] ]

xd [-bcdosx] [ file ] [ [+] [0x]offset[.] [b] ]

説明
od および xd は単一または複数の入力 file を連結し、その内容をユーザー指定のフォーマットで標準出力に
書き出します。 file を指定しなければ、標準入力が使用されます。

オプションおよび引き数
od および xd は以下のオプションおよびコマンド行引き数を認識します。

-A address_base 入力オフセットベースを指定します。 address_base は、どのフォーマットでオフ
セットベースが書き出されるかを定義する1文字です。

d 10進フォーマット
o 8進フォーマット
x 16進フォーマット
n オフセットを書き込みません。

-j skip 入力の先頭から skip バイト、ジャンプします。 od は連結された入力ファイルで
最初の skip バイトをシークします。結合された入力の長さが skip バイトより小
さければ、診断メッセージを標準エラーに書き出し、非ゼロの終了ステータスで
終了します。デフォルトでは、 skip は 10進の数値と解釈されます。 skip に先行
する 0x または 0X がある場合、それは 16進の数値と解釈されます。先行する 0

は、 skip が 8進の数値であることを示します。

skip の値に b, k, または m が後続する場合、それぞれ512、1024、または
1048576の倍数と解釈されます。

-N count 入力の count バイトのみをフォーマットします。

デフォルトでは、 count は 10進の数値と解釈されます。先行する 0x または 0X

は、 count が 16進の数値であることを示します。先行する 0 は、 8進の数値と
識別します。

入力の count バイトが利用可能ではない( -jskip を指定して、正常にスキップし
た後)場合、利用可能な入力はフォーマットされます。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 145



od(1) od(1)

-t type_string type_string は、入力データを書き出す際に使われるタイプを定義する文字列で
す。

この文字列には、任意の以下のタイプ指定文字を含めることができます。

a 指定した文字
c 文字
d 符号付き10進数
f 浮動小数点数
o 8進数
u 符号なし10進数
x 16進数

タイプ指定文字 d, f, o, u, x の後には、符号なし10進整数を続けて、出力タイプ
の各インスタンスによって変換されるバイト数を指定できます。また、オプショ
ンの C, S, I, L のいずれかを後に続けて適用される変換 (それぞれ char, short,

int, long に対応)を指示することもできます。

タイプ指定文字 f の後にオプションの F, D, L のいずれかを続けて、それぞれ
float, double, long double 型の項目への変換の適用を指示することができます。

複数のタイプを同じ type_string の中で連結できます。また複数の -t オプショ
ンの指定もできます。出力行は、タイプ指定文字を指定した順番で、指定したタ
イプごとに書き出されます。

-v すべての入力データを書き出します。 -v オプションがないと、(バイトオフセッ
トを除いて)直前の出力行グループと同一の任意個数の出力行グループがアスタリ
スク (*) のみの行で置き換えられます。

file 処理対象の単一または複数の入力ファイルのパス名。 file を指定しないと、標準
入力が使用されます。

入力ファイルは、任意のファイルタイプが可能です。

POSIXより前の使用法の説明
od および xd は、最初の引き数により選択した単一または複数のフォーマットで file をダンプします。最初
の引き数がなければ、デフォルトは od では -o 、 xd では -x です。オフセットフィールドは、それぞれ
の行の先頭に挿入されます。 od の場合はオフセットは8進数で、 xd の場合はオフセットは16進数です。

オプション
od および xd は以下のフォーマットオプションを認識します。

-b 8進(16進)でバイトを解釈します。

-c ASCII でバイトを解釈します。一部の非グラフィック文字 null=\0, backspace=\b, form-

feed=\f, new-line=\n, return=\r, tab=\t は、Cエスケープとなります。その他は3桁の8進
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数として表示されます。

-d 10進で16ビットワードを解釈します。

-o 8進で16ビットワードを解釈します。

-s 符号付き10進で16ビットワードを解釈します。

-x 16進で16ビットワードを解釈します。

file は、どのファイルがダンプされるかを指定します。 file を指定しなければ、標準入力が使用されます。

offset はダンプが始まるファイルのオフセットを指定し、通常は8進数のバイトとして解釈されます。解釈は以
下のように変更できます。

• ファイル引き数を省略する場合は、 offset の前に + を付けなければなりません。
• offset の前に 0x があると16進で解釈されます。
• offset の後に . があると10進数で解釈されます。
• offset の後に b があると512バイトブロックで解釈されます。

ダンプはエンドオブファイルまで続きます。

例
入力ファイル file1 からデータを変換することにより、16進数のバイトおよび対応する8進数の値を、1行
に16バイトのブロックで標準出力に書き出します。

od -tx1oC file1

以下のコマンドは、ファイル file1 のデータを15バイトオフセットから100バイト変換し、 character,

signed decimal integer, float 型の順で、それぞれ1行に書き出します。

od -j14 -N100 -tc -tdfF file1

od -j0xe -N100 -tcd4fF file1

16進数で書かれたオフセットで unsigned integer, named character, long double 型を、それぞれ1行出力しま
す。直前の出力行グループと同一の行に対しても強制的に書き出します。

od -v -Ax -tuafL file1

警告
出力フォーマットが浮動小数点型であるとき、つまり、 -t fD, -t fL, または -t f オプションを使用する
とき、以下のような状態が発生します。

• 入力バイトが有効な浮動小数点数に変換できなければ、浮動小数点例外が発生することがありま
す。その場合、出力は複数の非数値文字を内容とする文字列としてプリントされ、プログラムの実
行は続きます。

• 変換に使用する入力バイト数がタイプ指定子文字 d, o, u, または x で1に設定された場合、各バイ
トの最下位7ビットのみが使用されます。
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• -A, -j, -N, -t オプションのうち単一または複数を指定すると、最初の文字がプラス符号 (+) で始
まるオペランドが、または先頭の文字が数値であるオペランドはファイル名として解釈されます。

(XPG4 専用。複数の -bcdox オプションを使って複数タイプを指定することができます。出力行は、タイプ
が指定された順でタイプ毎に書かれます。)

多言語化対応
環境変数

LANG により、未設定の、またはヌルの多言語対応変数に対するデフォルト値が指定されます。 LANG セット
されていない場合、またはヌルの場合は、 "C" ( lang(5) を参照) が使用されます。多言語対応変数の内容が無
効な設定である場合、多言語対応変数がすべて"C"に設定されたものとして od は動作します。 environ(5) を
参照してください。

LC_ALL 空白以外の文字列値にセットすると、その他の全多言語対応変数に対する値が変更されます。

LC_CTYPE により、テキストをシングルバイト文字、マルチバイト文字のいずれで解釈するか、正規表現中の
文字クラスの表現にマッチしたプリント可能の文字として分類するかどうかが決まります。

LC_MESSAGES は、標準エラーに書き込む診断メッセージ、および標準出力に書き込む情報メッセージの
フォーマットと内容を決めるロケールを指定します。

NLSPATH は、 LC_MESSAGES の処理に使用するメッセージカタログの位置を決めます。

サポートされるコードセット
シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。マルチバイトデータはマルチバイト値と
して表示されます。

戻り値
終了値は以下のとおりです。

0 正常終了

>0 エラー状態が発生しました。

参照
adb(1)

標準準拠
od: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
odump − SOM オブジェクトファイル内の情報のダンプ

構文
odump [-option]... file...

説明
odump は、１つ以上の 32 ビット ネイティブコード ファイル (オブジェクトファイル、共有ライブラリと
アーカイブライブラリ、実行可能ファイル) を取り込み、これらのファイルに関する情報をダンプします。

注: odump は SOM 以外の入力ファイルをスキップして、警告を出力します。

$ odump -all /usr/lib/pa20_64/libc.sl

File is not a SOM, skipping: /usr/lib/pa20_64/libc.sl.

オプション
odump オプションの中には、以下の修飾子と同時に使用して、機能を補完したり、追加情報を提供できるも
のがあります。

V (VERIFY) -verifyall オプションと同時に実行した場合に、対応するオプションによって
指定された構造が検証されることを示します。

T (TITLES) -titles オプションと同時に実行した場合に、対応するオプションによって指定
された構造に追加の出力フォーマット情報を提供します。

B (VERBOSE) -verbose オプションと同時に実行した場合に、対応するオプションによって指
定された構造に関して、より詳細な記述メッセージを出力します。

以下の表に、利用可能な機能をオプション別に示します。

odump によって認識されるオプションとその修飾子は、以下のとおりです。

V T B -オプション 説明

- - - -all 一般的に役立つ情報のサブセットを出力 (このオプションの機能
は、オプションの組み合わせ "-header -symbols -spaces

-subspaces" を指定した場合と同等)

V -  - -auxheader SOM 補助ヘッダーを出力
V -  - -auxunwind スタック補助アンワインドテーブルを出力
- - - -compunit コンパイルユニットディクショナリを出力
- - - -doclinetable 最適化コードデバッグ用ラインテーブルを出力
- - - -filtertable 指定フィルターライブラリ用の実装ライブラリリストを出力
- - B -fixups フィックスアップを出力
V -  - -header SOM ヘッダーを出力
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- - - -help このヘルプ画面を出力
V T - -initpointers 初期化ポインターを出力
- - - -linetable 行番号テーブルを出力
- - - -linkmap リンクマップの内容を出力
- - - -linkmapbss リンクマップ bss の内容を出力
- - - -linkmapfile リンクマップオブジェクトファイルテーブルを出力
- - - -linkmapstr リンクマップ文字列テーブルを出力
- - - -loaderfixups ローダーフィックスアップレコードを出力
- - - -lstauxheader LST 補助ヘッダーを出力
- - - -lstexportlist LST エクスポートリストを出力
- - - -lstheader LST ヘッダーを出力
- - - -lstimportlist LST インポートリストを出力
- - - -lstsomdir LST som ディレクトリを出力
- - - -lststringtable LST stringtbl を出力
- - - -nclist その他のオプションを nclist オプションとして処理
- - - -octoutput その他の入力ファイルを OCT 出力として処理
V -  - -recover 復元テーブルを出力
- - - -silent 検証オプションと同時に使用するテーブルを出力しない
- - - -sldatalinktbl 共有ライブラリのデータリンケージテーブルを出力
V -  - -sldlexporthash 共有ライブラリのエクスポートエントリーのハッシュ値を出力
V -  - -sldlheader 共有ライブラリの DL ヘッダーを出力
V -  - -sldlheaderext 共有ライブラリの dl_header_ext 構造体を出力
V -  - -sldlimporthash 共有ライブラリのインポートエントリーのハッシュ値を出力
V -  - -sldlplabelhash 共有ライブラリの plabel エントリーのハッシュ値を出力
V -  - -sldynamrel 共有ライブラリの動的再配置レコードを出力
V -  - -slexportext 共有ライブラリのエクスポートリストの拡張子を出力
V -  - -slexportlist 共有ライブラリのエクスポートリストを出力

- - -slfastbind fastbind テーブルを出力
- - - -slfbdynamrel fastbind 動的再配置リストを出力
- - - -slfbhdr fastbind ヘッダーを出力
- - - -slfbimpexp fastbind インポート/エクスポートリストを出力
- - - -slfblibver fastbind ライブラリのバージョンリストを出力
- - - -slfbmodbound fastbind モジュールバウンドリストを出力

- - -slhashtbl 共有ライブラリのエクスポートハッシュ表を出力
V -  - -slimportlist 共有ライブラリのインポートリストを出力
- T - -slliblist ビルドに使用される共有ライブラリのリストを出力
- - - -sllibloadlist 共有ライブラリのロードリスト (依存関係を含む) を出力
- T - -sllibsearch 共有ライブラリの動的検索ステータスを出力
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V -  - -slmodule 共有ライブラリのモジュールテーブルを出力
V -  - -slmoduledyn 共有ライブラリのモジュールテーブル再配置リストを出力
V -  - -slmoduleimp 共有ライブラリのモジュールテーブルインポートリストを出力
- - - -slproclinktbl 共有ライブラリのプロシージャリンケージテーブルを出力
- - - -slstringtable 共有ライブラリの文字列テーブルを出力
- - - -slunwindhdr 共有ライブラリのアンワインドヘッダーを出力
V -  B -sommap SOM 構造のマップを出力
V -  - -spaces スペースリストを出力
- - - -spstringtable スペースディクショナリ用の文字列テーブルを出力
V -  - -subspaces サブスペースリストを出力
V -  - -symbols 全シンボルを出力
- - - -symstringtable シンボルディクショナリ用の文字列テーブルを出力
- - - -titles 全タイトルのフルネームを出力
- - - -tlssym TLS シンボルリファレンスを出力
- - - -symver バージョン付きシンボルを出力
- - - -toolbssmap リンカーの bss サブスペースマップを出力
- - - -toolcompmap リンカーのコンパイルユニットマップを出力
- - - -toolsubspmap リンカーのサブスペースマップを出力
V T - -unwind スタックアンワインドテーブルを出力
- - - -usage ヘルプ画面を出力
- - - -verbose # 後続テーブルの冗長性レベルを設定、0= デフォルト
- - - -verify 出力前にテーブルの正確さを検証
- - - -verifyall 検証サポートのあるテーブルの正確さを検証
- - - -version 現在のバージョンの日付を出力

戻り値
odump は、以下の値を示して終了します。

0: すべての入力ファイルが正常にリストされました。

>0: odump は、ファイルにアクセスする時にエラーが発生したために中止しました。エラーは、以
下の状況で発生します。

• 指定されたファイルが見つからない。

• ディレクトリの読み取りパーミッションがない。

• プロセスの実行に十分なメモリーがない。

• 無効なオプションが指定された。

多言語化対応
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環境変数
以下の変数が、odump の実行に影響します。

SHLIB_PATH 共有ライブラリの検索に使われるパス名をコロンで区切ったリスト。−sllibsearch オプ
ション、および −sllibloadlist オプションによって使用されます。

例
実行可能ファイルのコンパイルに使用するコンパイラオプションとバージョンを調べる場合:

$ odump -compunit a.out

SHLIB_PATH が設定されている場合でも、プログラムによってロードされる共有ライブラリ (.sl) をリストす
る場合:

$ odump -sllibload a.out

データ、bss、スタック、その他の領域を保持するためにプログラムが Quadrant 2 内に必要とするスペース
を調べるには、 som_exec_auxhdr 内の値を調べます。

$ odump -auxheader a.out

Auxiliary Header Record (HP-UX) for a.out:

mandatory = 0 copy = 0

append = 0 ignore = 1

type = 4 length = 40

exec_tsize = 0x000023ec exec_tmem = 0x00001000

exec_tfile = 0x00002000 exec_dsize = 0x00001000

exec_dmem = 0x40001000 exec_dfile = 0x00005000

exec_bsize = 0x3bfff120 exec_entry = 0x000029c8

exec_flags = 0x00000004 exec_bfill = 0x00000000

プログラムが -O による最適化のためではなく、-g によるデバッグのためにビルドされたかどうかを調べる
には、$DEBUG$ スペース ($DEBUG$ の代わりに $PINFO$ を表示するためにビルドされたプログラム) を検
索します。

$ odump -spaces a.out

Space dictionary for a.out:

Ind LDPIT Sort Space Subspaces Ldr Fixups Init Ptrs Name

0 LD... 8 1 0 8 -1 0  0 1 $TEXT$

1 LDP.. 16 0 8 9 -1 0  1 1 $PRIVATE$

2 .DP.. 80 2 17 5  -1 0  -1 0 $DEBUG$

著者
odump は、HP により開発されました。
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参照
システムツール

ld(1) リンクエディターを実行

その他
a.out(4) アセンブラ、コンパイラ、およびリンカー出力
elfdump(1) ELF オブジェクトフォーマット用のダンプユーティリティ
elf (3E) 実行可能およびリンクフォーマット

テキストおよび指導書
『HP-UX リンカー & ライブラリーオンラインユーザーズガイド』

(+help オプションを参照)

『HP-UX リンカー & ライブラリーユーザーズガイド』
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名称
on − ローカルと同様の環境でのリモートホストにおけるコマンドの実行

構文
on [-i -n] [-d] host [ command [ argument ] ... ]

説明
on は、ユーザーの起動側環境と同様の環境を使用してリモートホスト上でコマンドを実行します。

host はコマンドを実行するホストの名前を指定します。

command

は host 上で実行するコマンドを指定します。

command を指定しないと、on は host 上でシェルを起動します。argument ... は command の引き数のリ
ストです。

ユーザーの環境変数はリモートホストにコピーされ、ユーザーの現在のワークディレクトリがあるファイルシ
ステムは、リモートホスト上でマウントされる NFS です (nfs(7) を参照)。コマンドは、ユーザーの現在の
ワークディレクトリのあるリモートホスト上で実行されます。

ユーザーの現在のワークファイルシステム内でファイルシステムオブジェクトを参照する相対パス名を使用し
たコマンドは、クライアント上でコマンドを実行するのと同じ動作になります。ファイルシステム境界間に渡
る相対パス名を使ったコマンド、または絶対パス名を使ったコマンドの動作は、リモートホストのファイルシ
ステムの構成に依存します。

また、環境変数を暗黙的または明示的に使用しても、コマンドの動作はリモートホストのファイルシステムの
構成に依存します。例えば、$PATH 環境変数の内容は通常、絶対パス名です。

リモートコマンドの標準入力、出力、およびエラーは、クライアント上の適切なファイル記述子に接続されま
す。

リモート実行デーモン (rexd) により、root がリモートコマンドを実行するのは許可されません。

シグナル SIGINT, SIGTERM, および SIGQUIT はリモートコマンドに伝送されます。SIGTSTP および
SIGSTOP はリモートコマンドでは無視されます。その他のシグナルはすべて on コマンドに送られます。

リモートコマンドを実行するためには、リモートホストは rexd を実行するための設定にされていなければな
りません (rexd(1M) を参照)。

オプション
on が認識するオプションは以下のとおりです。

-i 対話モード。このオプションは、vi, ksh, または more のようなターミナルと通信しなけれ
ばならないコマンドに必要です。ターミナルモードの変化は、rexd サーバーに伝送されま
す。対話型 on コマンドの標準入力は、tty装置でなければなりません。-i および -n オプ
ションは互いに排他的です。
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-d デバッグモード。on コマンドの始動時の診断メッセージをプリントします。特定のホストに
対する on コマンドが異常終了した場合、これらのメッセージは、設定上の問題を検出する
のに便利です。

-n 入力なしモード。このオプションにより、リモートコマンドが標準入力から読み込む際に、
on コマンドの標準入力をリモートコマンドの標準入力に接続する代わりに、ファイルの終わ
り (EOF) を受け取るようになります。バックグラウンドでコマンドを実行する際、-n オプ
ションが必要です。-n および -i オプションは互いに排他的です。

診断
on: unknown host host

ホスト名 host はホストデータベースで見つかりませんでした。

on: cannot connect to server on host

ホストがダウンしているか、ネットワークに到達不能か、rexd が実行されていないかのいずれか
です。

on: can’t find current_dir

ユーザーの現在のワークディレクトリ ( current_dir ) を探す際に問題が発生しました。

on: can’t locate mount point for current_dir

ユーザーの現在のワークディレクトリ ( current_dir ) のマウントポイントを調べる際に問題が発生
しました。

on: standard input (stdin) is not a tty

-i オプション付の on コマンドの標準入力(stdin)は、tty装置ではありません。

on server: rexd: message

サーバー server に発生したエラーは、クライアントに伝送されます。これらのメッセージは、
rexd(1M) の「診断」セクションにドキュメントがあります。

著者
on は、Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

参照
exports(4), rexd(1M)
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名称
pack, pcat, unpack − ファイルの圧縮および展開

構文
pack [−] [−f] name ...

pcat name ...

unpack name ...

説明
pack は、指定ファイルを圧縮形式でストアします。可能な場合は常に各入力ファイル name では、所有権、
モード、アクセス、修正時刻が同じパック化ファイル name.z で置き換えられます。−f オプションでは
name を強制的にパックします。これは、パックしてもむだなファイルがある場合でも、ディレクトリ全体を
パックするのに便利です。pack が正常終了すると、name は削除されます。パック化ファイルは、unpack

または pcat を使って元の形式にリストアすることができます。

pack はバイトベースでHuffman(最小冗長)コードを使用します。− 引き数を使用すると、内部フラグがセッ
トされ、各バイトの使用回数、その相対頻度、バイトのコードが標準出力にプリントされます name の代わり
に、さらに − を使用すると、内部フラグがセットおよびリセットされます。

得られる圧縮量は、入力ファイルのサイズおよび文字の頻度分布によって異なります。デコードツリーが各
.z ファイルの最初の部分を形成するため、プリンタープロットまたは写真のように文字の頻度分布が偏って
いない限り、通常３ブロックより小さいファイルをパックしても有益ではありません。

通常、テキストファイルは元のサイズの 60 ～ 75% に縮小されます。より大きな文字セットを使用し、文字の
分布がより均一なロードモジュールはあまり圧縮されず、パック化バージョンは元のサイズの約 90% になり
ます。

pack は圧縮できなかったファイルの数である値を戻します。

以下の場合に、パックは行われません。

• ファイルがすでにパックされていると考えられる場合
• ファイル名が13文字以上であり、ファイルシステムが短いファイル名システムとして設定されている場
合

• ファイルにリンクがある場合
• ファイルがディレクトリである場合
• ファイルをオープンできない場合
• ファイルが空である場合
• ディスク記憶ブロックがパックによって節約されない場合
• すでに name.z というファイルがある場合
• .z ファイルを作成できない場合
• 処理中にI/Oエラーが発生した場合

短いファイル名システムでは、ファイル名の最後の部分は、.z 拡張子を追加できるように12文字までしか含
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んではなりません。ディレクトリを圧縮することはできません。

pcat とパック化ファイルの関係は cat(1) と通常ファイルの関係と同じです。ただし、pcat はフィルターと
して使用できません。指定したファイルはアンパックされ、標準出力に書き込まれます。したがって、
name.z という名前のパック化ファイルを表示するには以下のようにします。

pcat name.z

または、単に以下のようにします。

pcat name

name.z という名前のパック化ファイルから name.z を破壊せずに、アンパック化コピー (file という名前
の) を作成するには、以下のコマンドを使用します。

pcat name >file

pcat は、アンパックできなかったファイルの数を戻します。以下の場合は異常終了します。

• ファイル名 (.z を除く) が13文字以上である場合
• ファイルをオープンできない場合
• ファイルが pack によって作成されたと思われない場合

unpack は、pack によって作成されたファイルを展開します。コマンドで指定されたファイル name ごと
に、 name.z (または name が .z で終わっている場合は単に name) というファイルが検索されます。この
ファイルがパック化ファイルであると思われる場合には、その展開バージョンで置き換えられます。新しい
ファイルは、その名前から .z サフィックスが除去されます。新しいファイルのアクセスモード、アクセスお
よび修正の日付、所有者はパック化ファイルと同じです。

unpack は、アンパックできなかったファイルの数である値を戻します。異常終了は、pcat と同じ場合、お
よび以下の場合に発生します。

• すでに「アンパックされた」名前があるファイルが存在する場合
• アンパックされたファイルを作成できない場合

アクセス制御リスト(ACL)
pack は、圧縮および展開の際、ファイルのアクセス制御リストにある項目をすべて保持します (acl(5) を参
照)。

制約
NFS

ネットワーク化ファイルのオプションのアクセス制御リスト項目は、 (st_mode で戻されているように )

stat() によって要約されますが、新しいファイルにはコピーされません (stat(2) を参照)。

警告
このコマンドは、X/Open標準から廃止されます。このコマンドを使用しているアプリケーションは、異機種
のシステムへは移植できない可能性があります。pack の替わりに compress ユーティリティを使用される

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 2 −  Hewlett-Packard Company 157



pack(1) pack(1)

ことを推奨します。次のような利点があります。

• 出力ファイルを作成するために使われるアルゴリズムは、ファイルサイズを縮小する場合に、常に有効で
す。

• 圧縮ユーティリティは、名前の付いたレギュラーファイルではなく、標準出力からのデータを圧縮できま
す。したがって、パイプラインで有効です。

zcat を pcat の替わりに、uncompress を unpack の替わりに使用されることを推奨します。

参照
cat(1), compact(1), compress(1), acl(5)

標準準拠
pack: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3

pcat: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3

unpack: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3
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名称
parstatus − ハードパーティション対応システムの情報の表示

構文
parstatus

[ [ -u username:[passwd] -h IPaddress|hostname ]

| [ -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ] ]

parstatus -s

[ [ -u username:[passwd] -h IPaddress|hostname ]

| [ -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ] ]

parstatus -w [-M]

[ -u username:[passwd] -h IPaddress|hostname ]

parstatus -X

[ [ -u username:[passwd] -h IPaddress|hostname ]

| [ -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ] ]

parstatus -C|-I [-A] [-M]

[ [ -u username:[passwd] -h IPaddress|hostname ]

| [ -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ] ]

parstatus -B|-P [-M]

[ [ -u username:[passwd] -h IPaddress|hostname ]

| [ -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ] ]

parstatus -i I/Ochassis [-i I/Ochassis]... [-M]

[ [ -u username:[passwd] -h IPaddress|hostname ]

| [ -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ] ]

parstatus -c cell [-c cell]... [-V|-M]

[ [ -u username:[passwd] -h IPaddress|hostname ]

| [ -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ] ]

parstatus -b cabinet [-b cabinet]... [-V|-M]

[ [ -u username:[passwd] -h IPaddress|hostname ]

| [ -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ] ]

parstatus -p PartitionNumber [-p PartitionNumber]... [-V|-M]

[ [ -u username:[passwd] -h IPaddress|hostname ]

| [ -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ] ]

parstatus -T

[ [ -u username:[passwd] -h IPaddress|hostname ]

| [ -g [ passwd] -h IPaddress|hostname ] ]
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説明
parstatus コマンドは、システムに関する情報を表示します。引き数を指定しない場合は、ローカルシステ
ムに物理的に存在する主要コンポーネントがすべて表示されます。あるコンポーネントに関する情報のみが出
力されるように制限するには、コンポーネント (セル、I/O シャーシ、キャビネット、またはパーティション)

を指定します。-u オプションまたは -g オプションを指定すると、リモートシステムにアクセスすることが
できます。

parstatus コマンドは、ハイパースレッド情報も表示します (サポートされているプラットフォームのみ)。
ハイパースレッド機能を有効または無効にする方法についての説明は、cplxmodify(1M)、parcreate(1M)、お
よび parmodify(1M) のマンページを参照してください。

このマンページで使用しているパーティション管理関連の用語の詳細については『HP システムパーティショ
ン ガイド』を参照してください。パーティション管理コマンドの一覧については、partition(5) を参照してく
ださい。

オプションおよび引き数
parstatus は、以下のコマンド行オプションと引き数を認識します。

-s コマンドを実行しているシステムが、ハードパーティション対応プラットフォームかどうかを示し
ます。オプションが指定されている場合、コマンドは正常終了または異常終了するだけで (戻り値
参照)、STDOUT または STDERR には何も表示されません。

-u username:[passwd]

ローカルパーティション以外のパーティションにアクセスするために必要な認証を指定します (

ローカルパーティションへのループバックアクセスとして使用することもできます)。コンプレック
スの属性が表示されれば、対象パーティションはそのコンプレックス上に存在します。

このオプションを使用する場合は、-h オプションも使用する必要があります。

username には、ターゲットパーティション上に構成されたユーザー名を指定します。

passwd には、username に関連付けられているパスワードを指定します。このフィールドを指定
しないと、パスワードの入力を求められます。

注記 : このコマンドは、Web-Based Enterprise Management (WBEM) の Client Application で
す。−u オプションでは、Secure Sockets Layer (SSL) 接続を使用して対象パーティションにアク
セスします。エラーが発生した場合は、制約の項に記載されている条件を満たしていることを確認
します。

セキュリティ上の警告: コマンド行でパスワードを直接指定するのは、セキュリティ上のリスクが
あります。ps や他のコマンドでは、プロセスのコマンドラインを表示することができるため、そ
のシステムで認証されたユーザーは、そのプロセスの実行中にパスワードを見ることができます。
したがって、コマンド行でパスワードを指定するのではなく、プロンプトに従ってパスワードを入
力することを強く推奨します。

160 Hewlett-Packard Company − 2 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



parstatus(1) parstatus(1)

注記: コマンド行で passwd を指定する機能は、将来のリリースではサポートされなくなる予定で
す。

-h IPaddress|hostname

このオプションは、-u または -g オプションと組み合わせ使用します。IPaddress|hostname に
は、ターゲットパーティション (-u) またはシステム (-g) の IP アドレスまたはホスト名を指定し
ます。

-g [passwd]

-h オプションで指定したシステムへのアクセスを許可します。アクセス先のシステムは、ター
ゲットシステムであると判断されます。アクセスには、サービスプロセッサの LAN ポートが使用
されます。

このオプションを使用する場合は、-h オプションも使用する必要があります。

passwd サービスプロセッサの IPMI パスワードを指定します。このフィールドを指定しないと、
パスワードの入力を求められます。

このオプションを使用して接続する際にエラーが発生した場合は、リモートシステムのサービスプ
ロセッサで IPMI LAN でのアクセスが使用不可になっていないかどうか確認します。IPMI LAN

でのコンプレックスへのアクセスを使用可能あるいは使用不可にするには、サービスプロセッサに
ログインし Command Menu で SA コマンドを使用します。

-u と -g オプションは、互いに排他的です。

セキュリティ上の警告: コマンド行でパスワードを直接指定するのは、セキュリティ上のリスクが
あります。ps や他のコマンドでは、プロセスのコマンドラインを表示することができるため、そ
のシステムで認証されたユーザーは、そのプロセスの実行中にパスワードを見ることができます。
したがって、コマンド行でパスワードを指定するのではなく、プロンプトに従ってパスワードを入
力する事を強く推奨します。

注記: コマンド行で passwd を指定する機能は、将来のリリースではサポートされなくなる予定で
す。

-w ローカルパーティション番号を完全な形で表示します。-u オプションで別のパーティションに接
続されている場合は、そのパーティション番号が代わりに表示されます。-M オプションを使用す
ると、パーティション番号だけが表示されます。

-X システム属性を表示します。

-A システム内の使用可能なリソースのみを表示します。

-T ハイパースレッド情報のみを表示します。

-V 冗長モード。表示される情報量が多くなります。
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注記:

1. セル IODC バージョンは PA-RISC のセルでのみ使用され、Itanium(R)ベースセルでは、この
値は 0xFFFF (65535) です。

2. PA-RISC プラットフォームでは、CLM 用に割り当てられるメモリーの量は、要求された CLM

の量に一致しない可能性があります。これは、メモリーの一部が、オペレーティングシステム専
用に予約されているためです。

-V オプションを指定することにより、次のような情報が追加されます。

キャビネット関連
* 各キャビネットブロアのステータス
* 各 I/O ファンのステータス
* 各バルク電源のステータス
* 各バックプレーン電源ボードのステータス

パーティション関連
* 一次、代替、および二次ブートパスの設定
* PDC、IODC バージョン番号
* メモリーインタリービング/ローカルメモリーの設定
* セルの要約情報
* I/O シャーシの要約情報
* ハイパースレッド情報

セル関連
* セル上の各 CPU の詳細
* セル上のメモリーの詳細
* メモリーインタリービング/ローカルメモリーの設定
* ハイパースレッドの詳細

-M マシンによる読み取り/解析が可能な出力を生成するか、-w オプションの出力をパーティション番
号のみにします。マシンによる読み取りが可能な出力では、各カラムはコロン文字 (:) で区切られ
ており、カラムヘッダーはありません。

-C システム内のすべてのセルの情報を表示します。注記: parstatus コマンドはセルハードウェア
でサポートされている最大 CPU 数を表示します。

-I システム内のすべての I/O シャーシの情報を表示します。

-B システム内のすべてのキャビネットの情報を表示します。

-P システム内のすべてのパーティションの情報を表示します。

-c cell 指定されたセルに関する情報を表示します。cell ID は、ローカルフォーマット (cabinet#/slot#) ま
たはグローバルフォーマット (cell_ID) のどちらでも指定できます。たとえば、キャビネット 0、
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スロット 1 に位置するセルは、ローカルでは 0/1 として、グローバルでは 1 として識別されます。
注記 : parstatus コマンドはセルハードウェアでサポートされている最大 CPU 数を表示しま
す。

-i I/Ochassis

指定された I/O シャーシに関する情報を表示します。 I/Ochassis I/O シャーシ ID は、cabi-

net#/enclosure#/chassis#. の形式で指定できます。たとえば、キャビネット 0、エンクロージャ
1、I/O シャーシスロット 3 に位置する I/O シャーシは 0/1/3 として識別されます。

-b cabinet

指定されたキャビネットに関する情報を表示します。

-p PartitionNumber

指定されたパーティションに関する情報を表示します。PartitionNumber は、作成時にこのパー
ティションに割り当てられた、一意のパーティション番号 (整数) です。

グローバルセル番号のローカルセル番号へのマップ
コンプレックス内のキャビネットは 0 から番号付けされています。各キャビネット内のセルスロットも、0 か
ら番号付けされています。各キャビネットは最大８個のセルを持つことができます。たとえば、キャビネット
0 内のセル番号は、グローバル形式では 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 で、ローカル形式では 0/0, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5,

0/6, 0/7 です。

同様に、キャビネット 1 内のセル番号は、グローバル形式では 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 で、ローカル形式
では 1/0, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 です。

したがって、キャビネット 1 のスロット 0 のセル番号は、ローカル形式では 1/0、グローバル形式では 8、と
して識別されます。parstatus コマンドでは、このセルは "cab1,cell0" と表示されます。キャビネット 1 の
スロット 4 のセル番号は、ローカル形式では 1/4、グローバル形式では 12、として識別されます。parsta-

tus コマンドでは、このセルは "cab1,cell4" と表示されます。

戻り値
parstatus コマンドは、以下の値のいずれかを示して終了します。

0 正常に終了しました。
1 エラー状態が発生しました。

例
例-1

コンプレックス内のすべて I/O シャーシの情報を表示します。

parstatus -I

出力フォーマットは、以下のとおりです。

[Chassis]

Core Connected Par

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 5 −  Hewlett-Packard Company 163



parstatus(1) parstatus(1)

Hardware Location Usage IO To Num

=================== ============ ==== ========== ===

cab0,bay0,chassis0 Absent - -  -

cab0,bay0,chassis1 Active yes cab0,cell0 0

cab0,bay0,chassis2 Absent - -  -

cab0,bay0,chassis3 Active yes cab0,cell4 2

cab0,bay1,chassis0 Absent - -  -

cab0,bay1,chassis1 Active yes cab0,cell6 1

cab0,bay1,chassis2 Absent - -  -

cab0,bay1,chassis3 Inactive yes cab0,cell2 1

例-2
次の例では、ローカルコンプレックス内に物理的に存在する主なコンポーネントの情報を表示します。オプ
ションを指定していないため、デフォルトの動作ですべてを表示します。

parstatus

[Complex]

Complex Name : SuperDomeComplex

Complex Capacity

Compute Cabinet (8 cell capable) : 1

Active MP Location : cabinet 0

Model : 9000/800/SD32000

Original Serial Number : USR4001WXY

Current Product Order Number : 12345B

Original Manufacturer : HP

Complex Profile Revision : 1.0

The total number of partitions present : 3

[Cabinet]

Cabinet I/O Bulk Power Backplane

Blowers Fans Supplies Power Boards

OK/ OK/ OK/ OK/

Cab Failed/ Failed/ Failed/ Failed/

Num Cabinet Type N Status N Status N Status N Status MP

=== ============ ========= ========= ========== ============ ======

0 8 cell slot 4/0/N+ 5/0/NA 5/0/N+ 3/0/N+ Active

Notes: N+ = There are one or more spare items (fans/power supplies).

N = The number of items meets but does not exceed the need.

N- = There are insufficient items to meet the need.
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? = The adequacy of the cooling system/power supplies is unknown.

HO = Housekeeping only; The power is in a standby state.

NA = Not Applicable.

[Cell]

CPU Memory Use

OK/ (GB) Core On

Hardware Actual Deconf/ OK/ Cell Next Par

Location Usage Max Deconf Connected To Capable Boot Num

========== ============ ======= ======== =================== ======= ==== ===

cab0,cell0 Active Core 4/0/4 2/0 cab0,bay0,chassis1 yes yes 0

cab0,cell1 Active Base 2/0/4 2/0 - no yes 2

cab0,cell2 Inactive 4/0/4 2/0 cab0,bay1,chassis3 yes yes 1

cab0,cell3 Inactive 2/0/4 2/0 - no - -

cab0,cell4 Active Core 2/0/4 2/0 cab0,bay0,chassis3 yes yes 2

cab0,cell5 Powered off 0/0/4 ? ? ? no 0

cab0,cell6 Active Core 2/0/4 2/0 cab0,bay1,chassis1 yes yes 1

cab0,cell7 Powering on 0/0/4 ? ? ? - -

Notes: * = Cell has no interleaved memory.

[Chassis]

Core Connected Par

Hardware Location Usage IO To Num

=================== ============ ==== ========== ===

cab0,bay0,chassis0 Absent - -  -

cab0,bay0,chassis1 Active yes cab0,cell0 0

cab0,bay0,chassis2 Absent - -  -

cab0,bay0,chassis3 Active yes cab0,cell4 2

cab0,bay1,chassis0 Absent - -  -

cab0,bay1,chassis1 Active yes cab0,cell6 1

cab0,bay1,chassis2 Absent - -  -

cab0,bay1,chassis3 Inactive yes cab0,cell2 1

[Partition]

Par # of # of I/O

Num Status Cells Chassis Core cell Partition Name (first 30 chars)

=== ============ ===== ======== ========== ===============================

0 Active 2 1 cab0,cell0 cup2000

1 Active 3 2 cab0,cell6 cup2006
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2 Active 2 1 cab0,cell4 cup2004

警告
HP-UX 11i v2 は、-u オプションと -g オプションに passwd を渡すことがサポートされている最後の HP-

UX リリースです。コマンド行で passwd を指定する機能は、将来のリリースではサポートされなくなる予定
です。コマンドにより、パスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

制約
このコマンドでは、Web-Based Enterprise Management (WBEM) 製品とその設定を使用します。−u オプ
ションを使用した時に接続エラーが発生した場合は、次の２つの条件が満たされていることを確認してくださ
い。

• cimconfig コマンド (WBEM 製品のマニュアルの cimconfig(1M) を参照) を使用して次の２つの変数の
設定を検証します (必要であれば設定を訂正します)。

• enableRemotePrivilegedUserAccess=true

• enableHttpsConnection=true

• ローカルパーティションの Trust Store ファイルに、対象パーティションのデジタル認証を追加しておく必
要があります。nPartition コマンドで使用される Trust Store ファイルは /var/opt/wbem/client.pem

です。

注記: ローカルパーティションの Trust Store ファイルに、対象パーティションのデジタル認証を追加して
お く 必 要 が あ り ま す。 ハー ド パー ティ ショ ン 用 コ マ ン ド の Trust Store ファ イ ル は
/var/opt/wbem/client.pem です。このファイルは、WBEM と一緒にインストールされるコマンドで
使用されるため、WBEM と一緒にインストールされるコマンドで認証を与えたパーティションは、ハード
パーティション用コマンドでも認証を与えられることになります。

詳細については、参照の項に記載されている WBEM のドキュメントを参照してください。

著者
parstatus は、HP により開発されました。

参照
fruled(1), cplxmodify(1M), frupower(1M), parcreate(1M), parmgr(1M), parmodify(1M), parremove(1M),

parunlock(1M), partition(5)

『HP システムパーティションガイド』 (http://docs.hp.com/ja)

『HP WBEM Services for HP-UX System Administrator’s Guide』 (http://docs.hp.com)

『 HP WBEM Services for HP-UX 11i v2.0 on Integrity Servers Version A.01.05 Release Notes 』
(http://docs.hp.com)
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名称
passwd − ログインパスワードと、関連する属性の変更

構文
passwd [name]

passwd −r files [−F file] [name]

passwd −r files [−e [shell] ]  [−gh] [name]

passwd −r files −s [−a]

passwd −r files −s [name]

passwd −r files [−d −l] [−f] [−n min] [−w warn] [−x max] name

passwd −r nis [−e [shell] ]  [−gh] [name]

passwd −r nisplus [−e [shell] ]  [−gh] [−D domain] [name]

passwd −r nisplus −s [−a]

passwd −r nisplus −s [−D domain] [name]

passwd −r nisplus [−l] [−f] [−n min] [−w warn] [−x max] [−D domain] name

passwd −r dce [−e [shell] ]  [−gh] [name]

説明
passwd コマンドは、パスワードとともにログインの name に関する属性を変更します。name を省略する
と、デフォルトとして使用者のログイン名が使用されます。 passwd は、getuid を使用して、使用者の名
前を判断します。getuid(2) を参照してください。

通常の使用者は自分のログインの name に対応するパスワードだけを変更することができます。古いパスワー
ドが作成されている場合には、使用者はそれを要求されます。正しい場合には、新しいパスワードが取得され
ます。新しいパスワードが入力された後、その古いパスワードが十分に十分に古いものであるかどうかが判断
されます。パスワードが十分に古いものでない場合には、新しいパスワードは棄却され、 passwd が終了し
ます。passwd(4) を参照してください。

パスワードが十分に古いものでありパスワードの作成条件を満足している場合には、一貫性を保証するために
そのパスワードを再度入力します。この新しく入力されたコピーが異なると、 passwd は、新しいパスワー
ドの入力要求を最大で２回繰り返します。

スーパーユーザーは、その有効ユーザー ID がゼロで (id(1)、および su(1) を参照)、任意のパスワードを変更
することが許可され、また、パスワードエージングに従う必要はありません。高信頼性システムでスーパー
ユーザー自身のパスワードを変更しようとしている場合以外は、スーパーユーザーに古いパスワードの入力要
求が行われることはありません。標準システムでは、スーパーユーザーは、パスワード作成条件に従う必要は
ありません。新しいパスワードの入力要求に応えてキャリッジリターンを入力することによって、ヌルのパス
ワードを作成することができます。
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files (ローカルシステム) のリポジトリでは、/etc/shadow ファイルが存在しないと、暗号化されたパス
ワードが /etc/passwd のパスワードフィールドに格納されます。/etc/shadow ファイルが存在する場
合、暗号化されたパスワードはこのファイルに格納され、/etc/passwd のパスワードフィールドには「x」
が追加されます。

DCE リポジトリ (-r dce) は、Integrated Login が設定されている場合にのみ使用可能です。auth.adm(1M)

を参照してください。Integrated Login が設定されている場合、他の条件が適用されます。必要な DCE 特権
を持ったユーザーが、ユーザーパスワード、シェル、gecos およびホームディレクトリを (スーパーユーザー
特権の有無に関わらず) 変更できます。

リポジトリを指定しないで、passwd [name] のように指定すると、/etc/nsswitch.conf に設定されてい
るすべての既存リポジトリのパスワードが変更されます。リポジトリを指定しないでパスワードオプションを
使用する場合、デフォルトのリポジトリは files です。

オプション
以下のオプションがあります。

−D domain 指定した domain 内の passwd.org_dir を使用します。このオプションは、nisplus リ
ポジトリの場合にだけ使用できます。指定しないと、デフォルトの domain が戻されます。

−e shell パスワードファイル内の使用者のログイン name に対するデフォルトシェルを変更します。
shell を指定しないと、ユーザーはデフォルトのログインシェルを入力するように要求されま
す。

−F name デフォルトのパスワードファイルは、/etc/passwd です。−F オプションを使用すると、
代替パスワードファイルを選択することができます。ただし、この場合、そのファイルの読み
取り / 書き込みパーミッションが必要です。このオプションは、files リポジトリを使用す
る場合にだけ使用可能で、高信頼性モードには対応していません。

−g パスワードファイル内の gecos 情報を変更します。この情報は、 finger コマンドによって
使用されます。使用者は、name、location、work phone、home phone というそれぞれのサ
ブフィールドを入力要求されます。

−r repository この操作を適用するリポジトリを指定します。パスワードオプションが使用されている場合
は、リポジトリを指定しなければなりません。サポートされているリポジトリとしては、
files、nis、nisplus、および dce があります。リポジトリを指定しない場合、デフォ
ルトのリポジトリは files です。

−s name 指定された name に関連づけられているパスワード属性を表示します。files リポジトリを
指定している場合には、スーパーユーザー特権と標準モードが必要です。nisplus の場合に
は、制限はありません。

表示フォーマットは、以下のとおりです。

name status mm/dd/yy min max warn
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または、パスワードエージング情報がない場合は、以下のようになります。

name status

status の意味は、PS =passworded、LK =locked、および NP =no password です。

−a パスワードファイル内のすべてのユーザーのパスワード属性を表示します。−a オプション
は、name を指定しない場合には −s とともに使用しなければなりません。nisplus の場合
には、これはローカルドメイン内の NIS+ の passwd テーブル内のエントリーを表示しま
す。files の場合には、これはスーパーユーザーに限定され、標準モードのみで有効です。
属性をより完全に表示するには、コマンド logins -x を使用します。

特権のあるユーザーのためのオプション
スーパーユーザーは、以下のオプションを使用して、ユーザー name に関連する特性を変更することができま
す。

−d パスワードを削除して、パスワードなしでユーザーがログインできるようにします。標準モー
ドでは、ロック済み/非アクティブの状態が検出された場合に、このオプションによってユー
ザーアカウントがアンロック/アクティブ化されます。

−f 現在のパスワードを満了させることによって、ユーザーが次にログインするときにパスワード
を強制的に変更させます。

−h パスワードファイルのデフォルトのホームディレクトリを変更します。

−l ユーザーアカウントをロックします。標準モードでは、このオプションによって暗号化パス
ワードが * に置き換えられます。

−n min このオプションにより、ユーザーのパスワード変更が認められるまでに経過すべき、最小日数
min を指定します。直前の passwd の実行で -f オプションを使ってパスワードをすぐに期
限切れにした場合、この -f オプションの効果は取り消されます。-f オプションの効果
は、-x オプションと -f オプションを同じコマンド行で指定したか、システムが高信頼性
システムに移行された場合には、取り消されません。

−w warn このオプションにより、パスワードの有効期限が切れる何日前 (warn) に、ユーザーにパス
ワードの変更が必要であることを通知するかを指定します。このオプションは、非シャドウ標
準モードのシステムでは許可されません。

−x max このオプションにより、パスワードを変更しないまま使用できる最大日数 max を指定しま
す。ユーザーは、パスワードの 有効期限に相当するこの日数が経過した後、別のパスワード
を入力しなければなりません。直前の passwd の実行で -f オプションを使ってパスワード
をすぐに期限切れにした場合、この -f オプションの効果は取り消されます。パスワードは
max 日が経過するまで期限切れになりません。-f オプションの効果は、-x オプションと
-f オプションを同じコマンド行で指定したか、システムが高信頼性システムに移行された場
合には、取り消されません。
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引き数の min、および max は、日数の単位で指定します。これらの引き数は、標準 HP-UX システムでは最
も近い週の単位に丸められます。その後システムを高信頼性システムに移行した場合、この日数はこれらの週
に基づきます。２つの引き数の一方だけを指定し、他方の引き数が存在しない場合には、日数はゼロに設定さ
れます。

パッチ PHCO_36426 以降がインストールされている場合は、シャドウパスワードを使用しているシステムで
は、ファイル /etc/default/DO_NOT_ROUND_PW_AGING を作成することで、パスワードエージング引き数
が丸められるのを抑止することができます。このファイルが存在すると、 passwd コマンドは、−x、−n、お
よび −w 引き数の値を週の倍数に丸めません。このファイルを使用するはこのリリース独自の機能です。将来
のリリースでは、 passwd コマンドの動作が変更され、シャドウパスワードを使っているシステムではエー
ジング値が丸められなくなります。

パスワードエージング
以降の記述は、パスワードエージングをサポートしない nis を除く、すべてのリポジトリに適用されます。

システムは、パスワード変更が認められるまでに経過すべき、最小時間を必要とします。これにより、古いパ
スワードが最小時間内の短時間に再使用されることを防止できます。満了時間に到達すると、システムの警告
が表示されます。

パスワードは、有効期間後では、使えなくなります。有効期間を過ぎた後、そのアカウントは、システム管理
者によって再度使用可能にされるまでロックされます。ロックを解除した後、ユーザーはそのアカウントの使
用前にパスワードの変更を強制されます。

引き数の -n min および -x max は、日数の単位で指定します。これらの引き数は、標準システムでは、最
も近い週に丸められます。２つの引き数の一方だけを指定し、他方の引き数が存在しない場合には、日数はゼ
ロに設定されます。

-n min オプション、 -x max オプション、および -w warn オプションのデフォルト値は、
/etc/default/security ファイルで設定できます。security(4) を参照してください。パスワードエージン
グのデフォルトを選択する属性は、次のとおりです。

PASSWORD_MINDAYS

PASSWORD_MAXDAYS

PASSWORD_WARNDAYS

パスワード作成条件
パスワードは、以降の形式に従う必要があります。

• 標準システムでは、パスワードの最初の８文字だけに意味があります。

• 標準システムでは、ルートユーザー以外のパスワードは少なくとも６文字でなければなりません。高信頼
性システムでは、すべてのユーザーのパスワードが少なくとも６文字でなければなりません。このパス
ワード長に関する制約は、６より大きい値にすることができます。このコマンドの動作に影響する構成可
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能な属性の詳細情報については、security(4) マンページを参照してください。最少パスワード長を選択
するための属性は、

MIN_PASSWORD_LENGTH です。

• 文字は、７ビットの US-ASCII 文字セットからとり、文字は英語のアルファベットである必要がありま
す。

• パスワードは２文字以上で、少なくとも１文字の数字、または特殊文字を入れなければなりません。

• パスワードは、ユーザーのログイン名 name や、そのスペルを逆にしたり循環させたものにはしないで
ください。比較の際には、大文字と、その小文字は、同じものとみなされます。

• 新しいパスワードは、古いパスワードとは最低でも３文字 (高信頼性システムでスーパーユーザーが変更
する場合は、スーパーユーザー以外のユーザーについては１文字) 異なっていなければなりません。

リポジトリの構成
/etc/nsswitch.conf ファイルには、パスワードを変更しなければならないリポジトリを指定します。以下
の設定がサポートされています。

• passwd: files

• passwd: files nisplus

• passwd: files nis

• passwd: compat (--> files nis)

• passwd: compat (--> files nisplus)

• passwd_compat: nisplus

権限
Role-based Access Control (RBAC) バージョン B.11.23.04 以降がインストールされている場合、ファイルま
たは NIS リポジトリを使うときに、特権ユーザーアクセスが必要な passwd オプションのいくつかにアクセ
スすることを、特定の権限を持つユーザーに許可することができます。Role-Based Access Control 製品の詳
細については、rbac(5) を参照してください。passwd を特定のオプション付きで実行するのに必要な権限の
一覧を以下に示します。

hpux.security.password, change

ユーザーに、非ルートユーザーのパスワードを変更することを許可します。

hpux.security.password, delete

ユーザーに、-d オプションを使って非ルートユーザーのパスワードを削除することを許可します。

hpux.security.password, display

ユーザーに、-s オプションを使って任意のユーザーのパスワード属性を表示することを許可します。
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hpux.security.password, expire

ユーザーに、-f オプションを使って非ルートユーザーのパスワードを期限切れにすることを許可しま
す。

hpux.security.password, gecos

ユーザーに、-g オプション (または chfn) を使って非ルートユーザーの gecos 情報を変更することを許
可します。

hpux.security.password, homedir

ユーザーに、-h オプションを使って非ルートユーザーのホームディレクトリを変更することを許可しま
す。

hpux.security.password, lock

ユーザーに、-l オプションを使って非ルートユーザーのアカウントをロックすることを許可します。

hpux.security.password, maxage

ユーザーに、-x オプションを使って非ルートユーザーのパスワードの有効期限を指定することを許可し
ます。

hpux.security.password, minage

ユーザーに、-n オプションを使って、非ルートユーザーを対象として、パスワードを変更できるように
なるまでに経過する必要のある最低日数を指定することを許可します。

hpux.security.password, shell

ユーザーに、-e オプション (または chsh) を使って、非ルートユーザーのデフォルトシェルを変更する
ことを許可します。

hpux.security.password, warndate

ユーザーに、-w オプションを使って、非ルートユーザーを対象として、パスワードの有効期限が切れる
何日前にユーザーに通知するかを指定することを許可します。

Smart Card によるログイン
ユーザーアカウントが Smart Card を使用するように設定されている場合には、そのユーザーのパスワードは
このカード内に保存されます。このパスワードには、通常のシステム上に保存されるパスワードと同じ特性が
あります。

Smart Card は Smart Card リーダーに挿入しなければなりません。認証中、ユーザーはパスワードの代わり
に PIN を入力要求されます。

Enter PIN:

正確な PIN が入力されると、パスワードは Smart Card から自動的に取り出されます。したがって、PIN 以
外にパスワードを覚えておく必要はありません。

システムがカードから古いパスワードを取り出した場合、新しいパスワードが要求 (２回) されますこの新しい
パスワードがすべての条件を満足すると、システムはカード上に保存されている古いパスワードを自動的に新
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しいパスワードで上書きします。

したがって、新しいダイアログは次のようになります。

Enter PIN:

New password:

Re-enter new password:

Smart Card アカウントは複数のユーザー間で共用することができます。あるユーザーがパスワードを変更す
ると、他のユーザーは scsync コマンドを使用して自分のカードにこの新しいパスワードを書き込まなけれ
ばなりません。

scpin コマンドを使用すると、Smart Card の PIN を変更することができます。

保護機能
この項は高信頼性システムにのみ適用されます。追加機能や制限事項を説明します。

高信頼性システム上で passwd を実行すると、既存のパスワード (存在する場合には) が要求されます。これ
によって、 passwd コマンドを実行するアカウントで使用可能にしたパスワード生成のタイプ (フォーマット
方針) に依存するパスワード入力要求ダイアログが起動します。パスワードの生成には、次の４つのオプショ
ンがあります。

Random syllables 無意味な音節で構成した発音可能なパスワード

Random characters 文字セットの文字を無作意に並べた発音不可能なパスワード

Random letters アルファベット文字を無作意に並べた発音不可能なパスワード

User-supplied 長さと無意味さの条件に従ったユーザー指定のパスワード

パスワードは８文字を超えてもかまいませんが、40文字未満にすることを推奨します。パスワード長が短すぎ
たり長すぎる場合には、システムの警告が表示されます。システム管理者は、システムが生成するオプション
(random syllables、random characters、および random letters) に対して最大パスワード長のガイドライン
を指定することができます。パスワードの実際の最大の長さは、認証データベースとアルゴリズムのパラメー
タによって決まります。パラメータの長さが長すぎたり短すぎたりすると、システムの警告が表示されます。

システムは、 minimum time を 経過してからでなければ、パスワードを変更することはできません。これ
は、望ましくない期間中に古いパスワードが再利用されることを防止します。

パスワードは、満了期間として知られているある期間の後、満了します。満了時間に到達すると、システムの
警告が表示されます。

パスワードは、パスワードの有効期間として知られているある期間の後消滅します。有効期間を過ぎた後、そ
のアカウントは、システム管理者によって再度使用可能にされるまで、ロックされます。ロックを解除した
後、ユーザーはそのアカウントの使用前に強制的にパスワードを変更させられます。

システム管理者は、パスワードなしでアカウントを使用可能にすることができます。あるユーザーアカウント
がパスワードなしで機能することが許可されている場合には、そのユーザーは新しいパスワードを入力要求さ

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 7 −  Hewlett-Packard Company 173



passwd(1) passwd(1)

れたときにキャリッジリターンを入力することによりヌルのパスワードを選択することができます。

システム管理者は、ユーザーが以前使用したパスワードの再使用を防ぐためにパスワード履歴機能を使用可能
にすることができます。このコマンドの動作に影響する構成可能な属性の詳細情報については、security(4) マ
ンページを参照してください。パスワード履歴の属性は

PASSWORD_HISTORY_DEPTH です。

多言語化対応
サポートされるコードセット

パスワードでは、１バイト文字コードセットの文字がサポートされています。

例
files リポジトリ内で user のパスワード有効期限を 42 日間に変更します。

passwd -r files -x 42 user

nisplus リポジトリ内で、user1 のパスワードを変更できる最小期間を７日間に変更します。

passwd -r nisplus -n 7 user1

user2 が 70 日間有効のパスワードを次回のログイン時に強制的に設定させ、変更後７日間が経過するまで
は、そのパスワードを変更できないように設定します。

passwd -r files -f -x 70 -n 7 user2

依存関係
組み込み可能認証モジュール (PAM)

PAM は、ユーザーの認証、パスワードの変更、およびアカウントの有効性チェックに対する Open Group の
標準です。特に、pam_chauthtok() は、 passwd に関連するすべての関数を実行するために呼び出されま
す。この中には、パスワードの作成および変更、 passwd オプションの使用、エラーメッセージの表示が含
まれます。

警告
# (消去) および @ (抹消) など tty ドライバにとって特殊な意味を持つパスワード文字は使用しないようにして
ください。これらの文字ではログインできない可能性があります。

複数のスーパーユーザーを指定できますが、使用しないようにしてください。システムはユーザー名ではな
く、ユーザー ID を保存するためです。すべてのユーザーが固有の ID を持つことで、ユーザー名とユーザー
ID 間のマッピングの一貫性が保証されます。

ファイル
/etc/passwd HP-UX が使用する標準パスワードファイルです。
/etc/shadow シャドウパスワードファイルです。
/tcb/files/auth/*/* システムを高信頼性システムに移行したときに使用されるプロテクト付

きパスワードデータベースです。
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/etc/nsswitch.conf リポジトリ構成ファイルです。
/etc/default/security セキュリティデフォルト構成ファイルです。
/etc/default/DO_NOT_ROUND_PW_AGING

パッチ PHCO_36426 以降がインストールされている場合、シャドウパ
スワードを使っているシステムでは、パスワードエージング値を丸めま
せん。

参照
chfn(1), id(1), login(1), su(1), logins(1M), pwconv(1M), getuid(2), crypt(3C), passwd(4), security(4),

shadow(4), auth(5), auth.adm(1M), auth.dce(5), rbac(5)

『システム/ワークグループの管理』

組み込み可能認証モジュール (PAM)
pam(3), pam_chauthtok(3), pam.conf (4), pam_user.conf (4)

HP-UX Smart Card によるログイン
scpin(1), scsync(1)

標準準拠
passwd : SVID2, SVID3, XPG2
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名称
paste − 複数ファイルの同一行または1つのファイルの次の行のマージ

構文
paste file1 file2 ...

paste -d list file1 file2 ...

paste -s [-d list ] file1 file2 ...

説明
最初の2つの形式では、 paste は、与えられた入力ファイル file1, file2 などの対応行を連結します。これ
は、各ファイルをテーブルの単一または複数のカラムとして処理し、水平にそれらを貼り合わせます(パラレル
マージ)。すなわち、これは、ファイルを垂直に、つまりあるファイルの後に他のファイルを連結する cat(1)

の水平版です。上記の -s オプション形式では、 paste は、入力ファイルの次の行を結合することにより、
以前に使用したコマンドの機能を同じ名前の機能で置き換えます(シリアルマージ)。どの場合でも、行は tab

文字、またはオプションにより指定された list からの文字で連結されます。出力は標準出力に対して行われる
ため、 - をファイル名の代わりに使用すると、 paste をパイプの先頭、またはフィルタとして使用するこ
とができます。

paste

は、以下のオプションおよびコマンド行引き数を認識します。

-d このオプションがなければ、最後のファイル(または -s オプションの場合は最後の行)を
除いたすべての改行文字は tab 文字に置き換えられます。このオプションにより、 tab 文
字を単一または複数の代替文字に置き換えることができます(下記を参照)。

list -d の直後の単一または複数の文字は、デフォルト tab を行連結文字として置き換えられ
ます。リストは循環して使用されます。つまり、使い終えたら再び使用されます。パラレ
ルマージ(つまり -s オプションなし)では、最後のファイルからの行は list からではな
く、改行文字でつねに終了します。リストは、特殊エスケープシーケンス、つまり \n (改
行)、 \t (タブ)、 \\ (バックスラッシュ)、および \0 (ヌル文字ではなく空の文字列)を
含むことができます。文字がシェルに特殊な意味がある場合には引用符が必要です (例え
ば、1つのバックスラッシュを得るには、 -d"\\\\"を使用します)。

-s 各入力ファイルからの行ではなく次の行をマージします。 -d オプションを付けて list を
指定しない限り、連結には tab を使用してください。 list とは関係なく、ファイルの最後
の文字は強制的に改行されます。

- 任意のファイル名の代わりに使用して標準入力から行を読み込むことができます (プロンプ
トなし)。

多言語化対応
LC_CTYPE ファイル内のテキストをシングルあるいはマルチバイトキャラクタとして解釈することを決定しま
す。
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LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使われる言語を指定します。

LC_CTYPE または LC_MESSAGES が環境内で指定されていないか空白文字列に設定されている場合、未指定
または空白の各変数に対して LANG の値がデフォルトとして使われます。 LANG が指定されていないか空白
文字列に設定されている場合、 LANG の代わりに "C" がデフォルトとして使われます( lang(5) を参照)。

国際化変数のどれかが無効な設定を含む場合、 paste は全ての国際化変数が"C"に設定されているように振
る舞います。 environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

戻り値
これらのコマンドは、終了時に次の値を返します。

0 正常終了。

>0 エラー発生。

例
ディレクトリを1つのカラムにリストします。

ls | paste -d" " -

ディレクトリを4つのカラムにリストします。

ls | paste - - - -

対の行を結合して行にします。

paste -s -d"\t\n" file

注記
pr -t -m... は同様に動作しますが、ページレイアウトをよくするために空白、タブ、および改行をさらに作
成します。

診断
too many files -s オプション以外では、 OPEN_MAX − 3個までの入力ファイルしか指定するこ

とができません( limits(5) を参照)。

著者
paste はOSFおよびHPによって開発されました。

参照
cut(1), grep(1), pr(1)

標準準拠
paste: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
patch − diff ファイル内容を元ファイルに適用するプログラム

構文
非 XPG4 版

patch [options] orig patchfile [+ [options] orig]

patch <patchfile # usual form

XPG4 版
patch [−blNR] [−c|−e|−n] [−d dir] [−D define] [−i patchfile] [−o outfile] [−p num]

[−r rejectfile] [file]

説明
patch は、diff プログラムを使用して作成した 3種類 (標準、コンテキスト、または ed スタイル) の形式
のいずれかのパッチファイルを使って、違いを元ファイルに適用し、パッチ済みファイルを作成します。デ
フォルトでは、パッチ済みファイルで元ファイルが置き換えられます。元ファイルは同じファイル名に .orig

という拡張子を付けてバックアップされます。-b スイッチを指定して、バックアップすることもできます。
XPG4 版ではこのオプションに違う機能があるので注意してください。-o スイッチを利用して、出力先を指
定することもできます。patchfile を省略するか、またはハイフンにすると、標準入力からパッチファイルを読
み込みます。XPG4 版では、必ずパッチファイルを引き数として -i スイッチに指定してください。このオプ
ションを省略するか、またはハイフンにすると、標準入力からパッチファイルを読み込みます。

起動直後、patch は diff リストの種類を判定しようとします。ただし、-c、-e または -n スイッチの指定
がある場合は、これが優先します。コンテキスト diff リストと標準 diff リストは、patch 自身によって元
ファイルに適用されますが、ed diff リストは、パイプを通してそのまま ed に送られます。

patch は、先行ガベージ (実際の違いを表すデータ以外) をスキップし、diff 内容を適用してから、後続ガ
ベージをスキップします。したがって、diff リストに項目やメッセージを含めて patch に送っても問題あり
ません。diff リスト全体が一定量インデントされている場合は、それも考慮して処理されます。

コンテキスト diff リストについて、また標準 diff リストについてもある程度、patch は、パッチファイル内
で参照した行番号が不正のときはこれを検知して、パッチファイルの各ハンク (一塊の部分) を適用するのに適
切な場所を見つけ出そうとします。最初は、そのハンクについて参照されている行番号を取り出します。その
前のハンクを適用するときにオフセットを使用している場合は、その値を加えるか引くかして場所を割り出し
ます。この場所が正しくなかった場合、patch は前後にスキャンしてハンク内に記述されているコンテキス
トにマッチする一連の行を探します。まず、patch はコンテキストのすべての行がマッチする場所を探しま
す。このような場所が、コンテキスト diff リストについて見つからない場合、最大ファズ因子 (曖昧度) が 1

以上に設定されているときは、コンテキストの最初と最後の行を無視してもう一度スキャンします。それでも
うまく行かなかった場合、最大ファズ因子が 2 以上に設定されているときは、コンテキストの最初と最後の２
行を無視して再びスキャンします (最大ファズ因子のデフォルトは 2 です)。XPG4 版では、最大ファズ因子を
オプションとして指定することはできず、デフォルトの最大ファズ因子が使用されるので、注意してくださ
い。patch がパッチファイル内のハンクを適用する場所を見つけられなかった場合は、そのハンクをリジェ
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クトファイルに書き出します。リジェクトファイル名は通常、その出力ファイル名に拡張子 .rej を付加した
ものになります (リジェクトされたハンクは、コンテキスト diff リストでも標準 diff リストでも、コンテキス
ト diff リスト形式になるので注意してください。入力が標準 diff リストの場合は、コンテキストは大部分ヌル
になります)。リジェクトファイル内のハンクの行番号は、パッチファイルのそれと違うことがあります。これ
は、前者の行番号が、古いファイル内ではなくて新しいファイル内でそのハンクの適切な適用先であると
patch が判断した位置を反映しているためです。

各ハンクの処理が完了すると、ハンクの適用がうまく行ったかどうかと、ハンクの適用先であると patch が
判断した (新しいファイル内の) 行を知らせてきます。この行番号が diff リスト内で指定された行番号と違う
場合は、オフセットを知らせてきます。オフセット値が１つだけ大きい場合は、ハンクが間違った場所に適用
されることがあるので、注意してください。ファズ因子を使用して適用先を決定した場合にも、やや疑ってみ
る必要があります。XPG4 版は冗長オプションはサポートしていないので、注意してください。ですから、
XPG4 版では診断メッセージはほとんど印刷されません。ただし、ユーザー照会は常に表示されます。

元ファイルをコマンド行で指定しなかった場合、patch は先行ガベージから編集するファイルの名前を割り
出そうとします。ファイル名には、コンテキスト diff リストヘッダー内の *** または −−− で始まる行に指
定されている、既存ファイルの有効最短名を使います。このような行はコンテキスト diff リスト内だけにあり
ますが、先行ガベージ内に Index: 行がある場合、patch はその行からファイル名を使おうとします。コン
テキストヘッダーは Index 行に優先します。先行ガベージからファイル名がわからない場合は、パッチする
ファイル名を尋ねてきます。

(元ファイルが見つからなくても、適当な SCCS または RCS ファイルが手近にある場合は、patch はこの
ファイルにアクセスしてチェックしようとします。)

さらに、先行ガベージ内に Prereq: 行がある場合は、patch は、この前提行から最初の単語 (通常はバー
ジョン番号) を取り出して、入力ファイル内にその単語があるかどうかチェックします。該当する単語がない
場合、patch は処理を続けるかどうか尋ねてきます。

以上のことを要約すると、次のようになります。新しいインタフェースにおいて次のとおり入力します。

| patch -d /usr/src/local/blurfl

blurfl ディレクトリ内のファイルをパッチを含む項目から直接パッチします。

パッチファイル内に２つ以上のパッチがある場合、patch は別々のパッチファイルに由来するものとして適
用しようとします。これは、何よりも、必ず各 diff リストについてパッチするファイルの名前を判定しなけれ
ばならず、各 diff リストに先行するガベージについて、前述したように、ファイル名とリビジョンレベルのよ
うな情報があるかどうか調べることを想定しているからです。対応する引き数リストを + で区切って、第 2

すなわち後続のパッチにスイッチ (と他の元ファイル名) を付けることができます (ただし、第 2 すなわち後続
のパッチに関する引き数リストが、新しいパッチファイルを指定していないこともあります)。

XPG4 版では、複数パッチの処理がかなり違っています。パッチ毎に別々のオプションを指定することはでき
ません。オプションはすべてのパッチについて同じでなければなりません。このことは −o オプションで指定
した出力ファイルの内容に影響します。詳細については、このオプションの説明を参照してください。
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patch は以下のスイッチを認識します。

−b ext 後続の引き数で orig の代わりに使用するバックアップ拡張子を指定します (XPG4 ではこの
オプションの機能が異なります。このオプションに引き数は不要です。このオプションでは、
バックアップ処理だけが可能で、常にデフォルト拡張子が使用されます)。

−c patch はパッチファイルをコンテキスト diff リストとして解釈します。

−d dir

patch は後続の引き数をディレクトリとして解釈し、まず cd コマンドを実行します。

−D define

patch は #ifdef...#endif 構文を使用して変更部分に印を付けます。後続の引き数を区別
記号として使用します。C コンパイラと違い、−D と引き数との間にスペースが入っていなけ
ればならないので、注意してください (XPG4 版ではこのオプションの機能が異なります。
XPG4 版では #ifndef 構成子は使用しません)。

−e patch はパッチファイルを ed スクリプトとして解釈します。

−f patch はユーザーが操作の意味をよく理解していると想定して、質問メッセージを出力しま
せん。ただし、注釈は抑制されません。注釈を抑制するには、−s を使用します (このオプ
ションは、XPG4 版ではサポートされていません)。

−F number

最大ファズ因子を設定します。このスイッチが有効なのは、コンテキスト diff リストだけで、
その数まで多くの行を無視してハンクを適用する場所を探します。ファズ因子が大きくなる
と、パッチ誤りの可能性が高くなるので注意してください。デフォルトのファズ因子は 2 で、
コンテキスト diff リスト内のコンテキストの行数 (通常は 3) を超えてはなりません (このオプ
ションは、 XPG4 版ではサポートされていません)。

−i patchfile

このオプションをサポートしているのは、XPG4 版だけです。後続の引き数をパッチファイル
名として解釈します。

−l タブとスペースが入力ファイルに混入している場合に、パターンマッチングをゆるやかにしま
す。パターン行内の一連の空白 (タブまたはスペース) は、その個数や順が異なっても入力
ファイル内の一連の空白にマッチします。通常文字は、正確にマッチしていなければなりませ
ん。コンテキストの各行は、入力ファイル内の行にマッチしていなければなりません。

−n patch はパッチファイルを標準 diff リストとして解釈します。

−N patch は逆転しているまたは適用済みだと判断されたパッチファイルを無視します。−R を
参照のこと。
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−o outfile

後続の引き数を出力ファイル名と解釈します。XPG4 版では、いくつか別の機能があります。
単一のファイルに対する複数のパッチファイルは、それ以前のパッチファイルによって作成し
た中間バージョンのファイルに適用されるので、複数の、連結済みのバージョンが出力ファイ
ルに書き込まれます。

−p number

パス名削除回数を設定します。これによって、パッチファイルを発行時のディレクトリとは別
のディレクトリに置く場合に、パッチファイル内のパス名の処理を制御します。パス名削除回
数は、パス名の前部から削除するスラッシュの数を指定します (中間のディレクトリ名も消去
さ れ ま す ) 。 た と え ば、 パッ チ ファ イ ル 内 に 次 の ファ イ ル 名 が あ る 場 合、
/u/howard/src/blurfl/blurfl.c

• −p または −p0 を設定すると、パス名全体のすべてが修正されません。

• −p1 を設定すると、先頭のスラッシュなしで以下のようになります。
u/howard/src/blurfl/blurfl.c

• −p4 を設定すると、以下のようになります。 blurfl/blurfl.c

• −p をまったく指定しないと、結果は blurfl.c になります。

いずれの場合にも、カレントディレクトリ内または −d スイッチで指定したディレクトリ内で
適用先を探します。

−r rejectfile

引き数をリジェクトファイル名として解釈します。

−R パッチファイルが古いファイルと新しいファイルをスワップして (取り違えて) 作成したファ
イルであることを、patch に知らせます (パッチファイルの作成ミスによる)。この場合、
patch は各ハンクをスワップし直してから適用しようとします。リジェクトファイルは、ス
ワップ済みの形式になります。−R スイッチは、ed diff スクリプトについては有効ではありま
せん。これは、逆転処理による再構築のための情報がほとんどないからです。

パッチファイルの最初のハンクの適用が失敗した場合は、ハンクを逆転してうまく適用できる
かを確認します。適用が成功した場合、−R スイッチを設定するかどうかを尋ねてきます。適
用が失敗した場合、通常どおりパッチの処理を継続します。 (注: この方法では、標準 diff リ
スト形式のパッチファイルの、最初のコマンドが append (本来 delete であるべき) である場
合、逆転パッチであることを検知できません。これは、ヌルコンテキストがどこにでもマッチ
するため、append が常に成功するからです。幸い、行を削除するより追加または変更する
パッチファイルがほとんどなので、逆転した標準 diff リストは大部分が、delete コマンドで
始まります。この場合、適用が失敗するので、問題を発見できます。)

−s patch はエラーが発生してもエラーメッセージを出力しません (このオプションは、XPG4

版ではサポートされていません)。
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−S patch はパッチファイルから現在のパッチを無視しますが、引き続きファイル内の後続の
パッチを探します。

patch -S + -S + <patchfile

上記の例では、３つのパッチの第 1 と第 2 のパッチを無視します (このオプションは、 XPG4

版ではサポートされていません)。

−v patch はリビジョンヘッダーとパッチラベルを印刷します (このオプションは、 XPG4 版で
はサポートされていません)。

−x number

内部デバッグ用フラグを設定します。patch プログラムをパッチする場合にだけ使用します
(このオプションは、 XPG4 版ではサポートされていません)。

パッチ発行者への注意
パッチを発行する場合、注意しなければならない事項がいくつかあります。まず、問題の発生を未然に防止す
るため、パッチレベルを進めるためパッチする patchlevel.h ファイルを、発行するパッチファイル内の最
初の diff リストとして保存してください。Prereq: 行をパッチに記入しておいてください。そうすると、警
告メッセージを表示してパッチが誤って適用されるのを防止します。次に、コンテキスト diff ヘッダーまたは
Index: 行に正しいファイル名を指定したかどうか確認してください。サブディレクトリにパッチを当てる場
合は、必要に応じてパッチユーザーに −p を指定するように伝えてください。第 3 に、ヌルファイルを作成し
たいファイルと比較する diff を発行することによって目的のファイルを作成できます。これが有効なのは、
ターゲットディレクトリ内に目的のファイルが存在しない場合だけです。第 4 に、逆転パッチを発行しないよ
うに注意してください。パッチが適用済みではないかと誤解させる可能性があります。第 5 に、１つのファイ
ル内には 582個の diff リストを収めることができますが、不都合が起こらないように、関連するパッチ毎に別
々のファイルにまとめるのが賢明でしょう。

多言語化対応
環境変数

UNIX95 は、どのバージョンの patch を使用するかを決定します。この変数を設定した場合、patch は
XPG4 版のように振る舞います。

戻り値
XPG4 版では、次の終了値を返します。

0 正常終了
1 リジェクトファイルに 1行以上の書き込みがありました。
>1 エラーが発生しました。

非 XPG4 版では終了値は、次のようになります。

0 正常終了またはリジェクトファイルに 1行以上の書き込みがありました。
1 エラーが発生しました。
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診断
事例が多すぎて列挙できませんが、一般的に言って、patch はパッチファイルの解析はしません。

Hmm... のようなメッセージは、パッチファイル内に未処理テキストがあり、patch が、テキスト内に
パッチがあるかどうか、また、ある場合にはどんな種類のパッチなのかを判定しようとしていることを示しま
す。

XPG4 版は、冗長オプションをサポートしていないため、ほとんど診断メッセージが出力されないので、注意
してください。

警告
patch は、ある ed スクリプト内の行番号がオフになっているかどうかを知らせることはできず、change

または delete コマンドを発見したときに、標準 diff リスト内の誤った行番号を検知することができるだけ
です。ファズ因子を使用したコンテキスト diff リストにも、同様の問題が考えられます。適当な対話型インタ
フェースが追加されるまで、このような場合には、コンテキスト diff を実施して変更が矛盾していないかどう
かを確認するとよいでしょう。もちろん、エラーなしにコンパイルが終了すれば、パッチが成功した確率はか
なり高いでしょうが、必ずしも常に成功とは限りません。

patch は、推量しなければならない部分が多いときでも、普通は、正常な結果をもたらします。ただし、結
果の正しさが保証されるのは、パッチがその生成元のファイルとまったく同じバージョンのファイルに適用さ
れたときだけです。

XPG4 オプション -c、-e、または -n を指定して、パッチコマンドが、diff ファイルを、コンテキスト
diff、ed スクリプト、または通常の diff として解釈するようにした場合の結果は、明示的に定義されていませ
ん。たとえば、patch コマンドがコンテキスト diff ファイルを ed スクリプトとして解釈するようにした結
果は定義されていません。patch コマンドが ed スクリプトをコンテキストファイルとして扱うようにした場
合なども、同じことが言えます。diff ファイルに対して上記のオプションを指定した場合、指定したタイプの
diff ファイルに固有のパターンに基づいて diff ファイルが検索されます。diff ファイルが、上記オプションで
指定したものと異なる場合、ed コマンドに対してチェックされます。diff ファイル内に ed コマンドが存在す
る場合、そのファイルは、ed_diff ファイルおよびパッチ処理と見なされます。

patch が、部分マッチについては、過剰なオフセットとスワップ済みのコードを生成できればよかったので
すが、そうすると余分な処理が必要になっていたでしょう。

コードが重複している場合 (たとえば、#ifdef...oldcode....#else...#endif の指定がある場合)、patch は
両方のバージョンをパッチすることはできません。仮にパッチが行われても、誤ったバージョンをパッチした
上で、ブートが成功したというメッセージを出力する恐れがあります。

すでに適用済みのパッチを適用した場合、patch は逆転したパッチだと判断して、パッチの適用を解除する
かどうか尋ねてきます。これは１つの機能であると言えます。

XPG4 版の patch に関しては、もう１つ注意すべき点があります。別々のファイルについて複数のパッチを
使用している場合、単一のファイルに適用されなければならないパッチをまとめてください。そうしないと、
あるファイルについてそれまでに実施した中間バージョンのパッチが最新のパッチに使用されません。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 6 −  Hewlett-Packard Company 183



patch(1) patch(1)

ファイル
/var/tmp/patch*

参照
diff(1), ed(1)

標準準拠
patch: XPG4
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名称
pathalias − 電子アドレスルーター

構文
pathalias [−ivcDf] [−l host] [−d link] [−t link] [files]

説明
pathalias は、あるホスト (コンピュータシステム) から別の既知の到達可能なホストまでの最短のパス、お
よび対応する経路を計算します。pathalias は、標準入力上または指定 file でホスト対ホスト接続情報を読
み込み、ホスト経路ペアのリストを標準出力に書き出します。

オプション
pathalias は、以下のオプションおよびコマンド行の引き数を認識します。

−i 大文字/小文字の区別をしません。ホスト名をすべて小文字にマップします。デフォルトで
は、大文字/小文字は区別されます。

−c コストのプリント。各ホスト経路ペアの前にパスコスト (以下を参照) をプリントします。

−v 冗長。標準エラー出力に、統計情報をレポートします。

−D ターミナルドメイン。ドメインメンバーはターミナルです。

−f 最初のホップコスト。プリントされるコストはパス自体のコストではなく、パスにおける
最初のリレーまでのコストです。−c オプションを暗示 (そしてオーバライド) します。

−l host ローカルホスト名を host に設定します。デフォルトでは、pathalias はシステム従属の
方法でローカルホスト名を発見します。

−d link デッドリンク、ホスト、またはネットワークを宣言します (以下を参照 )。 link が
host1!host2 の形式なら、host1 から host2 へのリンクは非常に高価な (つまり DEAD )

リンクとして処理されます。link が単一のホスト名ならば、ホストはデッドとして処理さ
れ、任意のパスで最後のリゾートの中間ホストとして使用されます。link がネットワーク
名ならば、ネットワークにはゲートウェイが必要です。

−t link リンク、ホスト、ネットワークへの入力を標準エラー出力にトレースします。link の形式
は上記のとおりです。

pathalias のパブリックドメイン バージョンには、ドキュメントされない2つのオプションがあります。こ
れらのオプションについては、以下の「特殊なオプション」の項で簡潔に説明しています。

入力フォーマット
空白で始まる行は、前の行の続きです。入力行に # があると、それ以降はすべて無視されます。

ホスト対ホスト接続のリストは、カラム１の「from」ホストと次の空白、その次のコンマで区切った「to」ホ
ストのリストで構成され、これをリンクといいます。リンクの前後には、経路で使うネットワーク文字を付け
ることができます。有効なネットワーク文字は、! (デフォルト)、@、:、および % です。リンク (および、
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もしあればネットワーク文字) の後には、かっこで囲んだ (コスト) を続けることができます。コストは、数
値、小かっこ、+、−、*、および / を含む任意の算術式にできます。負のコストは禁止です。以下のシンボ
リックコストが認識されます。

LOCAL 25 (ローカルエリアネットワーク接続)

DEDICATED 100 (高速専用リンク)

DIRECT 200 (料金無料通話)

DEMAND 300 (長距離通話)

HOURLY 500 (毎時ポーリング)

EVENING 2000 (時間限定通話)

DAILY 5000 (日次ポーリング、POLLEDともいいます)

WEEKLY 30000 (不定期ポーリング)

また、DEAD は巨大な数値 (実質的に無限) であり、HIGH および LOW はボーレートまたは品質ボーナス/ペ
ナルティに対しそれぞれ − および +5、FAST は高速モデム (9.6Kボー以上) を使用するリンクのコストを調整
するため −80 です。これらのシンボリックコストは、接続の帯域幅、経費、および接続の頻度の不完全な測定
値を表します。大部分のメールトラフィックについては、経路におけるホスト数を最小限にすることが重要で
す。例えば、HOURLY は、DAILY を24で割った値よりかなり大きな値になります。コストを与えなければ、
4000のデフォルトが使用されます。

HIGH, LOW, FAST 以外のシンボリック定数を混合する算術式は、大部分意味がありません。例えば、作業があ
るときはつねにホストがローカル隣接ホストを呼び出し、さらに毎晩ポーリングを行う場合、コストは
DIRECT+EVENING ではなく DIRECT です。

例をいくつか示します。

down princeton!(DEDICATED), tilt,

%thrash(LOCAL)

princeton topaz!(DEMAND+LOW)

topaz @rutgers(LOCAL+1)

リンクが複数回見つかった場合、最もコストの少ないリンクについてコストおよびネットワーク文字を示しま
す。リンクは双方向だが非対称のものとして処理されます。入力で宣言されるリンクごとに、デッド逆リンク
が仮定されます。

リンクにおける「to」ホストが角かっこで囲まれている場合、リンクはターミナルであると解釈され、これを
超えるリンクには相当なペナルティがあります。例えば、以下の入力

seismo <research>(10), research(100), ihnp4(10)

research allegra(10)

ihnp4 allegra(50)

で、seismo から research までのパスは直接ですが、seismo から allegra までのパスは ihnp4 を
リレーとして使用します。research ではありません。
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隣接ホストによって知られているホストの名前のセットをその別名といいます。別名は以下のように宣言され
ます。

name=alias, alias ...

別名指定されたホストまでの経路で使用する名前は、経路において前のホストに知られているホストの名前で
す。

ARPANET やローカルエリアネットワーク (LAN) などの完全に接続されたネットワークは、以下のように宣
言されます。

net = {host, host, ...}

ホストリストの前後には、経路設定文字 (! デフォルト) を付けるか、またコストを後に付けることができま
す (デフォルトでは 4000)。ネットワーク名はオプションです。与えられなければ、pathalias はネット
ワーク名を作成します。

etherhosts = {rahway, milan, joliet}!(LOCAL)

ringhosts = @{gimli, alida, almo}(DEDICATED)

= {etherhosts, ringhosts}(0)

ネットワークメンバーの経路設定に使用する経路設定文字は、ネットワークに「入る」際に出現したもので
す。「ゲートウェイ」および「ドメイン」の項も参照してください。

接続データは、

private {host, host, ...}

を宣言することにより、ホスト名を隠す際に与えることができます。

pathalias はプライベートなホストの経路を生成しませんが、それらを通る経路は生成できます。プライ
ベートな宣言の有効範囲は、宣言から入力ファイルの終端か、または空のホストリストがあるプライベートな
宣言のいずれか最初に出現した方まで及びます。後者の有効範囲規則は、標準入力から読み込む際に、プライ
ベートな宣言の意味規則を保持する方法となります。

デッドホスト、リンク、またはネットワークは

dead {arg, ...}

の宣言により入力ストリームに入れることができます。ただし、arg の形式は −d オプションへの引き数と同
じです。

リンクに対する特定のコストを強行するには、以下により、先行宣言をすべて削除し、必要に応じてリンクを
宣言してください。

delete {host1!host2}

ホストおよびそのリンクをすべて削除するには、次をを使用してください。エラー診断は、エラーが見つかっ
たファイルを参照します。
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delete {host}

ファイル名を変更するには、次を使用します。

file {filename}

微調整は、次で与えられるホストについて、すべてのリンクの重みを調整することにより可能です。

adjust {host1, host-2(LOW), host3(-1)}

コストを与えなければ、4000のデフォルトが使用されます。

圧縮 (および展開) されたファイルからの入力は以下のスクリプトで pathalias にパイプ接続できます。

for i in $*; do

case $i in

*.Z) echo "file {‘expr $i : ’\(.*\).Z’‘}"

zcat $i ;;

*) echo "file {$i}"

cat $i ;;

esac

echo "private {}"

done

出力フォーマット
ホストと経路のペアのリストは、標準出力に書き込まれます。ただし、その経路は、次のような printf()

で使用するのに適切な文字列です (printf (3S) を参照)。

rutgers princeton!topaz!%s@rutgers

経路文字列における %s は、宛先ホストにおけるユーザー名で置き換えられます (この操作は通常、メールプ
ログラムによって行われます)。

ドメイン (以下を参照) を除いては、ネットワークの名前は経路で使用されません。したがって、初期の例で
は、rahway から milan までのパスは etherhosts!milan!%s ではなく milan!%s になります。

ゲートウェイ
ネットワークは、擬似ホストとネットワークメンバーのセットによって表されます。メンバーからネットワー
クへのリンクには、入力で与えられた重みがありますが、ネットワークからメンバーへのコストはゼロです。
ネットワークがデッドであると宣言されると、メンバーとネットワークリンクには、デッドのマークが付けら
れます。これにより、そのメンバーからのネットワークへのアクセスが禁止されます。

ただし、入力が任意のホストからネットワークへの明示的なリンクを示す場合、そのホストはゲートウェイと
して使用できます (ゲートウェイが、特にネットワークメンバーである必要はありません)。

例えば、CSNET がコマンド行でデッドとして宣言され、入力に

CSNET = {...}
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csnet-relay CSNET

があるとします。

そうすると、CSNET ホストへの経路は、ゲートウェイとして csnet-relay を使用します。

ドメイン
名前が . で始まるネットワークをドメインといいます。ドメインはゲートウェイを必要とする、つまりデッ
ドであると仮定されます。ドメインを通るパスによって与えられる経路はネットワークに対するものに似てい
ますが、ここではドメインネームは次のホストの名前の終端に追加されます。サブドメインは許されます。以
下に例を示します。

harvard .EDU # harvard is gateway to .EDU domain

.EDU = {.BERKELEY, .UMICH}

.BERKELEY = {ernie}

これは、

ernie ...!harvard!ernie.BERKELEY.EDU!%s

を生成します。

出力は、ドメインに最も近いゲートウェイに出されます。例えば、上記の例は、

.EDU ...!harvard!%s

を与えます。

出力は、その親ドメインと異なる経路を持つ場合、またそのすべての祖先ドメインがプライベートである場合
は、サブドメインに出されます。

−D オプションをコマンド行で与えると、pathalias はドメインからそのドメインのホストメンバーへのリ
ンクを、ターミナルとして処理します。この特性は、サブドメインなどのホストメンバーに及び、ドメインメ
ンバーをリレーとして使用する経路を妨害します。

特殊なオプション
pathalias の公共ドメインバージョンには、2つの文書化されていないオプションが含まれます。これは、
指定ファイルを用途の限られた中間データで再書き込みします。以下に、概要を示します。

−g file グラフエッジを、単純な接続では host>host の形式で file に、ネットワーク接続 (ホ
ストからネットワークへのみ) では host@<tab>host としてダンプします。

−s file 最短パスツリーを、ホストからネットワークの接続と、ネットワークからホストへの
接続の両方を含めて host<tab>&[@]host[!](cost) の形式で、file にダンプします。この
データは、単方向接続のリストの生成に有用なことがあります。

警告
−i オプションはデフォルトとなるようにしてください。
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引き数の順序には意味があります。特に −i および −t は、コマンド行の初めの方に入れてください。

pathalias は、ハイブリッド (つまり、あいまいな) 経路を生成する場合があります。これは避けるべきであ
り、多くの場合マニュアルエントリーにおける例として与えてはいけません。熟練したマッパは、入力の準備
の際 @ を避けます。これは、伝統的なものですが、ソース経路に対して UUCP の簡単な構文も反映していま
す。

ハイブリッドモード パスはあいまいです。これは、@ と ! との優先順位が指定されておらず、ホストごと
に異なっていて、設定可能であるためです。これはなるべく使用しないでください。

経路における複数の @ は、多数のメールプログラムによって禁止されます。この制約を回避するため、メー
ルプログラムは代わりに以下に説明のある「magic %」規則をサポートします。pathalias は、それ以外に
複数の @ を内容とするパスを生成すると、代わりに「magic %」規則を正しく適用できるパスを生成しま
す。

パスを生成するための「magic %」規則は、基本的には「複数の @ を必要とするパスを構築する際は、右端
の @ を除いてすべての @ を % に置き換える」というものです。

「magic %」規則をサポートするメールプログラムが ..path..@host を通るメッセージを受ける際に、その経路
を以下のように処理します。

1. 経路の後続の @host 部を削除します。

2. 残りの経路を右から左へ検査し、! があれば、次のステップに進みます。% があれば、それを
@ に変更し、即座に次のステップに進みます。

3. 修正された経路を使ってメッセージの処理を続けます。修正された経路に ! と @ の両方の文字
がある場合、メッセージを経路指定する次のホストの正確な選択項目が、このホストにおける !

と @ との特定の優先順位によって管理されます。

例えば、ホスト jazz.nonesuch.com がパス foo!joe%castle.hrh.gov.uk@jazz.none-

such.com のメッセージを受信した場合、メールプログラムはパスを foo!joe@cas-

tle.hrh.gov.uk に変換し、次にそれを適切に送ります。! の優先順位が @ よりも上位であ
るようにホストが設定されている場合、メッセージはホスト foo に送られ、これが次にメッセー
ジを joe@castle.hrh.gov.uk に送ります。その代わりに jazz.nonesuch.com で @ の優
先順位が上位であるように設定されている場合、メッセージをホスト castle.hrh.gov.uk に
送り、これが次に foo!joe に送ります (明らかに、pathalias は jazz.nonesuch.com に
おける優先順位の情報がある場合にのみそのようなパスを正しく生成します。データベースには
その情報が入っていないため、そのような pathalias からのパスは信用しないでください)。

−D オプションは、ドメインメンバーへの重要でない経路を抑止します。これは、有効でおそらく有用でもあ
りますが、動作が文書化されておらず、予測できない部分があるため混乱を招くことがあります。

著者
pathalias は Peter Honeyman と Steven M. Bellovin によって開発されました。
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ファイル
newsgroup comp.mail.maps いくつかの入力ファイルがあると考えられる位置

参照
P. Honeyman および S.M. Bellovin 著の 『PA THALIAS or The Care and Feeding of Relative Addresses』
(Proc. Summer USENIX Conf., Atlanta, 1986)
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名称
pathchk − パス名の検査

構文
pathchk [-p] pathname...

説明
pathchk コマンドは、1つまたは複数のパス名が有効で移植可能かどうかを検査します。デフォルトでは、
pathchk コマンドは、 pathname パラメーターで指定されているパス名の各構成要素を、基本ファイルシス
テムに基づいて検査します。以下の項目に該当する各パス名オペランドには、エラーメッセージを書き出しま
す。

• システムで制限されている長さよりも長い。

• システムで制限されている長さよりも長い構成要素が入っている。

• 検索不能なディレクトリ内の構成要素が入っている。

• いずれかの構成要素に、それが入っているディレクトリでは有効でない文字が入っている。

パス名の1つまたは複数の構成要素が存在しなくても、 pathname パラメーターで指定されているパス名に一
致するファイルを上記のいずれにも違反することなく作成できるならば、エラーとはみなされません。

-p フラグを指定すると、さらに広範な移植性の検査が実行されます。

オプション
pathchk コマンドは次のオプションをサポートします。

-p 基本ファイルシステムでなく、POSIXの移植性標準に基づいてパス名の検査を実行します。
以下の項目に該当する各パス名には、エラーメッセージが書き出されます。

• _POSIX_PATH_MAX バイトより長い。

• _POSIX_NAME_MAX バイトより長い構成要素が入っている。

• 任意の構成要素に、移植可能ファイル名文字セットに含まれていない文字が入っている。

多言語化対応
環境変数

LC_MESSAGES メッセージの表示に用いる言語を決定します。

LC_MESSAGES が環境内で指定されていないか空白文字列に設定されている場合、未指定または空白の各変数
に対して LANG の値がデフォルトとして使われます。 LANG が指定されていないか空白文字列に設定されて
いる場合、 LANG の代わりに Cがデフォルトとして使われます( lang(5) を参照)。

国際化変数のいずれかに無効な設定値が入っていると、 pathchk はすべての国際化変数が"C"に設定されて
いるものとして動作します。 environ(5) を参照してください。
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サポートされるコードセット
シングル/マルチバイト文字コードセットがサポートされています。

戻り値
正常に終了すると、 pathchk はゼロを戻します。そうでない場合にはゼロ以外の値を戻して、エラーを知ら
せます。

例
システム上の

/users/mary/work/tempfiles

パス名の有効性および移植性を検査するには、次のコマンドを使用します。

pathchk /users/mary/work/tempfiles

POSIX標準に基づいて、

/users/mary/temp

パス名の有効性および移植性を検査するには、次のコマンドを使用します。

pathchk -p /users/mary/temp

標準準拠
pathchk: XPG4, POSIX.2
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名称
pax − アーカイブファイルの抽出、書き込み、およびリスト

構文
アーカイブファイルのメンバーファイルのリスト

pax [-cdnv] [-f archive] [-s replstr ] ... [ pattern ...]

アーカイブファイルの抽出
pax -r [-cdiknuvy] [-f archive] [-p string ] ... [-s replstr ] ... [ pattern ...]

アーカイブファイルの書き込み
pax -w [-adituvXy] [-b blocking] [-f archive] [-s replstr ] ... [-x format] [file ...]

ファイルのコピー
pax -r -w [-diklntuvXy] [-p string ] ... [-s replstr ] ... [file ...] directory

説明
pax コマンドは、アーカイブファイルのメンバーファイルの抽出と書き出し、アーカイブのメンバーファイル
のリストの書き出し、およびディレクトリ構造のコピーを行います。-r フラグおよび -w フラグは、pax

コマンドが行うアーカイブ操作を指定します。

pattern 引き数は、アーカイブメンバーの１つ以上のパスと一致するパターンを指定します。pattern 引き数
内の \ (バックスラッシュ) 文字は認識されずそれに続く文字が特殊な意味を持つのを抑止します。pattern 引
き数が指定されていなければ、アーカイブのすべてのメンバーが選択されます。

pattern 引き数が指定されているが指定されたパターンに一致するアーカイブメンバーがみつからなければ、
pax コマンドは、エラーを検出し、ゼロ以外の終了ステータスで終了し、診断メッセージを書き出します。

pax コマンドは、tar および cpio アーカイブを読むことができます。cpio の場合、これは、pax が
ASCIIアーカイブ (cpio -c で作られる)、およびバイナリーアーカイブ (-c フラグなしで作られる)を読め
ることを意味します。サポートされるアーカイブフォーマットは、入力時に自動的に検出されます。

pax は、tar および cpio が読めるアーカイブを書くこともできます。デフォルトで、pax は、アーカイ
ブを ustar 拡張 tar 交換フォーマットで書きます。pax は、ASCII cpio アーカイブも書きます。-x

cpio フラグを使用してこの拡張 cpio 出力フォーマットを指定します。

オプション
-a アーカイブの終りにファイルを追加します。装置によっては追加をサポートしないも

のがあります。

-b blocking 出力用のブロックサイズを blocking 引き数で指定した正の 10進整数バイトとしま
す。ブロックサイズの上限は 32,256 です。ブロッキングは、入力時に自動的に決ま
ります。

blocking 引き数として 32768 を越える値を指定しないでください。アーカイブ作成
時のデフォルトのブロッキングは、アーカイブのフォーマットによって異なります。
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(-x フラグの説明を参照してください。)

-c pattern または file 引き数で指定したものを除いてすべてのファイルまたはアーカイ
ブメンバーを一致させます。

-d コピーまたはアーカイブするディレクトリ、または抽出するディレクトリがそのディ
レクトリまたはアーカイブされたディレクトリ自身とだけ一致し、ディレクトリまた
はアーカイブされたディレクトリの内容とは一致しないようにします。

-f archive 標準入力 (-w フラグが指定されている場合)または標準出力 (-w フラグが指定され
ているが -r フラグが指定されていない場合)の代わりに使用するアーカイブファイ
ルのパスを指定します。-a フラグとともに指定された場合、アーカイブに書き出さ
れるファイルはアーカイブの最後に追加されます。

-i 対話式にファイルまたはアーカイブの名前を変えます。pattern 引き数と一致する各
アーカイブメンバーまたは file 引き数と一致する各ファイルに対して、ファイルまた
はアーカイブメンバーの名前を含むターミナルに (/dev/tty ) プロンプトが書かれま
す。その後ターミナルから１行読み込まれます。この行が空ならば、ファイルまたは
アーカイブメンバーはスキップされます。この行がドットで構成されているならば、
ファイルまたはアーカイブメンバーは、名称変更せずに処理されます。その他の場
合、名前は行の内容で置き換えられます。pax コマンドは、応答を読む際に End-of-

File に到達するかターミナルへの読み書きができなければ直ちにゼロ以外の終了ス
テータスで終了します。

-k pax コマンドが既存のファイルを上書きするのを防ぎます。

-l ファイルをコピーするときファイルをリンクします。-r と -w が両方指定されてい
れば、可能なときは必ずコピー元とコピー先ファイル構造の間でハードリンクが行わ
れます。

-n 各 pattern 引き数に一致する最初のアーカイブメンバーを選びます。各パターンに対
して１つのアーカイブメンバーだけが突き合わされます。 (ただし、タイプディレク
トリのメンバーは、そのファイルがルートのファイル構造とは一致します。)

-p string 抽出時に保持するか破棄する１つ以上のファイル属性を指定します。string 引き数
は、文字 a , e , m , o , および p で構成されています。複数の属性を同じ文字列内に続
けて指定することができ、複数の -p フラグを指定することができます。フラグの意
味は次のとおりです。

a ファイルアクセス時間を保持しません。

e ユーザーID、グループID、アクセスパーミッション、アクセス時間、および
変更時間を保持します。

m ファイル変更時間を保持しません。
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o ユーザーID およびグループID を保持します。

p アクセスパーミッションを保持します。

「保持」とは、起動プロセスのパーミッションが許せばアーカイブに保存されている
属性が抽出ファイルに与えられることを意味します。許されなければ、属性は通常の
ファイル作成処理の一部として決定されます。

e フラグも o フラグも指定されていないか、ユーザーID およびグループID が保持
されなければ pax コマンドは、アクセスパーミッションの S_ISUID および
S_ISGID ビットを設定しません。これらいずれかの項目の保持が失敗すると pax

コマンドは標準エラーに診断メッセージを書き出します。いずれかの項目の保持に失
敗すると終了状況に影響しますが、抽出されたファイルが削除されることはありませ
ん。指定フラグが重複するか互いに矛盾する場合、最後に指定したものが有効となり
ます。例えば、-p eme と指定した場合、ファイル変更時間が保持されます。

-r 標準入力からアーカイブファイルを読み込みます。

-s pattern または file 引き数で指定したファイルメンバーまたはアーカイブメンバー名
を ed コマンドの構文を使用して置換表現 replstr に従って変更します。置換表現の
フォーマットは次のとおりです。

-s/old/new/[gp]

ここで old は、ed と同じように基本正規表現で new は、& (アンパーサンド)、 \n

(n は数字) 後方参照、またはサブ表現一致を含むことができます。old 文字列は、行
送り文字を含むこともできます。

ヌル以外の任意の文字をデリミタとして使用することができます。 (以前のフォー
マットでは、/ (スラッシュ) がデリミタでした。)複数の -s フラグ表現を指定する
ことができます。表現は指定順に適用され、最初に失敗した置換で終了します。オプ
ションの後続文字 g は、ed コマンドの場合と同じ働きをします。オプションの後
続文字 p は、成功した置換を標準エラーに書き出します。アーカイブの読み書き時
には、空の文字列に置き換えられるファイルメンバー名またはアーカイブメンバー名
は無視されます。

-t アーカイブファイルのアクセス時間を pax コマンドで読む前の時間と同じにしま
す。

-u 同名の既存のファイルまたはアーカイブメンバーよりも古い(変更時間がより古い)

ファイルを無視します。

ファイルの抽出時 (-r フラグ)、アーカイブメンバーがファイルより新しければファ
イルシステム内のファイルと同じ名前のアーカイブメンバーが抽出されます。
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アーカイブファイルへ書き出し時 (-w フラグ)、アーカイブメンバーよりファイルが
新しければファイルシステム内のファイルと同じ名前のアーカイブメンバーが上書き
されます。

コピー先ディレクトリへファイルをコピーする際 (-rw フラグ )、コピー元構造の
ファイルがより新しければ、コピー先構造内のファイルは、コピー元構造のファイル
またはコピー元構造内のファイルへのリンクで置き換えられます。

-v プロセスに関する情報を書き出します。-r フラグも -w フラグも指定されていなけ
れば -v フラグは、ls -l の出力に似た冗長目次を作ります。いずれかのフラグが指
定されていれば、アーカイブメンバーのパス名が標準エラーに書き出されます。

-w ファイルを指定したアーカイブフォーマットで標準出力に書き出します。

-x format 出力アーカイブフォーマットを指定します。pax コマンドは、次のフォーマットを
認識します。

cpio 拡張 cpio 交換フォーマット。文字特殊アーカイブファイルのこの
フォーマットのデフォルトのブロッキング値は 5120 です。512 間
隔で 512 から 32,256 までのブロッキング値がサポートされていま
す。

ustar 拡張 tar 交換フォーマット。これは、デフォルトの出力アーカイブ
フォーマットです。文字特殊アーカイブファイルのこのフォーマッ
トのデフォルトのブロッキング値は 10240 です。512 間隔で 512 か
ら 32,256 までのブロッキング値がサポートされています。

既存のアーカイブフォーマットと異なるフォーマットでアーカイブファイルに追加し
ようとすると、pax コマンドは、直ちにゼロ以外の終了ステータスで終了します。

-X パス名で指定されるファイル構造をたどる場合、pax コマンドは、異なる装置ID を
持つディレクトリへは降りません。

-y 各ファイルの処置を対話式にプロンプトします。-s フラグで指定される置換は、処
置のプロンプトが出る前に行われます。EOF マーカ、または文字 q で始まる入力行
は、pax を終了します。その他の場合、y 以外で始まる入力行ではファイルが無視
されます。このフラグは、-i フラグと一緒に使用することはできません。

オプションの相互作用と処理順序
ファイルまたはアーカイブメンバーの名前に作用するフラグ (-c, -i, -n, -s, -u, および -v) には次の相互作
用があります。

ファイルを抽出する際 (-rフラグ)、-c, -n, および -u フラグで変更されたユーザー指定パターン引き数に
従って、変更された名前を使用してアーカイブメンバーが選択されます。そして、-s と -i フラグがあれば
その順に選択されたファイルの名前が変更されます。-v フラグは、これら変更の結果得られる名前を書き出
します。
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アーカイブファイルへファイルを書く際 (-w フラグ)、またはファイルをコピーする際、ファイルは、-n お
よび -u フラグで変更されたユーザー指定パス名に従って選択されます。その後、-s および -i フラグがあ
れば、それらはその順にこれら変更の結果得られる名前を変更します。-v フラグは、これらの変更の結果得
られる名前を書き出します。

-u フラグと -n フラグの両方を指定した場合、pax コマンドは、ファイルが比較対象のファイルより新し
くなければそのファイルが選択されたとみなしません。

アーカイブファイルのメンバーファイルのリスト
-r フラグおよび -w フラグが指定されていなければ、pax コマンドは、標準入力から読み込んだ指定した
パターンに一致するパス名を持つアーカイブファイルのメンバーの名前を標準出力に書きます。指定された
ファイルがディレクトリならば、ディレクトリに含まれるファイル構造も書かれます。pax コマンドは、-r

および -w フラグを使用せず、-c, -d, -f, -n, -s, および -v フラグを使用し、pattern 引き数を使用して指
定することができます。

-r フラグおよび -w フラグを使用しない場合、pax は、指定アーカイブの内容を１行に 1 ファイルずつリ
ストします。pax は、ハードリンクパス名を次のように表示します。

pathname==linkname

pax は、シンボリックリンクパス名を次のように表示します。

pathname->linkname

上記いずれの場合にも、pathname は、抽出するファイルの名前で linkname は、前にアーカイブに現れた
ファイルの名前です。

-v フラグを指定した場合、ハードリンク パス名のリストが ls -l コマンドのフォーマットで出力されま
す。

アーカイブファイルの抽出
-r フラグが指定されているが -w フラグが指定されていないと pax コマンドは、標準出力から読み出し、
pattern 引き数が指定されていればそれと一致するパス名を持つアーカイブファイルのメンバーを抽出しま
す。抽出されたファイルがディレクトリならば、そのディレクトリに含まれるファイル構造も抽出されます。
抽出されたファイルは、現在のファイル構造に従って作られます。-r フラグは、-c, -d, -f, -n, -s, および
-v フラグ、および pattern 引き数とともに指定できます。

抽出されたファイルのアクセス時間と変更時間は、アーカイブファイルと同じです。抽出されたファイルのア
クセスパーミッションは、ユーザーのデフォルトのファイル作成モードに影響されない限りアーカイブされた
ときと同じです。抽出されたファイルの S_ISUID および S_ISGID ビットはクリアされます。

アーカイブメンバーを抽出するために中間ディレクトリが必要ならば、pax コマンドは、アクセスパーミッ
ションを S_IRWXU, S_IRWXG,および S_IRWXO オプションのビット単位の包含的ORに設定してディレクト
リを作ります。

選択されたアーカイブフォーマットがリンクされたファイルの指定をサポートする場合 (tar と cpio フォー
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マットは両方ともします)、アーカイブを抽出したときこれらのファイルがリンクできなければエラーとなりま
す。pax は、エラーを通知して処理を続けます。

アーカイブファイルの書き出し
-w フラグが指定されていて -r フラグが指定されていなければ、pax コマンドは、file 引き数で指定された
ファイルの内容をアーカイブフォーマットで標準出力に書き出します。file 引き数が指定されていなければ、
コピーするファイルのリストが１行に１つずつ標準入力から読み込まれます。file 引き数がディレクトリを指
定する場合、そのディレクトリに含まれるすべてのファイルが書かれます。-w フラグは、-b, -d, -f, -i, -s,

-t, -u, -v, -x, および -X フラグ、および file 引き数とともに指定できます。

-w が指定されているがファイルが指定されていない場合、標準入力が使われます。-f および -w が指定さ
れていなければ、標準入力はアーカイブファイルでなければなりません。

ファイルのコピー
-r フラグおよび -w フラグが両方とも指定されている場合、pax コマンドは、file 引き数で指定されたファ
イルを directory 引き数で指定されたディレクトリへコピーします。ファイル引き数が１つも指定されていな
ければコピーするファイルのリストが１行に１つずつ標準入力から読み込まれます。指定されたファイルが
ディレクトリならば、そのディレクトリに含まれるファイル構造もコピーされます。-r および -w フラグ
は、-d, -i, -k, -l, -p, -n, -s, -t, -u, -v, および -X フラグ、および file 引き数とともに指定できます。
directory 引き数は、指定しなければなりません。

コピーされたファイルは、アーカイブに書き込んだ後抽出した場合と同じです。ただし、元のファイルとコ
ピーしたファイルの間にハードリンクがあるかもしれません。

戻り値
pax コマンドは、すべてのファイルが正しく処理されると 0 を戻します。それ以外の場合は pax は 0 より
大きい値を戻します。

例
現在のディレクトリの内容をテープ装置へコピーするには、次のコマンドを指定します。

pax -w -f /dev/rmt/0m .

ディレクトリ構造 olddir を newdir へコピーするには次のコマンドを指定します。

mkdir newdir

cd olddir

pax -rw olddir newdir

現在のディレクトリを基準に抽出したアーカイブですべてのファイルのルートを /usr にしてアーカイブ
a.pax を読むには、次のコマンドを指定します。

pax -r -s ’,//*usr//*,,’ -f a.pax

上記の例は、すべてアーカイブを tar フォーマットで作ります。

次のコマンドペアは、cpio および tar から pax への変換の例です。いずれの場合も、例は、同一出力
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フォーマットの代わりに同等のコマンド行での使用例を示します。-x フラグは、ここで示す pax コマンド
に指定して、特定の出力フォーマットを選択するためのアーカイブを作ることができます。

ls * | cpio -ocv

pax -wdv *

find /mydir -type f -print | cpio -oc

find /mydir -type f -print | pax -w

cpio -icdum < archive

pax -r < archive

(cd /fromdir;find . -print) | cpio -pdlum /todir

pax -rwl /fromdir /todir

tar cf archive *

pax -w -f archive *

tar xfv - < archive

pax -rv < archive

(cd /fromdir; tar cf - . ) | (cd /todir; tar xf -)

pax -rw /fromdir /todir

注記
ハードリンクがあるファイルに対して -i フラグ(ファイルの名前を対話式に変える) を使用すると、pax

は、名前が変更されたファイルへのハードリンクを作りません。

警告
業界標準の準拠および相互運用性の確立のため、pax は 8 ギガバイトを超えるファイルまたは ユーザー/グ
ループ ID が 2048 キロバイトより大きいファイルのアーカイブはサポートしていません。ユーザー名/グルー
プ名が登録されていない場合、2048 キロバイトを超えるユーザー/グループ ID を持つファイルは、実行中の
プロセスのユーザー/グループ ID でアーカイブおよびリストアされます。

著者
pax は Mark H. Colburn、OSF および HP によって開発されました。

参照
ed(1), tar(4)

標準準拠
pax: XPG4, POSIX.2

paxのインプリメンテーションは、POSIX.2 draft 仕様に基づいています。HP は、最終 POSIX.2 仕様が
完成した時点でそれに準拠するようpaxをアップデートする予定です。したがって、pax のインプリメンテー
ションは、HP-UX の将来リリースで変更されるでしょう。その場合、現在のインプリメンテーションと互換
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性がなくなるかもしれません。現在のインプリメンテーションは、やむをえない場合にのみ使用してくださ
い。
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名称
pg − ソフトコピーターミナル用ファイル熟読フィルタ

構文
pg [-number ] [-pstring ] [-cefnrs ] [+linenumber ] [+/pattern ] [ file ... ]

注釈
pg および more は、類似した状況で使用します( more(1) を参照)。 more によりサポートされているテキ
スト強調表示機能は pg からは使用できません。ただし、 pg には more にはない便利な機能がいくつかあ
ります。

説明
pg は、ソフトコピーターミナルにおいて1画面に同時に表示される files の検査を行うことができる text file

フィルタです。 - を file の引き数として使用、または pg がコマンド行で NULL 引き数を検出した場合、標
準入力が使用されます。各スクリーンの後にはプロンプトがあります。新しいページを表示するには Return

を押してください。他に可能なことを以下に列挙します。

このコマンドは、すでに通過した部分を再度見るために前に戻ることができる点で、 more などの他のページ
ネータと異なります。これを実行する方法は以下に解説します。

ターミナル属性を判定するために、 pg は、環境変数 TERM により指定されるターミナルタイプに対応する
terminfo データベースをスキャンします (terminfo(4) を参照)。 TERM が定義されていない場合、ターミナ
ルタイプ dumb とみなされます。

オプション
pg は以下のコマンド行オプションを認識します。

-number number は、 pg がデフォルトの代わりに使用するウィンドウのサイズ(行における)

を指定する整数です(24行あるターミナルにおいて、デフォルトのウィンドウサイズ
は23です)。

-p string これにより、 pg プロンプトとして string を使用できます。プロンプト文字列に %d

が含まれる場合、プロンプトの発行時にプロンプトの最初の %d の出現箇所は現在の
ページ番号に置き換えられます。デフォルトのプロンプト文字列はコロン (:) です。

-c 各ページを表示する前に、カーソルをホーム位置に移動してスクリーンをクリアしま
す。 clear_screen がこのターミナルタイプに対して terminfo データベースで
定義されていない場合、このオプションは無視されます。

-e これにより、 pg は各ファイルの終わりで休止しません。

-f 通常、 pg はスクリーン幅より長い行を分割しますが、表示中のテキストにおける文
字列の中には(アンダーラインに対するエスケープシーケンスなど)、好ましくない結
果を生成するものもあります。 -f オプションは、 pg が行を分割することを抑制し
ます。
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-n 通常、コマンドは改行文字により終わらなければなりません。このオプションによ
り、コマンドの英字が入力されるとすぐ、自動的にコマンドの終わりとなります。

-r 制限モード。シェルエスケープできません。 pg は、エラーメッセージを表示します
が、終了はしません。

-s これにより、 pg は、メッセージおよびプロンプトをボールドモード(通常、反転表
示)ですべてプリントします。

+linenumber linenumber から表示を開始します。

+/pattern/ 正規表現 pattern に一致するテキストを含む最初の行から開始します。

pg は、希望するフラグをプリセットするために環境変数 PG を参照します。例えば、 -c 操作モードを使用
してファイルを見たい場合、POSIXシェルのコマンドシーケンス PG=’-c’ ; export PG またはCシェルの
コマンド setenv PG -c により、 man または msgs などのプログラムで起動する場合を含めて pg の起
動は、すべてこのモードを使用します。 PG 環境変数をセットアップするコマンドシーケンスは、通常ユー
ザーの .profile または .cshrc ファイルに置かれます。 string および pattern 引き数に複数の単語を指
定する場合は、引用符で囲む必要があります。

pg の休止時にタイプできる応答は、3つのカテゴリに分割できます。もっと熟読できるようにするもの、検
索するもの、および熟読環境を修正するものです。

もっと熟読できるようにするコマンドは、通常、前の address をとり、オプションの符号付き数値はテキスト
の最初の表示位置を示します。この address は、コマンドに応じて、ページまたは行単位で解釈されます。符
号付き address は、現在のページまたは行に相対的な位置を指定します。符号なし address は、ファイルの先
頭に相対的なアドレスを指定します。各コマンドには、何も与えられない場合に使用されるデフォルトのアド
レスがあります。

熟読コマンドおよびデフォルトは以下のとおりです。

(+1)<newline> または <blank>

1ページを表示します。アドレスをページで指定します。

(+1) l 相対的なアドレスでは、 pg は順方向または逆方向に指定行数だけスクリーンをスク
ロールするようシミュレートします。絶対アドレスでは、 pg は指定行から始まるス
クリーンをプリントします。

(+1) d または ˆD

スクリーン半分を順方向または逆方向にスクロールするようシミュレートします。

if i 画面分のテキストを飛ばします。

iz スクリーンに表示される行数の新しいデフォルトが i になる以外は、newline と同じ
です。

以下の熟読コマンドでは address をとりません。
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. または ˆL 単一のピリオドをタイプすると、テキストの現在のページが再表示されます。

$ ファイルの最後のウィンドウを表示します。入力がパイプである場合は注意して使用
してください。

以下のコマンドを、テキストでテキストパターンを検索するのに利用できます。基本正規表現構文( regexp(5)

を参照)がサポートされます。ターミナル /, ˆ または ? をパターン検索コマンドから省略できます。 -n

オプションを指定した場合でも、正規表現はつねに改行文字により終わらなければなりません。

i/pattern/ pattern の i 番目(デフォルトは i =1 )の出現箇所を順方向に検索します。検索は、現
在のページの直後から始まり、カレントファイルの終わりまでラップアラウンドしな
いで続行します。

iˆpatternˆ

i?pattern? pattern の i 番目(デフォルトは i =1 )の出現箇所を逆方向に検索します。検索は、現
在のページの直前から始まり、カレントファイルの先頭までラップアラウンドしない
で続行します。 ˆ 表記は、 ? を適切に処理できないAdds 100ターミナルに便利で
す。

検索後、 pg は通常、検索された行をスクリーンの最上部に表示します。これは、これから検索された行を
ウィンドウの中央または最下部に置いておく検索コマンドに、 m または b を追加することにより修正できま
す。サフィックス t は、元の状況をリストアするのに使用できます。

pg ユーザーは、以下のコマンドで熟読環境を修正できます。

in コマンド行で i 番目の次のファイルを熟読し始めます。 i は、符号なし数値でデフォ
ルトの値は1です。

ip コマンド行で i 番目の前のファイルを熟読し始めます。 i は、符号なし数値でデフォ
ルトは1です。

iw テキストの別のウィンドウを表示します。 i が存在する場合、ウィンドウサイズを i

に設定します。

s filename 入力を指定ファイルにセーブします。熟読されるカレントファイルのみがセーブされ
ます。 s と filename との間の空白はオプションです。 -n オプションを指定する場
合でも、このコマンドはつねに改行文字で終わらなければなりません。

h 利用可能なコマンドの簡略化された要約を表示するヘルプ

q or Q 終了します。

!command command は、 SHELL 環境変数から得られた名前のシェルに渡されます。これが利
用できない場合、デフォルトのシェルが使用されます。 -n オプションを指定する場
合でも、このコマンドはつねに改行文字で終わらなければなりません。

出力がターミナルに送られるときはいつでも、終了キー(通常、Ctrl-\)、割込みキー(ブレークキー)、または
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DEL キーを押すことができます。これにより pg は、出力を送出するのを止め、プロンプトを表示します。
次に、コマンドのいずれかを通常の方法で入力できます。残念ながらそのような場合、ターミナルの出力待ち
行列で待機しているすべての文字は終了シグナルが発生するとフラッシュされるため、出力によっては失われ
るものがあります。

複数のファイルを指定するとヘッダーが各ファイルの前にプリントされる点を除いて、標準出力がターミナル
ではない場合は、 pg は機能的には cat と等価です( cat(1) を参照)。

多言語化対応
環境変数

LC_COLLATE は、正規表現を評価する際に使用される照合順序を決定します。

LC_CTYPE は、テキストをシングルバイトおよびマルチバイトの文字またはそのいずれとして解釈するか、ま
たテキストを正規表現の文字クラス式で一致した文字としてどう解釈するかを決定します。

LANG はメッセージの表示言語を決定します。

LC_COLLATE または LC_CTYPE が環境で未指定か、または空の文字列に設定されている場合、 LANG の値
はそれぞれ未指定または空の変数のデフォルトとして使用されます。 LANG が指定されない、または空の文字
列に設定された場合、 LANG ではなくデフォルトの"C"( lang(5) を参照) が使用されます。多言語対応変数に
無効な設定値が含まれる場合、 pg は多言語対応変数がすべて"C"に設定されているものとして動作します。
environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

例
システムニュースを読む場合に pg を使用します。

news | pg -p "(Page %d):"

警告
ターミナルのタブが8ごとの位置に設定されない場合、好ましくない結果が発生する可能性があります。

pg をフィルタとして、ターミナルの I/O オプションを変更する他のコマンド( crypt(1) など)で使用した場
合、ターミナル設定値は正しくリストアされない可能性があります。

ターミナル入力を待っている間に、 pg は実行を終了することにより BREAK, DEL, および ˆ に応答します。
ただし、プロンプト間でこれらのシグナルは pg の現在のタスクを中断し、ユーザーをプロンプトモードにし
ます。入力がパイプから読み出されている場合、割込みがパイプラインにおける他のコマンドを終了させる可
能性があるので、これらは注意して使用するようにしてください。

more のユーザーは、 z および f コマンドが利用可能であり、またターミナル /, ˆ, または ? をパターン
検索コマンドから省略できます。
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ファイル
/usr/share/lib/terminfo/?/* ターミナル情報データベース
/tmp/pg * 入力がパイプから行われる場合のテンポラリファイル

参照
crypt(1), grep(1), more(1), terminfo(4), environ(5), lang(5), regexp(5)

標準準拠
pg: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3
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名称
pipcrm − POSIXメッセージキューやPOSIX名前付きセマフォの削除

構文
pipcrm [option]...

説明
pipcrm コマンドは、1つ以上の指定されたPOSIXメッセージキューやPOSIX名前付きセマフォを削除しま
す。

オプション
識別子は次のオプションで指定します。

-q msqname メッセージキューから、 msqname 引き数で指定されたキュー名のリンクを切りま
す。そのメッセージキューで既存の記述子をオープンしているプロセスがなければ、
そのキューは消去されます。 1つ以上のプロセスがメッセージキューをオープンして
いる場合、キューの削除は、そのキューのすべての記述子がクローズされるまで延期
されます。

-s semname セマフォから、 semname 引き数で指定されたセマフォ名のリンクを切ります。その
セマフォで既存の記述子をオープンしているプロセスがなければ、そのセマフォは消
去されます。 1つ以上のプロセスがセマフォをオープンしている場合、セマフォ削除
は、そのセマフォのすべての記述子がクローズされるまで延期されます。

削除の詳細については、 mq_unlink(2) と sem_unlink(2) で解説しています。名称は pipcs ( pipcs(1) を参
照)で確認できます。

参照
pipcs(1)、mq_unlink(2)、mq_open(2)、mq_send(2)、mq_receive(2)、 sem_unlink(2)、 sem_open(2)、
sem_wait(2)、sem_post(2)

標準準拠
pipcrm: なし
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名称
pipcs − POSIXプロセス間通信機能の状態報告

構文
pipcs [-qs] [-abo]

説明
pipcs は、アクティブなPOSIXプロセス間通信機能に関する一定の情報を表示します。オプションが指定さ
れない場合、 pipcs はそのシステムで現在アクティブなPOSIXメッセージキューとPOSIX名前付きセマ
フォに関する情報を簡単なフォーマットで表示します。

オプション
次のオプションで、それぞれの機能で表示される内容を制限します。

(なし) -qs と等価です。

-q アクティブなPOSIXメッセージキューに関する情報を表示します。

-s アクティブなPOSIX名前付きセマフォに関する情報を表示します。

次のオプションは、ディスプレイにデータのカラムを追加します。後述の「カラムの説明」を参照してくださ
い。

(なし) すべての機能について、デフォルトのカラム ( T、 MODE、 OWNER、 GROUP、
REFCNT、 NAME) を表示します。

-a 必要に応じてすべてのカラムを表示します。これは、 -bo と等価です。

-b POSIXメッセージキューについて、使用可能な最大サイズの情報( QBYTES)を表示し
ます。

-o 処理待ちとなっているPOSIXメッセージキュー( QNUM、 MNUM)、およびPOSIX名前
付きセマフォ( VAL、 IVAL)に関する情報を表示します。

カラムの説明
pipcs のリストにおけるカラムのヘッダーとカラムの意味について説明します。カラムは次に示される順番
で、左から右に表示されます。

T 機能種別

q POSIXメッセージキュー

s POSIX名前付きセマフォ

MODE 機能のアクセスモードとフラグ。モードは9文字からなり、次のように解釈されま
す。

この9文字は、3文字づつ3つのセットで解釈されます。最初のセットは所有者のパー
ミッション、次が機能項目のグループ内の他のメンバーに対するパーミッション、最
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後はそれ以外のメンバーすべてです。

各セットで、最初の文字は機能項目を読み出すためのパーミッション、2つ目は書き
込んだり変更したりするパーミッションで、最後の文字は現時点では使われていませ
ん。

r 読み取りのパーミッションが与えられている。
w 書き込みのパーミッションが与えられている。
a 変更のパーミッションが与えられている。
- 対応するパーミッションは与えられていない。

OWNER 機能項目の所有者のログイン名。

GROUP 機能項目の所有者グループのグループ名

REFCNT 機能項目の参照回数の値。POSIXメッセージキューの参照数は、関連するキューの同
時オープンの数です。同じように、POSIX名前付きセマフォの参照数は、関連するセ
マフォを参照しているプロセスの数です。

NAME 機能項目の名前。

QNUM 関連するPOSIXメッセージキューにおいて処理待ちとなっているメッセージの数。

MNUM 関連するPOSIXメッセージキューで使用可能なメッセージの最大数。

QBYTES 関連するPOSIXメッセージキューにおいて処理待ちとなっているメッセージで使用可
能な最大バイト数。

VAL 関連するPOSIX名前付きセマフォの現在の値。

IVAL 関連するPOSIX名前付きセマフォが保持している初期値。

警告
システムプロセスは、要求された情報を pipcs が取得している間にも継続的に変化しているので、表示され
るのは、おおよそのシステム状態です。

フィールドの幅や出力の間隔は、システム、HP-UXのリリース、表示される内容によって変化することに注意
してください。

ファイル
/etc/group グループ名
/etc/passwd ユーザー名

参照
pipcrm(1)、mq_open(2)、mq_close(2)、 sem_open(2)、 sem_close(2)、mq_unlink(2)、 sem_unlink(2)、
mq_send(2)、mq_receive(2)、sem_wait(2)、sem_post(2)
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標準準拠
pipcs: なし
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名称
pldd - 各プロセスにリンクされているダイナミックライブラリの表示 (dlopen()/shl_load() を用いて明示的に結
び付けられた共有オブジェクトも含む)

構文
pldd [-h] { pid|corepath}[:execpath]

説明
pldd は、dlopen() または shl_load() ルーチンを用いて明示的に結び付けられた共有オブジェクトも
含め、各プロセスにリンクされているダイナミックライブラリを表示します。

pid または corepath (コアファイルの絶対パス) を指定すると、pldd は、ロードされている共有ライブラリ
をリスト表示します。これは dlopen() および shl_load() で明示的にロードされたライブラリも含みま
す。pldd は、プロセスにアタッチしてプロセスのメモリーを読み取ることで動作します。実行可能ファイル
とコアファイルの間に不一致がある場合、動作は予測できません。

pldd は現在のディレクトリおよび $PATH で実行可能ファイルを検索します。

オプション
pldd は次のオプションを認識します。

-h 使用法のメッセージを表示します。

オペランド
pldd は次のオペランドを認識します。

{pid|corepath}[:execpath] pid は実行中のプロセスを指定します。corepath はコアファイルの絶
対パスを指定します。pid または corepath と共に、実行可能ファイル
のパス (省略可能) を指定できます。区切り記号にはコロン (:) を使用
します。

戻り値
pldd は次の値を返します。

0 正常に終了しました。
n!=0 失敗。エラーが発生しました。

参照
ldd(1), pstack(1)
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名称
pppd − PPP (Point to Point Protocol) デーモン

構文
pppd [options...]

説明
pppd は、PPP (Point to Point Protocol) または、SLIP (Serial Line Internet Protocol) 経由で他のホストと
接続する場合に、その管理を行う UNIX システムのデーモンプロセスです。これは、UNIX ホストのネイ
ティブシリアルポートを使用します。また、HP IP トンネルドライバを介し、UNIX カーネル独自の TCP/IP

と通信します。

リリース 10.30 より前の HP-UX の ppl(1) の機能は、このデーモンの機能に置き換えられます。ppl がサ
ポートしていたのは、SLIP および CSLIP (Compressed Header SLIP) プロトコルだけです。

デーモン管理オプション
auto 「autocall」モードで開始し、制御ターミナルから切り離して、デーモンとして実

行させます。フィルターファイルの「bringup」カテゴリに指定されているパケッ
トに応答して、接続を起動させます。リモートアドレスが必須です。

up auto と共に使用すると、通信データを待たずに即時にリンクを立ち上げます。
リンクがダウンした場合には、 (呼び出し再試行遅延タイマーの期限が切れた後
で) 送信パケットを待たずにリンクを再起動します。

dedicated デマンドダイヤル接続ではなく、専用回線として接続を取り扱います。このオプ
ションは、接続を遮断しないよう pppd に通知します。つまりピアリンクが
シャットダウンを試みた場合は、処理を進めてシャットダウンさせますが、その後
即時に同じ接続の再確立を行います。同様に、はじめて接続する場合にも、pppd

は設定要求メッセージを固定回送信し、接続の遮断をしません。装置はダイヤル呼
び出し接続の場合と同様に、ハングアップイベント (LQM 障害、キャリア検知の
損失) が発生するとクローズします。その後、Systems ファイルがチェックさ
れ、代替エントリーが調べられます。使用できるエントリーがない場合、呼び出し
再試行遅延タイマーの期限が切れた後に接続を再確立します。専用回線上の短呼び
出し再試行遅延タイマーを使用してください。Any;5-30 などの設定は有効に動
作します。up を暗黙に指定します。

altdelay delay Systems ファイル内の同一の宛先用の各代替番号にダイヤルするまでの遅延時間
delay (秒単位) を設定します。デフォルト値は１秒間です。

nodetach 「autocall」モードの制御ターミナルからの切り離しを行いません。log - と同時
に使用すると、PPP セッションの監視に有効です。

log log-file ログメッセージを log-file に付加します (デフォルトは /var/adm/pppd.log)。
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acct acct-file セッションアカウンティング メッセージを acct-file に付加します。acct-file が
log-file と同じならば、セッションアカウンティングメッセージは、他のログ情報
とインタリーブされます。

filter filter-file filter-file 内のパケットフィルター処理およびリンク管理の情報を検査します (デ
フォルトは /etc/ppp/Filter)。

debug debug-level ログファイルの出力を、次のデバッグレベルに設定します。各デバッグレベルで
は、それぞれの下位番号レベルの情報も記録されます。

0 デーモンの開始メッセージ。

1 リンクステータスメッセージ。呼び出しの履歴 (デフォルト)。

2 チャットスクリプト処理。入力フレーミングのエラー。

3 LCP、IPCP、IPV6CP、PAP、および CHAP のネゴシエーション。

4 LQM ステータスの要約。

5 IP インタフェースの変更。

6 IP メッセージの要約。

7 すべての LQM レポート。

8 すべての PPP メッセージ (フレーミングを除く)。

9 読み書きされた文字。

10 プロシージャ呼び出しのメッセージ。

11 内部タイマー。

exec exec-cmd リンクが立ち上がった時点で exec-cmd up addr args を実行し、ダウンした時点
で exec-cmd down addr args を実行します。Addr はピアの IP アドレスであ
り、args は、pppd に渡す引き数のリストです。

exec6 exec-cmd リンクが立ち上がった時点で exec-cmd up interface-id args を実行し、ダウンし
た時点で exec-cmd down interface-id args を実行します。Interfac-id はピアの
64 ビット IPv6 インタフェース識別子であり、args は pppd に渡す引き数のリ
ストです。

router6 IPv6 が使用可能になっても、IFF_PRIVATE フラグは IPv6 インタフェースに
セットされません。そのため、インタフェースを IPv6 データグラムに転送する事
ができます。またこのインタフェースは、IPv6 の２次インタフェースを構成する
ルーター通知パケットを受け取ることができません。かわりに ifconfig コマン
ドまたは DHCPv6 のような記述型の構成方法を用いて、 IPv6 の２次インタ
フェースを構成してください。
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noipv4 これが指定されると、IPCP ネゴシエーションは行われず IPv4 データグラムもリ
ンクを通りません。

noipv6 これが指定されると、IPV6CP ネゴシエーションは行われず IPv6 データグラムも
リンクを通りません。

nonice nice() ライブラリルーチンによるスケジューリング優先順位を -10 に上げず
に、通常のユーザープロセス優先順位で pppd を実行します。

通信オプション
asyncmap async-map 必要な非同期制御文字マップを C スタイルの 16 進表記 (デフォルトは 0xA0000)

で表現し、async-map に設定します。

noasyncmap LCP 非同期制御文字マップネゴシエーション機能を使用しません。

escape odd-character PPP 非同期制御文字マップ (0x00 ～ 0x1F までが使用可能) に指定されている文
字に加え、指定された文字の伝送時には、エスケープアルゴリズムも適用されま
す。この場合、指定された文字は、0x00 ～ 0xFF 内の値であり、0x5E、0x7D、
または 0x7E であってはなりません。

指定された文字を、10進数値として指定したり、C スタイルの 16進表記で指定し
たり、あるいは「ˆ」制御文字表記による ASCII 文字として指定することができ
ます。たとえば、XON 文字を 17、0x11、または ˆQ として指定することが可能
です。

escape の引き数で指定した文字をエスケープ形式に変換すると、ピアのネゴシ
エーション済み非同期制御文字マップに収められている文字と同じ文字列になる場
合には、警告メッセージがログファイルに出力されコマンド行で指定した文字はエ
スケープされません。

escape の引き数で指定した文字をエスケープ形式に変換すると、コマンド行の
他の escape 引き数に指定された文字と同じ文字列になる場合には、pppd はエ
ラーメッセージをプリントし終了します。

device 指定した装置を介して通信します ( デフォルトは /dev/tty)。

comm-speed 伝送速度を１秒当たりの comm-speed ビットに設定します。

ignore-cd CD (キャリア検知 (Carrier Detect)、DCD (データキャリア検知 ; Data Carrier

Detect) とも呼ぶ) シグナルの状態を無視します。これは、 CD がサポートされて
いないシステムで、専用回線を介して PPP を実行する場合に有効です。

xonxoff フローを停止するには DC3 (ˆS、XOFF、ASCII 0x13) を、再開するためには
DC1 (ˆQ、XON、ASCII 0x11) を用いて、回線でインバンド (「ソフトウェア」)

のフロー制御を使用します。 (デフォルトでは、フロー制御を使用しないように設
定されています。) このオプションは送信接続の場合には、Devices ファイルと
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pppd コマンドで指定できます。

telnet 応答の pppd のコマンド行で使用する場合は、telnet のバイナリオプションをネ
ゴシエーションし、telnet のエスケープ処理を解釈します。device や auto と
同時に使用することはできません。

リンク管理オプション
nooptions LCP と IPCP のオプションをすべて使用不可にします。

noaccomp HDLC アドレスと制御フィールドの圧縮を使用不可にします。

noprotcomp LCP プロトコルのフィールド圧縮を使用不可にします。

slip PPP パケットフレーム化ではなく、RFC 1055 SLIP パケットフレーム化を使用し
ます。すべてのオプションネゴシエーションを使用不可にし、noasyncmap、
noipaddress、 vjslots 16、 novjcid、 nomagic、 nomru、および mru

1006 を暗黙に指定します。ピアがヘッダー圧縮 TCP パケットを送信する場合
は、vjcomp を暗黙に指定します。

extra-slip-end SLIP モードで実行中の場合は、SLIP パケットフレーム化文字 (0xC0) を伝送前
に各フレームへ割り振ります。フレームが前のフレームのすぐ後に続いている場合
でも、同様に付加されます。デフォルトでは、pppd は、隣接している SLIP フ
レームに対し、１つのフレーム化文字だけを伝送します。

extra-ppp-flag PPP モードで実行中の場合は、PPP パケットフレーム化文字 (0x7E) を伝送前に
各フレームに割り付けます。フレームが前のフレームのすぐ後に続いている場合で
も、同様に付加されます。デフォルトでは、pppd は、隣接している PPP フレー
ムに対して１つのフレーム化文字だけを伝送します。

nomagic LCP のマジックナンバーネゴシエーションを使用不可にします。

mru mru-size LCP の Maximum Receive Unit (MRU) の値をネゴシエーション用に mru-size

に設定します。デフォルトは、PPP の場合は 1500 で、SLIP の場合は 1006 で
す。

nomru LCP の Maximum Receive Unit (MRU) ネゴシエーションを使用不可にし、イン
タフェースに対して 1500 を使用します。

active 即時に、LCP パラメータネゴシエーションを開始します (デフォルト)。

passive ピアから LCP パケットを受信するまで、最初の LCP パケットを送信しません。

timeout restart-time LCP、IPCP、CCP、PAP、および CHAP オプションネゴシエーション再始動タ
イマーを restart-time (デフォルトは３秒) に設定します。

lqrinterval time time 秒 (デフォルトは 10 秒 ) ごとに、Link-Quality-Reports または Echo-

Requests を送信します。ピアが Protocol-Reject で応答した場合は、代わりに、
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time 秒ごとに LCP Echo-Requests を送信します。受信した LCP Echo-Replies

からリンクステータスの方針を決めてください。

lqthreshold min/per 最後に送信した LQR の per と、その min に対し、ピアからの応答が少ない場合
は、接続が異常終了したと見なしてリンク品質の最小標準を設定してください (デ
フォルトは 1/5)。

echolqm リンクの品質を評価しその方針を決める時に、標準の Link-Quality-Report メッ
セージではなく、LCP Echo-Requests を使用します。ピアが、Link Quality

Monitoring の設定を行っている場合は、nolqm パラメータを指定しない限り、
このオプションの設定は無効となります。

nolqm Link-Quality-Report メッセージを、送信または認識しません。echolqm を重ね
て指定した場合は、リンク障害の検知に Echo-Request メッセージが使用されま
す。

idle idle-time[/session-idle-time]

フィルターファイル中の「keepup」カテゴリに指定したパケットを受信または伝
送せずに idle-time 秒経過すると、リンクをシャットダウンします (デフォルトで
は、リンクのアイドルを管理しません)。

session-idle-time が指定されており、かつ、いずれかの TCP セッションがオープ
ンであれば、パケットを受信または伝送せずに session-idle-time 秒数が経過した
時点でリンクをシャットダウンします。

max-configure tries PPP Max-Configure カウンター (応答なしで送信された Configure-Requests の最
大数) を tries に設定します。

max-terminate tries PPP Max-Terminate カウンター (応答なしで送信された Terminate-Requests の
最大数) を tries に設定します。

max-failure tries PPP Max-Failure カウンター (肯定応答なしで送信された Configure-Naks の最大
数) を tries に設定します。

IP オプション
local:remote このマシンのアドレスと、リモートマシンのアドレスを指定します。PPP リンク

を使用せずにローカルでこのアドレスを検出できない場合には、文字による名称
か、あるいはリテラル IP アドレスとして指定できます。

これらのアドレスはそれぞれ任意指定ですが、コロンだけの指定は無効です。ま
た、「autocall」モードでデーモンとして実行している場合、リモートアドレスの
指定は必須です。local: だけの指定で着信呼び出しを受信した場合は、IPCP IP

アドレスのネゴシエーションの間にリモートアドレスが検出されます。

波ダッシュ (˜) の後にそれぞれのアドレスが続いている場合、あるいは波ダッシュ
だけが指定されている場合には、リンクがローカル側にあるかピア側にあるかに関
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わりなく、pppd は、IPCP のネゴシエーションの間にピアによって提供される
IP アドレスを有効とします (SLIP モードでの使用は不可能)。

SLIP は、IPCP のオプションも含め、オプションのネゴシエーションを行えない
ため、通常は両方のアドレスを指定します。波ダッシュオプションも用いません。
同様の「機能」を確保するには、ピアのログイン処理中に IP アドレスをテキスト
で指定する必要があり、かつ、Systems ファイル「\A」チャットスクリプト機能
(ppp.Systems(4) を参照) を使用して新しい値を取り込む必要があります。

ipv6 local-ifid,remote-ifid

ipv6 のあとには２つの 64 ビット IPv6 インタフェース識別子を付けなくてはい
けません。つまり、このマシンのインタフェース識別子とリモートマシンのインタ
フェース識別子です。

どちらのインタフェース識別子も任意ですが、カンマ自体は無効で、「autocall」
のデーモンとして実行している場合はリモートアドレスが必要です。受信コールの
受け取りの最中に local-ifid: を指定すれば、IPV6CP インタフェース ID ネゴシ
エーションのときにリモートインタフェース識別子がわかります。

どちらかの識別子に波ダッシュ ˜ が付いているか、または、単独で波ダッシュが
ある場合、pppd は、 IPV6CP ネゴシエーションの間にピアが与えたインタ
フェース識別子を、リンクのローカルエンドまたはピアエンドとして受け入れま
す。IPv6 トランスミッションでは、SLIP はサポートされていないことに注意し
てください。このオプションが slip オプションと一緒に指定された場合、pppd

はエラーメッセージを出して終了します。

netmask subnet-mask C スタイルの 16進数 (xffffff00 など ) かドットで４つに区切った 10進数表記
(255.255.255.0 など) を用いて、インタフェースの subnet マスクを subnet-mask

に設定します。デフォルトのサブネットマスクは、ネットワーク (クラス A、B、
または C) に応じて異なります。この場合、サブネットは想定されません。

need-ip-address IP アドレスの割り当てをピアに要求します。

need-ip6-ifid ピアがアサインした 64ビット IPv6 インタフェース識別子を取得します。

noipaddress IPCP の IP アドレスのネゴシエーションを使用不可にします。

noip6ifid IPV6CP インタフェース識別子のネゴシエーションを使用不可にします。

vjcomp 16 スロット用 RFC 1144「VJ」 (Van Jacobson) TCP ヘッダー圧縮ネゴシエー
ションと、スロット ID 圧縮を使用可能にします (PPP フレーム化のデフォル
ト)。「VJ」圧縮はそれぞれデフォルトとして、非同期接続では使用可能となり、
同期接続では使用不可になります。

novjcomp RFC 1144「VJ」(Van Jacobson) TCP ヘッダー圧縮を使用不可にします (このオ
プションは、ピアがヘッダー圧縮した TCP パケットを送信しない限り、SLIP フ
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レーム化を行う場合のデフォルトとなります)。

vjslots vj-slots VJ 圧縮スロットの数を設定します (最小値３、最大値 256、デフォルト 16)。

novjcid VJ 圧縮スロット ID の圧縮を使用不可にします (デフォルトでは使用可能です)。

rfc1172-vj 旧 PPP 実現方法 (4バイトの VJ 構成オプション) との互換性を提供しますが、こ
の場合、0x002d を正しいオプションネゴシエーション値として使用します。

rfc1172-typo-vj RFC 1172 セクション 5.2 (Compression-Type 値 0x0037) での表記エラーに対応
の旧 PPP 実現方法 (4バイトの VJ 構成オプション) との互換性を提供します。

rfc1172-addresses 最新の RFC 1332 (IP アドレス、IPCP 構成オプション 3) ではありませんが、
RFC 1172 セクション 5.1 (IP アドレス、IPCP 構成オプション 1) との互換性を
提供します。ただし、オプション３が指定された IPCP Configure-Request を受
信した場合には、Configure-Reject 以外のもので応答します。

rfc2472-ifid-neg 先の応答で、IPV6CP インタフェース識別子オプションに非承認が送信された場
合は nak (negative acknowledgement) を送信してはいけません。

認証オプション
requireauth PAP か CHAP のどちらかの認証を必須とします。

requirechap RFC 1334 で記述されているのと同様な CHAP 認証を必須とします。

requiremschap MS-CHAP 認証を必須とします。

requirepap PAP 認証を必須とします。

rechap interval ピアの再認証自体を (CHAP を使用して) interval 秒ごとに要求します。ピアがこ
れに失敗した場合、リンクは終了します。

name identifier PAP または CHAP のネゴシエーション時に使用される識別子を指定します。この
オプションは、PPP のピアが認証を要求する場合に必要です。デフォルトでは、
gethostname(2) か、hostname(1) の戻り値が設定されます。

Microsoft 互換性オプション
ms-dns address ピアに提供する MS DNS アドレスを設定します。コマンド行でのこのオプション

の最初の記述箇所が一次アドレスを設定し、２番目の記述箇所が二次アドレスを設
定します。

ms-nbns address ピアに提供する MS NBNS アドレスを設定します。コマンド行でのこのオプショ
ンの最初の記述箇所が一次アドレスを設定し、２番目の記述箇所が二次アドレスを
設定します。

暗号化オプション
現在、米国から輸入されたソフトウェアで暗号化を使用することはできません。暗号化の機能を入手するに
は、sales@progressive-systems.com に連絡してください。
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リンク圧縮オプション
compress ネゴシエーション時に、サポートされているすべてのリンク圧縮タイプ (現在は

Predictor-1 のみ) を提供します。デフォルトでは、どのリンク圧縮タイプの提案
も受入も設定されていません。

compress-pred1 サポートされているあらゆる圧縮タイプを受け入れますが、Predictor タイプ１の
圧縮が優先されます。

nopred1 Predictor-1 の圧縮を使用しません。

ログファイル
単一のマシン上で実行している各 pppd プロセスは、ステータス情報をログファイル ( デフォルトは
/var/adm/pppd.log) の中に記録します。このファイルの各行は、メッセージで構成されますが、そのメッ
セージの前には、日付、時間、およびそのメッセージを書き込んだデーモンのプロセス ID が付けられます。
メッセージの量と出力レベルは、debug オプションと log フィルター ( ppp.Filter(4) を参照) で制御されま
す。

デバッグレベルが１以上の時はリンクを立ち上げた各パケットが、あらゆるデバッグレベルの時は log フィ
ルターと一致した各パケットが、デバッグレベルが７以上の時はすべてのパケットが、ログファイルに１行分
の記述を書き込みます。メッセージの最初の項目はプロトコル (tcp、udp、icmp または数値によるプロト
コル値) です。ICMP パケットの場合、キーワード icmp の後に斜線で区切られて ICMP メッセージタイプ
とサブコードが続きます。その後には、IP アドレス、および任意に指定された TCP や UDP ポート番号が続
き、さらに、パケットが送信されたのか (−>) あるいは受信されたのか (<−) を示す矢印に続いて相手のアドレ
スとポート番号、VJ TCP ヘッダー圧縮前のパケットの長さ (バイト数)、ゼロまたはそれ以上のキーワードが
続きます。伝送パケットの場合、最初の IP アドレスはソースアドレスであるのに対して、受信パケットの場
合、最初の IP アドレスはあて先アドレスです。getservbyport() ライブラリ関数は、well-known TCP

ポート番号と UDP ポート番号を名前に置き換えます。キーワードとそれらの意味は次のとおりです。

frag パケットは、フラグメント化された IP フレームの中央または後半部分です。

syn パケットには TCP SYN ビットが設定されています。

fin パケットには TCP FIN ビットが設定されています。

bringup 伝送パケットが、bringup フィルターと一致し、リンクを立ち上げました。

!keepup パケットは、keepup フィルターによって拒否されました。

!pass パケットは、pass フィルターによって拒否されました。

dial failed pppd が呼び出し再試行タイマーの期限が切れるまで待機中であるために、パケットは除去
されました。

(c) 受信パケットは、 VJ TCP ヘッダー圧縮されました。

(u) 受信パケットは、 VJ TCP ヘッダー圧縮が解凍されました。
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たとえば、下記のログファイル行の意味は次のとおりです。

9/6-14:06:26-83 tcp 63.1.6.3/1050 -> 8.1.1.9/smtp 44 syn

この行は、９月６日の 2:06:26 PM に、プロセス ID 83 が 44バイトの SYN ビット付き TCP パケットを
63.1.6.3 上のポート 1050 から 8.1.1.9 上の SMTP ポートに送信したことを示します。

シグナル
以下のシグナルを受信すると、pppd はログファイルをクローズして再度オープンし、フィルターとキーファ
イルを再度読み取り、その後で指示されている処理を行います。

SIGKILL これは絶対に使用しないでください。pppd は正常にシャットダウンできないことがあるの
で、シリアルインタフェース (/dev/tty であるかどうかは問わず) とご使用の IP トンネル
ドライバがある種の未知状態に陥ったままになります。この代わりに、SIGTERM を使用し
て pppd をシャットダウンします。システムは正常な状態のままです。

SIGINT アクティブのセッションを正常に切断します。「autocall」モードにある場合は、呼び出し再
試行遅延タイマーと呼び出し再試行バックオフ期間をリセットします。up が指定されている
場合は、リンクの再確立を試みます。「autocall」モードでない場合は、終了します。

SIGHUP アクティブセッションを即時に切断します。up が指定されている場合は、リンクの再確立を
試みます。「autocall」モードでない場合は、終了します。

SIGTERM アクティブセッションを正常に切断し、オープンされているすべてのシリアルインタフェース
と IP インタフェースをクリーンアップし、その後に終了します。

SIGUSR1 ログファイルに書き込むデバッギング情報のレベルを増分します。

SIGUSR2 デバッギングのレベルを基本値 (debug 0 がコマンド行に指定されていない場合は 1) にリ
セットします。

SIGALRM フィルターファイルとキーファイルの再読み取り以外、何の処理も行いません。

例
「oursystem」上で一対のデーモン、つまり、「backbonesystem」と固定リンクを維持しているデーモン
と、「theirsystem」という名前の隣接マシンへの発信呼び出しが開始できる状態にあるデーモンを実行させ
るには、下記を /sbin/rc2.d/S522ppp に追加します。

if [ −f /etc/ppp/Autostart ]; then

/etc/ppp/Autostart

fi

その後で、/etc/ppp/Autostart を次のようにします。

#!/bin/sh

PATH=/usr/etc:/bin:/usr/bin
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if [ −f /var/adm/pppd.log ]; then

mv /var/adm/pppd.log /var/adm/OLDpppd.log

fi

echo −n "Starting PPP daemons:" >/dev/console

pppd oursystem:backbonesystem auto noipv6 up

(echo −n ’ backbonesystem’) >/dev/console

pppd oursystem:backbonesystem ipv6 <local-ifid>,<remote-ifid> auto up

(echo −n ’ backbonesystem’) >/dev/console

pppd oursystem:theirsystem auto noipv6 idle 120

(echo −n ’ theirsystem’) >/dev/console

pppd oursystem:theirsystem ipv6 <local-ifid>,<remote-ifid> auto idle 120

(echo −n ’ theirsystem’) >/dev/console

「theirsystem」上で実行されている PPP 実現方法が、「oursystem」へダイヤル呼び出しできるようにする
には、「oursystem」上の /etc/passwd に下記を追加します。

Pthem:?:105:20:Their PPP:/etc/ppp:/etc/ppp/Login

この場合のグループ 20 は、/usr/etc/pppd を所有している ppp グループの gid で、/etc/ppp/Login

は、次のような実行可能なシェルスクリプトです。

#!/bin/sh

PATH=/usr/bin:/usr/etc:/bin

mesg n

stty -tostop

exec pppd noipv6 ‘hostname‘:

IPV6CP ネゴシエーションを可能にするには、下記のように記述します。

#!/bin/sh

PATH=/usr/bin:/usr/etc:/bin

mesg n

stty -tostop

exec pppd ipv6 <local-ifid>,<remote-ifid> ‘hostname‘:

推奨
/sbin/rc2.d/S522ppp から /etc/ppp/Autostart を実行するときは、ホスト名がローカルで認識され
ている場合に限り、ホスト名を使用します。ホスト名の解析に DNS サーバーへの PPP 接続が必要な場合
は、代わりに、そのリテラル IP アドレスを使用してください。
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多言語化対応
環境変数

環境変数 PPPHOME が指定されている場合、その変数は pppd が検索する構成ファイルを格納するディレク
トリを指定します。構成ファイルとは、すべての接続にて用いられる Filter と Auth、接続が「outbound」
である場合には、そのほかに Systems、 Devices、および Dialers も含みます。 PPPHOME は、
Autostart スクリプトの中か、着信接続の Login スクリプトの中で指定できます。PPPHOME が指定され
ていない場合、pppd は、構成ファイルが /etc/ppp/* にあるものと見なします。

セキュリティ上の考慮事項
pppd は、パーミッションが 4750 であり、かつ、ルートが所有しなければなりません。また、受信 PPP ロ
グインの「ユーザー」をすべて含むグループのメンバーだけが実行できるものでなければなりません。

著者
pppd は、Progressive Systems で開発されました。

参照
ppp.Auth(4), ppp.Devices(4), ppp.Dialers(4), ppp.Filter(4), ppp.K eys(4), ppp.Systems(4),

RFC 1548, RFC 1549, RFC 1332, RFC 1333, RFC 1334, RFC 1172, RFC 1144, RFC 1055,

ds.internic.net:/internet-drafts/draft-ietf-pppext-compression-04.txt

標準準拠
HP PPP では、IETF 提示の標準ポイントツーポイントプロトコル、およびその数多くのオプションと拡張機
能が RFC 1548、1549、1332、1333、1334、および 1144 に従って実装されています。また、RFC 1134、
1171、および 1172 で記述している初期の PPP プロトコルの仕様に合うように構成することができます。ま
た、RFC 1055 と 1144 で記述している非標準 SLIP プロトコルも実装されています。
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名称
pppoec − PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) クライアント

構文
pppoec -i interface-name

pppoec -i interface-name [−c config-file] [−d debug-level] [−l log-file] [−r retry-number]

説明
pppoec はクライアントにサービスを提供するアクセス コンセントレータに接続します。選択されたアクセ
ス コンセントレータからユニークなセッション ID を取得します。その後 pppoec は、RFC 2516 で記述さ
れているとおり PPPoE のセッションフェーズ機能を実行する pppd デーモンを分岐させます。

オプション
pppoec では次のオプションをサポートしています。

-c config-file pppoerd が使用する構成ファイルの絶対パスを指定します。デフォルトの構成
ファイルは /etc/ppp/pppoec.conf です。

-d debug-level ロギングを有効にする、デバッグレベルを指定します。３つのデバッグレベルが
あります。

LOG_ERROR すべてのエラーメッセージをログに残します。これらのメッセー
ジを記録するには、コマンドラインで -d 0 と指定します。

LOG_WARN すべての警告メッセージをログに残します。これらのメッセージ
を記録するには、コマンドラインで -d 1 と指定します。

LOG_DEBUG 関数レベルのデバッグメッセージをログに残します。これらの
メッセージを記録するには、コマンドラインで -d 2 と指定しま
す。

-i interface-name

(たとえば lan0 のように) PPPoE セッションで使用される、ネットワーク イン
タフェース名を指定します。

-l log-file pppoec がメッセージを書き出すログファイル名の絶対パスを指定します。デフォ
ルトのログファイルは /var/adm/pppoec.log です。

-r retry-number アクセスコンセントレータがクライアントの要求に応答しなかった場合の、PADI

(PPPoE Active Discovery Initiation) または PADR (PPPoE Active Discovery

Request) パケットを再送する回数を指定します。デフォルト値は３です。

例
pppoec コマンドの例を以下に示します。
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/usr/bin/pppoec -i lan4 -c /tmp/ppp/pppoec.conf -d 2

警告
/etc/ppp/pppoec.conf ファイルなしでクライアントデーモンを実行することはできません。
pppoec.conf (4) を参照。また pppoec を終了させるのに SIGKILL を使用してはいけません。pppoec クラ
イアントデーモンを終了させるには SIGTERM を使用してください。

著者
pppoec は HP で開発されました。

ファイル
pppoesd PPPoE サーバーデーモン
pppoerd PPPoE リレー
pppoec.conf PPPoE クライアント構成ファイル
pppd PPP デーモン

参照
pppd(1), pppoerd(1M), pppoesd(1M), pppoec.conf(4)
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名称
pr − ファイルの出力

構文
pr [options] [files]

説明
pr は、指定ファイルを標準出力に出力します。 file が - であるか、またはファイルが指定されていなければ
標準入力が使用されます。デフォルトでは、リストはページごとに区切られ、それぞれページ番号、日時、お
よびファイル名を示すヘッダーが付きます。

デフォルトでは、カラムは等しい幅で、少なくとも１つのスペース文字で区切られています。長すぎる行では
超過分が切り捨てられます。 -s オプションを使用すると、行は切り捨てられず、カラムは区切り文字で区切
られます。

標準出力が端末に割り当てられている場合、pr が出力を完了するまで、エラーメッセージは出力されませ
ん。

オプション
options には、以下のオプションを単独または任意の順序で組み合わせて使用できます。

+k k ページ目から出力し始めます (デフォルトは 1 です)。

-k k カラムの出力を作成します (デフォルトは 1 です)。このオプションは -m とは併用でき
ません。オプション -e および -i はマルチカラム出力に使用します。

-c k k カラムの出力を作成します。 -k と同じです。

-a ページに対してマルチカラム出力で出力します。このオプションは -k オプションと合わせ
た場合のみ有効です。

-m すべてのファイルをマージし、１カラムに１ファイルずつ同時に出力します (-k および -a

オプションより優先されます)。

-d ダブルスペースで出力します。

-eck 入力ファイル内のタブを k+1 , 2×k+1 , 3×k+1 などの文字位置に展開します。 k が 0 である
か、または省略すると、８番目の位置ごとのデフォルトタブ設定値が採用されます。入力
内のタブ文字は適切な数のスペース文字に展開されます。 c (数字以外の文字) を指定する
と、入力タブ文字として処理されます (c のデフォルトはタブ文字です)。

-ick output では、スペース文字をできる限り文字位置 k+1, 2×k+1, 3×k+1 などに挿入するタブ
に置き換えます。 k が 0 か、または省略すると、デフォルトタブ設定値 (８番目の位置ご
と) が採用されます。 c (数字以外の文字) を指定すると、出力タブ文字として処理されます
(c のデフォルトはタブ文字です)。
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UNIX95 フラグが設定されていると、pr は２個以上のスペース文字がカラム位置 (k+1,

2×k+1, 3×k+1 など) に来る時だけ、複数のスペース文字をタブ文字に置き換えます。

-nck k桁の行番号を付けます (k のデフォルトは 5 です)。番号は、通常の出力の各カラム、また
は -m 出力の各行の最初の k+1 文字位置を占めます。 c (数字以外の文字) を指定すると、
後続の文字との区切り文字として行番号に追加されます (c のデフォルトはタブです)。

-wk 行幅を k 文字位置に設定します (デフォルトは、等幅、マルチカラム出力に対しては 72

で、他に制限はありません)。幅指定はマルチカラム出力に対してのみ有効です。

-ok 各行を k 文字位置でオフセットします (デフォルトは 0 です)。１行当たりの文字位置数
は、幅およびオフセットの合計です。

-lk １ページの長さを k 行に設定します (デフォルトは 66 です)。 k がページヘッダーとト
レーラに必要な行数より小さい場合に -t オプションが有効です。つまり、ヘッダーおよ
びトレーラ行の出力を抑止して、テキスト用の領域を確保します。

-h 出力するヘッダーとして次の引き数をファイル名の代わりに使用します。

-p 出力が端末に対して行われている場合、各ページを始める前に休止します (pr は端末でベ
ルを鳴らし、Return キーの入力を待ちます)。

-F 新しいページにフォームフィード文字を使用します (デフォルトでは、ラインフィードの
シーケンスを使用します)。標準出力が端末の場合、最初のページを始める前に休止しま
す。

-f -F と同じ。以前のバージョンとの互換性のために装備されています。

-r ファイルをオープンできなかった場合の診断レポートを出力しません。

-t 通常は各ページに付けられる５行の識別ヘッダーおよび５行のトレーラを出力しません。
各ファイルの最後の行の後、ページの終端まで間隔なしで出力を終了します。

-sc カラムを適切な数のスペース文字の代わりに c 文字で区切ります (c のデフォルトはタブで
す)。

多言語化対応
環境変数

UNIX95 が設定されていると、pr コマンドは XPG4 準拠の動作を行います。

LC_CTYPE により、テキストおよび -e, -i, -n, -s オプションに対応する引き数を、シングルバイトまたは
マルチバイト、あるいはその両方で解釈するかどうかを決定します。

LC_TIME は、日時文字列のフォーマットおよび内容を決定します。

LC_MESSAGES は、メッセージの表示言語を決定します。

現在の環境で、LC_CTYPE、 LC_TIME または LC_MESSAGES が指定されていないか、または空の文字列に
設定されている場合、 LANG の値がその変数のデフォルトとして使用されます。 LANG が未指定か、または
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空の文字列に設定されている場合、C のデフォルト (lang(5) を参照) が LANG の値として使用されます。

多言語対応変数の設定が不適当な場合、pr はすべての多言語対応変数が C に設定されているものとして動作
します。 environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

戻り値
pr は、終了時には以下の値を戻します。

0 正常終了
>0 １つまたは複数の入力ファイルが存在しないか、またはオープンできません。

例
file1 および file2 を "file list" というヘッダーを付けてダブルスペーシングの３カラムリストとして出力
します。

pr -3dh "file list" file1 file2

タブをカラム 10、19、28、37、. . . に展開して file1 を file2 に書き込みます。

pr -e9 -t <file1 >file2

非空白行の左側に行番号を付けてデフォルトフォーマットで file1 を出力します。

nl file1 |pr

ファイル
/dev/tty メッセージ休止用に使用

参照
cat(1), lp(1), nl(1), ul(1)

標準準拠
pr: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
praliases − システムワイドのsendmailの別名の表示

構文
praliases [-C file ] [-f file ] [ key ... ]

説明
praliases は、 sendmail がシステムワイドのメール別名の解決に使用する別名データベースの内容を表
示します。別名データベースは、 newaliases コマンドまたは /usr/sbin/sendmail -bi コマンドで構
築されます。 sendmail(1M) を参照してください。

オプションは、次のとおりです。

−C file このオプションで指定した sendmail 構成ファイルを、デフォルトの構成ファイルの代り
に読み取ります。

−f このコマンドで、 file から構築された別名データベースにアクセスします。

newaliases -oA file

このオプションを指定しなかった場合、 praliases はデフォルトの別名ファイル
/etc/mail/aliases から構築されたデータベースにアクセスします。

praliases は別名ファイル自体ではなく、データベースにアクセスします。別名データベースが最後に構築
されてから別名ファイルが変更されている場合、 praliases の出力は、別名ファイルの内容とは一致しませ
ん。

key 引き数を指定した場合、別名データベース中でそのキーが検索されます。 praliases は、キーを次の形
式で展開した別名を出力します。

key: mailing list

mailing list は、キーに対応するアドレスをカンマで区切ってリストしたものです。

戻り値
praliases ユーティリティは、正常終了すると 0 で終了し、エラーが発生すると 0 より大きな値で終了しま
す。

注記
praliases を使用できるのは、特権ユーザーだけです。

診断
key: No such key

別名データベースで key が見つかりませんでした。

例
$ praliases root postmaster no_user

root: jan_user
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postmaster: joe_user

no_user: No such key

この出力により、 root の別名が jan_user、 postmaster の別名が joe_user で、 no_user

というキーには別名がないことがわかります。

警告
sendmail がNIS別名をサポートしているため、 praliases の出力に一部の NIS キーワードが含まれるこ
とがあります。これらのキーワード (YP_LAST_MODIFIED および YP_MASTER_NAME) は、 sendmail が適
切に別名データベースをアップデートしていることを示しているだけで、無視して構いません。

著者
praliases は、カリフォルニア大学バークレイ校で開発されました。

ファイル
/etc/mail/aliases デフォルトの別名ファイル
/etc/mail/aliases.db デフォルトの別名データベース

参照
sendmail(1M)
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名称
prealloc − ディスク記憶の事前割当て

構文
prealloc name size

説明
prealloc は、少なくとも通常のファイル name に対してのディスクスペースの size バイトを事前に割り当
て、 name がまだ存在していなければそのファイルを作成します。そのスペースは、ファイルの高速シーケン
シャル読み書きのため、インプリメンテーション依存の方法で割り当てられます。

name がすでに存在し、長さゼロの通常ファイルではないか、ディスクの残りスペースが不十分であるか、ま
たは size が最大ファイルサイズまたはそのプロセスのファイルサイズ制限( ulimit(2) を参照)を超過する場
合、 prealloc は異常終了し、ディスクスペースは割り当てられません。ファイルは0で満たされます。

診断
prealloc は終了時に以下の値のいずれかを戻します。

0 正常な終了
1 name はすでに存在し、長さゼロの通常ファイルではありません。
2 ディスクの空間が不十分です。
3 size はファイルサイズ制限を超過します。

例
以下の例で、ファイル myfile に50 000バイトを事前割り当てします。

prealloc myfile 50000

警告
ファイルスペースの割当ては現在のディスクの使用状況によって非常に異なります。正常に終了しても、ディ
スクが許容量に近い場合は、ファイルが実際にどの程度断片化しているか分かりません。

著者
prealloc はHPで開発されました。

参照
prealloc(2), ulimit(2)
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名称
printenv − 環境のプリントアウト

構文
printenv [ name ]

説明
printenv は環境における変数の値をプリントアウトします。 name を指定すると、その値だけがプリント
されます。

戻り値
name を指定しても、環境で定義されていなければ printenv は1を戻します。そうでなければ、ゼロを戻し
ます。

参照
sh(1), environ(5), csh(1)
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名称
printf − 引き数をフォーマットして表示出力

構文
printf format [ arg ... ]

説明
printf は、フォーマットされた引き数を標準出力に書き出します。arg 引き数は、format オペランドの制
御下でフォーマットされます。

format は、printf() ( printf (3S) を参照) のフォーマット規約に従った文字列で、以下のタイプのオブジェ
クトです。

characters escape sequences または conversion specifications (以下に説明)ではない文字が
標準出力にコピーされます。

escape sequences これらは非グラフィック文字と解釈されます。

\a 警報
\b バックスペース
\f フォームフィード
\n 改行
\r キャリッジリターン
\t タブ
\v 垂直タブ
\’ シングルクォーテーション
\\ バックスラッシュ
\n ASCII コードが１桁、２桁、３桁、または４桁の８進数である８ビット

文字 n, 最初の文字はゼロでなければなりません。

conversion specification

それぞれの引き数の出力フォーマットを指定します(以下を参照)。

format の後の引き数は、対応するフォーマットが c または s のどちらかならば、文字列として解釈
されます。そうでなければ定数として処理されます。

変換仕様
それぞれの変換仕様はパーセント文字 %. で始まります。% 文字の後、それ以降は、以下に示す順序で書くこ
とができます。

flags 任意の順序におけるゼロ個以上の flags。これは、変換仕様の意味を修正します。フラグ
文字および意味は以下のとおりです。

- 変換の結果はフィールド内で左揃えにされます。
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+ 符号付き変換の結果は、常に符号 + または - から始まります。

<space> 符号付き変換の最初の文字が符号でなければ、結果にスペース文字が付けら
れます。これは、スペースフラグおよび + フラグがともに現れると、スペー
スフラグが無視されることを意味します。

# 「代替形式」に変換される値。c, d, i, u, および s 変換では、このフラグは
まったく効果がありません。o 変換の場合、結果の最初の数字がゼロになる
ようにするために、精度を増大します。x または X 変換では、ゼロでない結
果には、0x , または 0X が先頭に付けられます。e, E, f, g, および G 変換
では、基数文字の後に数字がなくても、結果に常に基数文字が含まれます。g

および G 変換では、通常の動作とは異なり、後続のゼロは結果から削除され
ません。

field width 最小の field width を指定する 10進数のオプション文字列。出力フィールドでは、変換
される値のバイト数がフィールド幅より少なければ、左(または左寄せフラグ - を与え
た場合は右)でフィールド幅に詰められます。

precision precision は、d, o, i, u, x, または X 変換で表示される最小桁数(フィールドには先頭の
ゼロで詰められます)、e および f 変換で基数文字の後に表示される桁数、g 変換の最
大有効桁数、またはs変換で文字列から印刷される最大バイト数を指定します。精度は、
後に 10進数文字列が続くピリオド . の形式をとります。ヌル数字列はゼロとして処理
されます。

conversion characters

適用される変換のタイプを示します。

d,i,

o,u,

x,X 整数引き数は、符号付き 10進表記 (d または i), 符号なし８進表記 (o), 符号な
し 10進表記 (u), または符号なし 16進表記 (x および X). として表示出力され
ます。x 変換では数値および英字 0123456789abcdef を使用し、X 変換で
は数値および英字 0123456789ABCDEF を使用します。precision 引き数の構
成要素は、最小表示桁数を指定します。変換対象の値が指定された最小桁数よ
り少ない桁数で表現できる場合、先頭にゼロを付けて展開されます。デフォル
トの精度は 1 です。0 の精度でゼロ値を変換した場合、文字は生成されませ
ん。

f 浮動小数点数の引き数は、スタイル [-]dddrdddで 10進表記で出力されます。
ただし、基数文字、r の後の桁数は precision 指定と同じです。precision が引
き数から省略されている場合、６桁が出力されます。precision が明示的に 0 な
らば、基数は表示されません。
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e,E 浮動小数点数の引き数は、スタイル [-]drddde ±ddで表示されます。ただし、
基数文字の前には１桁があり、その後の桁数は精度と同じです。精度が存在し
ないときは６桁が生成されます。精度が 0 ならば基数文字は表示されません。E

変換文字は e ではなく指数を示す E のある数値を生成します。指数は常に少
なくとも２桁になります。ただし、表示される値で２桁より大きな指数を必要
とする場合は、追加の指数桁が必要に応じて表示されます。

g,G 浮動小数点数の引き数は、有効桁数を指定する精度のスタイル f または e (ま
たは G 変換文字の場合にはintスタイル E) で表示されます。使用されるスタイ
ルは変換される値によって異なります。スタイル e は、変換から生成される指
数が -h より小さいか、または精度より大きいか、あるいはそれと等しい場合
に限って使用されます。後続のゼロは結果から削除されます。基数文字は、後
に数字がくる場合に限って表示されます。

c 引き数の最初のバイトが表示されます。

s 引き数は文字列であると解釈され、文字列の文字が文字列の終端または引き数
の precision 指定によって示されるバイト数に達するまで表示出力されます。精
度が引き数から省略されている場合、これは無限であるものと解釈され、文字
列の終端までのすべての文字が表示されます。

% % 文字を表示出力します。引き数は変換されません。

b s 変換指定子に似ていますが、文字列にバックスラッシュ エスケープシーケン
スを入れることができる点が異なります。これは次に、それが表す文字に変換
されます。文字列オペランドに \c があると、printf は、そのオペランドの
以降の文字、以降の文字列オペランド、フォーマット オペランド内の文字を無
視します。を無視します。

フィールドがないか、またはフィールド幅が不十分な場合にはフィールドの切捨ては発
生しません。変換の結果がフィールド幅より広い場合、フィールドは単に、変換結果が
収まるように拡張されます。

多言語化対応
環境変数

LC_CTYPE は、シングルバイトおよびマルチバイト、またはそのどちらかの文字として arg の解釈を決定し
ます。

LC_MESSAGES は、表示するメッセージの言語を決定します。

環境において LC_CTYPE or LC_MESSAGES が指定されていないか、または空の文字列が設定されている場合
には、LANG の値がその変数のデフォルトとして用いられます。LANG が指定されていなかったり、空の文字
列の場合には、デフォルトの "C" (lang(5) を参照)が LANG の値として使われます。

多言語対応変数のどれかの設定が不適当な場合には、printf はすべての多言語対応変数が "C" に設定されてい
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るものとして動作します。environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

戻り値
printf は以下の値のどちらかで終了します。

0 正常終了

>0 エラーが発生しました。終了値は、エラーが発生するごとに、最大 255 まで 1 ずつ増加しま
す。

診断
引き数が対応する変換仕様に適した形式に変換できないか、またはその他の理由で正しく表示できない場合、
診断メッセージが標準エラーに出力され、引き数はコマンド行で与えられた文字列形式で出力され、終了値は
増分されます。

例
以下のコマンドは、数値 123 を代替形式の８進、16 進、および浮動小数点フォーマットで表示します。

printf "%#o, %#x, %#X, %#f, %#g, %#e\n" 123 123 123 123 123 123

以下のように出力されます。

0173, 0x7b, 0X7B, 123.000000, 123.000, 1.230000e+02

対応するフィールド幅および精度で出力を表示します。

printf "%.6d, %10.6d, %.6f, %.6e, %.6s\n" 123 123 1.23 123.4 MoreThanSix

以下の出力が生成されます。

000123, 000123, 1.230000, 1.234000e+02, MoreTh

参照
echo(1), printf(3S)

標準準拠
printf: XPG4, POSIX.2
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名称
privatepw − WU−FTPDグループ探査ファイル情報の変更

構文
/usr/bin/privatepw [-c] [ −d accessgroup ] [ −f ftpgroups ] [ −g group accessgroup ] [-l] [-V]

説明
サイトが SITE GROUP と SITE GPASS コマンドをサポートしている場合、拡張されたアクセスグループ情
報の追加、削除、一覧取得ができなければなりません。 privatepw ユーティリティを使って、グループ探査
ファイル (/etc/ftpd/ftpgroups) の中の情報を更新します。これは管理ツールとして想定されており、一
般的なユーザーが実行するコマンドではありません。このコマンドを使用するには、対象となる ftpgroups

ファイルで読み書きパーミッションが必要です。

オプション
次で定義するオプションでは、 accessgroup はグループに指定された英数字による名前です。詳細は、背景の
項を参照してください。

-c 新しい /etc/ftpd/ftpgroups ファイルを作成します。

-d accessgroup

指定された accessgroup の情報を ftpgroups ファイルから削除します。

-f ftpgroups 指定された ftpgroups ファイルをすべての更新処理で使用します。このオプションが
指定されない場合、デフォルトで、 /etc/ftpd/ftpgroups ファイルを使用しま
す。

−g group accessgroup

指定された accessgroup に実際のシステムグループ( /etc/group で定義)を設定し
ます。これは、新しい accessgroup を追加するか、既存の accessgroup のパスワード
を変更する場合にのみ有効です。

-l 適切なftpgroupsファイルの内容を一覧表示します。

-V このオプションを指定すると、著作権とバージョンの情報を表示して終了します。

背景
ユーザーがログインした後、SITE GROUP と SITE GPASS コマンドを使って、拡張されたアクセスグルー
プと関連のパスワードを指定します。グループ名とパスワードが正しければ、ユーザーは( setegid() で)グ
ループ探査ファイル (/etc/ftpd/ftpgroups) にあるグループ一覧のメンバーとなります。

探査ファイルは次のようなフォーマットです。

access_group_name:encrypted_password:real_group_name

access_group_name は、任意の(英数と句読点)文字列です。 encrypted_password は、 /etc/passwd と同
様に、 crypt(3) で暗号化されたパスワードです。 real_group_name は、 /etc/group に記述されている適
切なグループの名前です。
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著者
privatepw はミズーリ州セントルイスのワシントン大学によって開発されました。

参照
ftpgroups(4)、ftpaccess(4)
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名称
prmail − 受信メールボックスファイルのメールのプリントアウト

構文
prmail [user ... ]

説明
prmail は、受信メールボックスファイルにあるユーザー、または指定ユーザー宛のメールをプリントしま
す。メールボックスファイルの内容は変化しません。

prmail の機能は、以下のコマンドと同様です。

cat /var/mail/mailfile | more

または

cat /var/mail/mailfile | pg

これは、ユーザーの PAGER 環境変数の設定に依存します。

著者
prmail はカリフォルニア大学バークレー校で開発されました。

ファイル
/var/mail/* 受信メールボックスファイル

参照
from(1), mail(1)
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名称
prof − プロファイルデータの表示

構文
prof [-tcan] [-ox] [-g] [-z] [-h] [-s] [-m mdata ] [ prog ]

説明
prof は、monitor() (monitor(3C) を参照)によって生成されたプロファイルファイルを解釈します。オブ
ジェクトファイル prog (a.out デフォルト)におけるシンボルテーブルが読み込まれ、プロファイルファイル
(mon.out デフォルト)と相関関係になります。それぞれの外部テキストシンボルに対して、そのシンボルの
アドレスと次のアドレスとの間で、実行に要した時間の割合と、その関数の呼び出し回数、および呼び出し１
回当たりの平均ミリセカンド数がプリントされます。

互いに排他的なオプション t, c, a, および n は、出力行のソートタイプを決定します。

-t 全時間の降順割合によるソート(デフォルトです)

-c 呼び出し回数による降順ソート

-a シンボルアドレスによる昇順ソート

-n 昇順照合順序のシンボル名によるソート (以下の「環境変数」を参照)

互いに排他的なオプション o および x は、モニタされる各シンボルのアドレスのプリントを指定します。

-o シンボル名とともに各シンボルアドレスを(８進で)プリントします。

-x シンボル名とともに各シンボルアドレスを(16進で)プリントします。

以下のオプションを任意の組み合わせで使用できます。

-g 非グローバルシンボル(静的関数)を含めます。

-z 呼び出し回数 0、および 0 の時間に対応していても、プロファイル範囲 (monitor(3C) を
参照) のすべてのシンボルを含めます。

-h レポートに通常プリントされる見出しを抑止します (これは、レポートをさらに処理する
場合に便利です)。

-s いくつかのモニタパラメータおよび統計情報の要約を、標準エラー出力にプリントしま
す。

-m mdata 入力プロファイルファイルとして、mon.out ではなくファイル mdata を使用します。

プログラムは、cc -p オプションを使ってロードされた場合、プロファイルファイルを作成します (cc_bun-

dled(1) を参照)。cc コマンドに対するこのオプションは、実行の最初と最後に monitor() の呼び出しを編
成します (monitor(3C) を参照 )。これは、実行の終わりにプロファイルファイルの書き込みを発生させる
monitor コマンドへの呼び出しです。関数への呼び出しの数は、関数が入っているファイルのコンパイル時
に -p オプションを使用した場合に計算されます。
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プロファイルされたプログラムによって作成されるファイルの名前は、環境変数 PROFDIR によって制御され
ます。PROFDIR が存在しなければ、プログラム終了時に mon.out がカレントディレクトリに生成されま
す。PROFDIR=string の場合、string/pid.progname が生成されます。ただし、progname は、パスプ
レフィックスを削除した argv[0] で構成され、pid はプログラムのプロセス IDです。PROFDIR がヌル文字列
の場合、プロファイリング出力は生成されません。

多言語化対応
環境変数

LC_COLLATE は、-n オプションで生成する照合順序を決定します。

現在使用している環境において LC_COLLATE が指定されていなかったり、空の文字列に設定されている場
合、LANG の値がデフォルトとして用いられます。LANG が指定されていなかったり、空の文字列に設定され
ている場合、LANG の値としてデフォルトの "C" (lang(5) を参照) が使われます。国際化変数の設定が不適当
な場合、prof はすべての国際化変数が "C" に設定されているものとして動作します (environ(5) を参照)。

警告
連続した同一の実行でレポートされた時間が、20% 程度の変動を示す場合があります。これは、他のプロセス
とキャッシュを共有しているので、キャッシュのヒット率が変動するためです。ひとつのプログラムだけがそ
のマシンを使っているように見えても、隠されたバックグラウンド、または非同期プロセスにより、データが
影響を受けることがあります。まれに、プログラムカウンターの記録を開始するクロックが、プログラムの
ループで「ビート」を発生し、測定値が大きく歪められることもあります。

ただし、呼び出しカウントは常に正確に記録されます。

monitor() への最後の呼び出しが明示的にコーディングされない限り、exit() (exit(2) を参照) を呼び出
すか、または main から戻るプログラムのみがプロファイルファイルを生成します。

プロファイリングを開始する cc -p オプションを使用すると、プログラムの実行時に確立される呼び出しカ
ウンターに 600 関数の制限が課されます。より多くのカウンターを使用するには、monitor() を直接呼び出
してください。この制限を超えると、他のデータがオーバライトされ、mon.out ファイルが破損されます。
使用される呼び出しカウンターの数は、最大値の 5/6 を超えると常に prof コマンドによって自動的にレポー
トされます。

ファイル
mon.out プロファイル用
a.out ネームリスト用

参照
cc_bundled(1), exit(2), profil(2), crt0(3), end(3C), monitor(3C)

標準準拠
prof: SVID2, SVID3, XPG2

240 Hewlett-Packard Company − 2 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



prs(1) prs(1)

名称
prs − SCCS ファイルの表示および要約

構文
prs [−d dataspec ] [−r [SID] ]  [−e] [−l] [−c cutoff ] [−a] file ...

説明
prs コマンドは SCCS ファイル (sccsfile(4) を参照) の一部または全部を、ユーザーが与えたフォーマットで
標準出力に表示します。ディレクトリが指定された場合、prs は、ディレクトリの各ファイルが指定ファイル
として指定されたものとして動作します。ただし、非SCCS ファイル(最後のパス名の構成要素が s. で始ま
らない)、および読み出せないファイルは表示することなく無視されます。 − の名前を与えると、標準入力が
読み込まれます。標準入力の各行は、処理する SCCS ファイルまたはディレクトリの名前であると解釈されま
す。非SCCS ファイルおよび読めないファイルは表示することなく無視されます。コマンド行における −−

は、そのあとに続く引き数がすべて、ファイルもしくはディレクトリ名であることを示します。

任意の順序で指定可能な prs への引き数は、オプションおよびファイル名で構成されます。

オプション
ここで説明するオプションはすべて、それぞれの指定ファイルに独立に適用されます。

−d dataspec 出力データの仕様の指定に使用されます。 dataspec は、オプションでユーザーが与
えたテキストが途中にある SCCS ファイル data keywords (以下の「データキーワー
ド」を参照) で構成される文字列です。

−r [SID] 情報が必要なデルタの文字列 SCCS IDentification (SID) の指定に使用されます。
SID を指定しなければ、最後に作成されたデルタの SID が仮定されます。 SID を指
定した場合、それはファイルの SID に正確に一致しなければなりません(つまり get

によって使用される SID 構造体は、ここで無効— get(1) を参照)。

−e −r オプションで指定されたデルタ、または −c オプションで与えられた日付を含め
て、それよりも前に作成されたすべてのデルタの情報を要求します。

−l −r オプションで指定されたデルタまたは −c オプションで与えられた日付を含め
て、それよりも後に作成されたすべてのデルタの情報を要求します。

−c cutoff 以下の形式のカットオフ日時

YY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

日時から単位を省略した場合のデフォルトは、可能な最大値になります。したがっ
て、 −c7502 は −c750228235959 と等価です。１文字以上の数値でない文字を使
用してカットオフ日付の各２桁セグメントを区切ることができます (たとえば
−c77/2/2 9:22:25)。

２つの数字 (YY) で年を入力する場合、次のように解釈されます。 [70−99, 00−69

(1970-1999, 2000-2069)].
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−a 削除された、つまりdelta type = R (rmdel(1) を参照) および既存、つまりdelta type

= D の両方のデルタの情報の表示を要求します。 −a オプションを指定しなければ、
存在するデルタのみの情報が与えられます。

オプション文字を与えない (または、 −a のみを与えた) 場合、 prs はデフォルトの dataspec および −e オ
プションを使ってファイル名を表示します。これは、すべてのデルタに関する情報を生成します。

データキーワード
データキーワードは、 SCCS ファイルのどの部分の読出しおよび出力を行うかを指定します。 SCCS ファイ
ル (sccsfile(4) を参照 )のすべての部分には、対応するデータキーワードがあります。データキーワードが
dataspec に現れる回数に制限はありません。

prs によって表示される情報は以下のように構成されます。 (1) ユーザーが与えたテキスト (2) dataspec に
出現する順序で認識される、データキーワードに置き換えられる適切な値 (SCCS ファイルから抽出された)。
データキーワード値のフォーマットは、キーワード置換えが直接となる Simple (S)、またはキーワード置換
えがキャリッジリターンの後にくる Multi-line (M)のいずれかです。

ユーザーが与えるテキストとは、認識されるデータキーワード以外の任意のテキストです。エスケープは、以
下のように使用できます。

バックスラッシュ \\ 書式送り \f

バックスペース \b 改行 \n

復帰 \r 単一引用符 \´

コロン \: タブ \t

デフォルトの dataspec は以下のとおりです。

":Dt:\t:DL:\nMRs:\n:MR:COMMENTS:\n:C:"

SCCS ファイルのデータキーワード

キー ファイル
ワード データ項目 セクション 値 Fmt

:Dt: デルタ情報 デルタテーブル 下記を参照* S

:DL: デルタ行統計情報 " :Li:/:Ld:/:Lu: S

:Li: デルタで挿入される行 " nnnnn S

:Ld: デルタで削除される行 " nnnnn S

:Lu: デルタで変更されない行 " nnnnn S

:DT: デルタタイプ " DまたはR S

:I: SCCS ID文字列(SID) " :R:.:L:.:B:.:S: S

:R: リリース番号 " nnnn S

:L: レベル番号 " nnnn S

:B: 分岐番号 " nnnn S
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:S: シーケンス番号 " nnnn S

:D: デルタの作成日 " :Dy:/:Dm:/:Dd: S

:Dy: デルタの作成年 " nn S

:Dm: デルタの作成月 " nn S

:Dd: デルタの作成曜日 " nn S

:T: デルタの作成時刻 " :Th:::Tm:::Ts: S

:Th: デルタの作成時 " nn S

:Tm: デルタの作成分 " nn S

:Ts: デルタの作成秒 " nn S

:P: デルタを作成したプログラマ " logname S

:DS: デルタのシーケンス番号 " nnnn S

:DP: 前のデルタのシーケンス番号 " nnnn S

:DI: 含まれるデルタ、 " :Dn:/:Dx:/:Dg: S

除外されるデルタ、
無視されるデルタの
シーケンス番号

:Dn: 含まれるデルタ " :DS: :DS:... S

(シーケンス番号)

:Dx: 除外されるデルタ " :DS: :DS:... S

(シーケンス番号)

:Dg: 無視されるデルタ " :DS: :DS:... S

(シーケンス番号)

:MR: デルタのMR番号 " テキスト M

:C: デルタのコメント " テキスト M

:UN: ユーザー名 ユーザー名 テキスト M

:FL: フラグリスト フラグ テキスト M

:Y: モジュールタイプフラグ " テキスト S

:MF: MR評価フラグ " yesまたはno S

:MP: MR評価pgm名 " テキスト S

:KF: キーワードエラー/警告フラグ " yesまたはno S

:KV: キーワード評価文字列 " テキスト S

:BF: 分岐フラグ " yesまたはno S

:J: 共同エディットフラグ " yesまたはno S

:LK: ロックされたリリース " :R: ... S

:Q: ユーザー定義のキーワード " テキスト S

:M: モジュール名 " テキスト S

:FB: フロア境界 " :R: S

:CB: 高限値境界 " :R: S
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:Ds: デフォルトSID " :I: S

:ND: ヌルデルタフラグ " yesまたはno S

:FD: ファイル説明テキスト コメント テキスト M

:BD: 本体 本体 テキスト M

:GB: 取得された本体 " テキスト M

:W: what(1)文字列の形式 使用不可 :Z::M:\t:I: S

:A: what(1)文字列の形式 使用不可 :Z::Y: :M: :I::Z: S

:Z: what(1)文字列デリミタ 使用不可 @(#) S

:F: SCCSファイル名 使用不可 テキスト S

:PN: SCCSファイルパス名 使用不可 テキスト S

* :Dt: = :DT: :I: :D: :T: :P: :DS: :DP:

オプション文字を与えない(または、 −a のみを与えた)場合、 prs はデフォルトの dataspec および −e オ
プションを使ってファイル名を表示します。したがって、すべてのデルタに関する情報が生成されます。

多言語化対応
環境変数

LC_CTYPE は、dataspecをシングルバイトとマルチバイトのどちらか(または両方)の文字として解釈するかを
決定します。

LC_MESSAGES は、メッセージの表示言語を決定します。

現在使用している環境において、 LC_CTYPE もしくは LC_MESSAGES が指定されていなかったり、空の文字
列が設定されている場合には、 LANG の値がその変数のデフォルトとして用いられます。 LANG が指定され
ていなかったり、空の文字列の場合には、デフォルトの "C" (lang(5) を参照)が LANG の値として使われま
す。多言語対応変数のいずれかの設定が不適当な場合には、 prs はすべての多言語対応変数が "C" に設定さ
れているものとして動作します。 environ(5) を参照してください。

サポートされる国際的コードセット
シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

診断
説明については、 sccshelp(1) を使用してください。

例
エントリー

prs −d"Users and/or user IDs for :F: are :\n:UN:" s.file

は、標準出力に以下の内容を出力します。

Users and/or user IDs for s.file are:

xyz

131

abc
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エントリー

prs −d"Newest delta for pgm :M:: :I: Created :D: By :P:" −r s.file

は、標準出力に以下の内容を出力します。

Newest delta for pgm main.c: 3.7 Created 77/12/1 By cas

特殊な場合 (表示または選択する仕様が与えられない時)

prs s.file

これは、標準出力に「D」タイプのデルタテーブルエントリーごとに以下の内容を出力します。

D 1.1 77/12/1 00:00:00 cas 1 000000/00000/00000

MRs:

bl78-12345

bl79-54321

COMMENTS:

これは、s.file 開始デルタのコメント行です

特殊な場合で使用が許される唯一のオプション引き数は −a オプションです。

ファイル
/tmp/pr?????

参照
admin(1), delta(1), get(1), sccshelp(1), sccsfile(4)

標準準拠
prs: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
ps − プロセスステータスのレポート

構文
ps [−adeflPzx] [−g grplist] [−p proclist] [−R prmgrplist] [−t termlist] [−u uidlist]

[−Z pset_list]

XPG4 の構文
ps [−aAcdefHjlPzx] [−C cmdlist] [−g grplist] [−G gidlist] [−n namelist] [−o format]

[−p proclist] [−R prmgrplist] [−s sidlist] [−t termlist] [−u uidlist] [−U uidlist] [−Z pset_list]

説明
ps 選択されたプロセスに関する情報を表示します。オプションを使用して、選択するプロセスと表示する情
報を指定します。

プロセス選択オプション
次のオプションを使用して選択するプロセスを指定します。

注記: オプションをデフォルト (標準 HP-UX) および XPG4 環境の両方で使用する場合、以下の説明はデフォ
ルトの動作を示しています。XPG4 環境での動作については、多言語化対応の項の環境変数 UNIX95 の説明
を参照してください。

(指定なし) 現在のターミナルに関連するプロセスを選びます。

−A (XPG4 のみ) すべてのプロセスを選びます (−e と同義)。

−a プロセスグループリーダー以外のプロセス、およびターミナルに関連付けられていな
いプロセスをすべて選びます。

−C cmdlist (XPG4 のみ) cmdlist で指定されたベース名をもつコマンドを実行しているプロセス
を選びます (「多言語化対応」の項の UNIX95 を参照してください)。

−d プロセスグループリーダーを除くすべてのプロセスを選びます。

−e すべてのプロセスを選びます。

−g grplist プロセスグループリーダーが、grplist で指定されているプロセスグループリーダーで
あるプロセスを選びます。

−G gidlist (XPG4 のみ) gidlist で指定されている実グループID番号またはグループ名を持つプ
ロセスを選びます。

−n namelist (XPG4 のみ) このオプションは無視されます。このオプションは標準準拠のために存
在しています。

−p proclist proclist で指定されているプロセスID番号を持つプロセスを選びます。

−R prmgrplist prmgrplist で名前またはID番号が指定されているPRMプロセスリソースグループに
属するプロセスを選びます。制約を参照してください。
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−s sidlist (XPG4 のみ) セッションリーダーが、sidlist で指定されているセッションリーダーで
あるプロセスを選びます (−g と同義)。

−t termlist termlist で指定されるターミナルに関連付けられているプロセスを選びます。ターミ
ナル識別子は、以下の２つの形式のどちらかで指定できます。デバイスファイル名
(tty04 など) またはデバイスファイル名が tty で始まる場合には、その残りの部
分 (たとえば、04)。デバイスファイルが /dev または /dev/pty 以外のディレク
トリにある場合は、ターミナル識別子は、デバイスファイルが存在する /dev の下の
ディレクトリ名 (たとえば、pts/5) を含まなければなりません。

−u uidlist 実効ユーザーID番号またはログイン名が uidlist で指定されているプロセスを選びま
す。

−U uidlist (XPG4 のみ) uidlist で指定されている実ユーザーID番号またはログイン名を持つプ
ロセスを選びます。

−Z pset_list pset_list で指定されたプロセッサセット ID のプロセスを選択します。このオプショ
ンは、カーネルがプロセッサセット機能をサポートしている場合だけサポートされま
す。

オプション −a, −A, −d, または −e のいずれかが指定されていれば、オプション −C, −g, −G, −p, −R, −t, −u,

−Z, および −U は無視されます。

オプション −a, −A, −d, および −e のうち複数のものが指定されている場合には、最も制限が緩やかなオプ
ションが有効になります。

オプション −C, −g, −G, −p, −R, −t, −u, −Z, および −U のうち複数のものが指定されている場合には、指定さ
れたオプションのいずれかに一致するプロセスが選ばれます。

オプション −C, −g, −G, −p, −R, −t, −u, −Z, および −U の引き数に使われるリストは次の２つの形式で指定で
きます。

• コンマで区切られた識別子のリスト。

• 引用符 (") で囲まれ、コンマと１つ以上の空白またはそのいずれかで区切られた識別子のリスト。

出力フォーマットオプション
次のオプションを使用して出力リストに含めるデータ列を指定します。オプションは加算されます。

(指定なし) デフォルトの列は、pid, tty, time, および comm がこの順序で並んだものです。

−f user, pid, ppid, cpu, stime, tty, time, および args の各列をこの順序で表示し
ます。

−l flags, state, uid, pid, ppid, cpu, intpri, nice, addr, sz, wchan, tty, time,

および comm の各列をこの順序で表示します。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 2 −  Hewlett-Packard Company 247



ps(1) ps(1)

−fl flags, state, user, pid, ppid, cpu, intpri, nice, addr, sz, wchan, stime,

tty, time, および args の各列をこの順序で表示します。

−c (XPG4のみ) 列 cpu および nice を削除します。列 intpri を列 cls および
pri で置き換えます。

−j (XPG4のみ) 列 pgid および sid を列 ppid の後 (または ppid が表示されてい
ない場合には pid の後) に追加します。

−z prmgrp/prmid のカラムの前に pset カラムを追加します。 prmgrp と prmid

が存在しない場合、pset カラムが pid の前に追加されます。 ( ps(1) は、カーネル
プロセッサセット ID (すべてのカーネルデーモンが KERN として実行される) を表示
します。

−zオプションは、カーネルがプロセッサセット機能をサポートする場合だけサポート
されます。

−P 列 prmid (−l の場合) または prmgrp (−f または −fl の場合) を列 pid の直前
に追加します。制約を参照してください。

−o format (XPG4のみ) format は、表示する列を表示する順序で並べ、間をコンマまたは空白で
区切ったリストです (有効な列名のリストは後にあります)。列名の後にはオプション
で、等号 (=) と、その列の見出しに使用する文字列を続けることができます (等号の
後のコンマまたは空白は列見出しの一部とみなされます。さらに別の列を指定したい
場合は、−o オプションを追加して指定しなければなりません)。 列の幅は、表示す
るデータの幅および列見出しの幅より大きくなります。各見出しに空白の列見出しを
指定すると、見出し行は表示されません。このオプションは、−c, −f, −j, −l, −z, お
よび −P の各オプションが指定されていてもそれらをオーバーライドし、それらのオ
プションは無視されます。

−H (XPG4のみ) プロセスの階層を表示します。各プロセスはその親の下に表示され、そ
のプロセスの args または comm 列の内容は、親の内容よりもインデントされま
す。このオプションを指定すると、使用するメモリーが増加するとともに実行速度が
低下することに注意してください (「多言語化対応」の項の UNIX95 を参照してくだ
さい)。

−x コマンド行を拡張フォーマットで表示します。

列名とその意味を以下に示します。特に記載のない限り、各列のデフォルトの見出しは列名を大文字で表した
ものです。

addr 常駐している場合、プロセスのメモリーアドレス。常駐していない場合、ディスクア
ドレス。

args プロセス作成時に指定されたコマンド行。この列が必要であれば、最後に指定しなけ
ればなりません。コマンド行のサブセットだけがカーネルによって保存されていま
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す。コマンド行のうち表示できるだけ、表示されます。この列の出力には空白を入れ
ることができます。この列のデフォルトの見出しは、−o が指定されている場合は
COMMAND、それ以外は CMD です。

cls プロセススケジューリングクラス。 rtsched(1) を参照。

comm コマンド名。この列の出力には空白を入れることができます。この列のデフォルトの
見出しは、−o が指定されている場合は COMMAND、それ以外は CMD です。

cpu スケジューリング用のプロセッサの利用率。この列のデフォルトの見出しは C で
す。

etime プロセスの経過時間。この列のデフォルトの見出しは ELAPSED です。

flags このプロセスに関連するフラグ (８進加算)

0 スワップ
1 メモリー内
2 システムプロセス
4 メモリー内にロック (たとえば物理I/O)

10 別のプロセスによるトレース対象
20 別のトレースフラグ

この列のデフォルトの見出しは F です。

intpri カーネルによって内部で保存されているプロセスの優先順位。この列は以前のバー
ジョンとの互換性を保つためにあるもので、使用はお勧めしません。

gid 実効プロセス所有者のグループID 番号。

group 実効プロセス所有者のグループ名。

nice ナイス値。優先順位の計算に使用されます (nice(1) を参照)。この列のデフォルトの
見出しは NI です。

pcpu 最後のスケジューリング間隔でこのプロセスが使用したCPU時間のパーセント。この
列のデフォルトの見出しは %CPU です。

pgid このプロセスが属しているプロセスグループのプロセスグループID 番号。

pid プロセスのプロセスID 番号。

ppid 親プロセスのプロセスID 番号。

pri プロセスの優先順位。値の意味は、プロセススケジューリングクラスによって異なり
ます。前出の cls および rtsched(1) を参照してください。

prmid PRMプロセスリソースグループID 番号。
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prmgrp PRMプロセスリソースグループ名。

rgid 実プロセス所有者のグループID 番号。

rgroup 実プロセス所有者のグループ名。

ruid 実プロセス所有者のユーザーID 番号。

pset プロセスが実行されているプロセッサセット ID。

ruser 実プロセス所有者のログイン名。

sid このプロセスが属すセッションのセッションID 番号。

state プロセスの状態。

0 存在しない
S 休眠状態
W 待ち状態
R 動作中
I 途中
Z 終了
T 停止
X 成長

この列のデフォルトの見出しは S です。

stime プロセスの開始時刻。経過時間が24時間を越える場合、代わりに開始日付が表示され
ます。

sz テキスト、データ、およびスタックスペースを含むプロセスのコアイメージの物理
ページ単位の大きさ。物理ページサイズは、ヘッダーファイル <unistd.h> で
_SC_PAGE_SIZE によって定義されています。 (sysconf (2) および unistd(5) を参
照)。

time プロセスの累積実行時間。

tty プロセスの制御ターミナル。この列のデフォルトの見出しは、-o が指定されている
場合は TT、それ以外は TTY です。

uid 実効プロセス所有者のユーザーID 番号。

user 実効プロセス所有者のログイン名。

vsz プロセスのコアイメージのサイズ (Kバイト―1024バイト単位)。前出の sz を参照
してください。

wchan プロセスが待機または休眠しているイベント。ない場合にはハイフン(-) が表示されま
す。
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注記
ps は、プロセスの作成時に指定されたコマンド名および引き数を表示します。プロセスが動作中にその引き
数を変更した (自分の argv 配列に書き込んだ) 場合、ps はその変更を表示しません。

終了しており、親はあるが、まだ親から待機された状態となっていないプロセスには <defunct> のマークが
付けられます (exit(2) のゾンビプロセスを参照)。

stime 列の表示と etime の値の計算に使用される時刻は、プロセスが fork() された時点の時刻であり、
exec() された時刻ではありません。

ps の出力を確実にし、読みやすくするために、comm および args 列の制御文字はすべて通常の制御文字
フォーマット ˆx を用い、「可視」の等価文字で表示されます。

デフォルトでは、COMMAND フィールドの長さは 128 バイトです (ヌル終端文字を含む )。この値は、
/etc/default/ps ファイルで DEFAULT_CMD_LINE_WIDTH=value を設定して変更できます。
DEFAULT_CMD_LINE_WIDTH には、64～1020 の値を設定します。ただし、comm カラムが表示される場
合、環境変数 PS_CMD_BASENAME が設定されていなければ、COMMAND フィールド長は 14 バイトです。

多言語化対応
環境変数

UNIX95 は、このコマンドの XPG4 の動作を使用するために指定します。 XPG4 用の変更は、上記のオプ
ションセットすべてをサポートするとともに、以下の動作の変更を含んでいます。

• TIME 列のフォーマットが mmmm:ss から [dd−]hh:mm:ss に変わります。

• comm, args, user, および prmgrp フィールドがデフォルトで含まれている場合、あるいは -f

フラグか -l フラグが使用されている場合には、これらのフィールドの列見出しはそれぞれ CMD,

CMD, USER, および PRMGRP に変わります。

• -a, -d, および -g は、プロセスグループではなくセッションにもとづいてプロセスを選びます。

• -f または -l によって表示されるuidまたはuser列は、実ユーザーではなく実効ユーザーを表示
します。

• -u オプションは、実ユーザーID ではなく実効ユーザーID にもとづいてユーザーを選びます。

• -C および -H オプションが使用可能です。これらのオプションは、UNIX 標準の一部ではありま
せん。

LC_TIME は日付および時刻を表す文字列のフォーマットおよび内容を決定します。これが指定されていない
かヌルならば、デフォルトで LANG の値になります。

LANG が指定されていないかヌルならば、デフォルトで C になります (lang(5) を参照)。

多言語対応変数のいずれかの設定が不適当な場合には、すべて C に設定されているものとして動作します。
environ(5) を参照してください。

環境変数 PS_CMD_BASENAME が設定されている場合、comm のベース名ではなく args のベース名が表示さ
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れます。

サポートされるコードセット
シングルバイト文字コードセットがサポートされています。

例
マシン上で現在動作中のすべてのプロセスの完全なリストを生成します。

ps −ef

クロックデーモン cron など特定のプロセスが、あるマシンに存在するかどうか調べるには、コマンド名
cron の一番右端の列を調べるか、次のコマンドを試みます。

ps −f −C cron

警告
ps が動作中に状況が変化することがあります。表示される状態は、ある時点でのスナップショットです。
<defunct> プロセスに対して表示されるデータは無意味です。

ターミナルの２つのスペシャルファイルが同じ選択コードに位置する場合、そのターミナルはいずれかの名前
で報告されます。ユーザーは、いずれの名前を使用してもそのターミナルのプロセスを選ぶことができます。

ps のユーザーは、出力の正確なフィールド幅と間隔を前提とした処理は行なわないでください。これらは、
使用しているシステム、HP-UX のリリース、および表示するデータによって変化します。

非標準オプションが、標準オプションと一緒に指定された場合は、非標準の動作となることがあります。

依存関係
HP プロセスリソースマネージャ

−P および −R オプションを使用するには、オプションの HP プロセスリソースマネージャ (PRM) ソフト
ウェアがインストールされていて構成されていなければなりません。 HP PRM の構成方法については、prm-

config(1) を参照してください。「プロセスリソースグループ」の定義については、prmconf (4) を参照してく
ださい。

HP PRM がインストールおよび構成されていないにもかかわらず −P または −R が指定されると警告メッ
セージが表示され (−P については) prmid および prmgrp 列にハイフン(-) が表示されます。

ファイル
/dev ターミナルデバイスファイルのディレクトリ
/etc/passwd ユーザーID 情報
/var/adm/ps_data

内部データ構造
/etc/default/ps COMMAND フィールド長のデフォルト値を設定

参照
kill(1), nice(1), acctcom(1M), exec(2), exit(2), fork(2), sysconf(2), unistd(5)
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HP プロセスリソースマネージャ : 『HP プロセスリソースマネージャ ユーザーガイド』の prmconfig(1),

prmconf(4)

標準準拠
ps: SVID2, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
pstack - 各プロセスおよびコアファイル内の各 LWP のスタックトレースの表示

構文
pstack [-h] [pid[:execpath]]|[corepath]

説明
pstack は、各プロセスおよびコアファイル内の各 LWP (軽量プロセス) について、スタックトレース (16進
+ シンボリック) を表示します。

実行中のプロセスの pid またはコアファイルの絶対パスを指定すると、 pstack は、プロセス内の各 LWP

スレッドについてスタックトレースを表示します。シンボル情報を得るために、 pstack は、現在のディレ
クトリ、 $PATH、 $LD_LIBRARY_PATH、および $SHLIB_PATH でロードモジュール (実行可能ファイルお
よび共有ライブラリ) を検索します。 pid/corepath と共に、コロン (:) で区切って実行可能ファイルのパスを
指定できます。 pstack がロードモジュールを発見できない場合、そのモジュール内のフレームに対するシ
ンボル情報は表示されません。

pstack は、実行中のプロセスにアタッチして、そのプロセスのレジスタ、メモリー、およびスタックを読み
取ることで動作します。実行可能ファイルと corefile の間に不一致がある場合の動作は、予測できません。

オプション
pstack は、次のオプションをサポートします。

-h 使用法のメッセージを表示します。

オペランド
pstack は、次のオペランドをサポートしています。

pid[:execpath]|corepath pid は実行中のプロセスを指定します。 execpath は、実行可能ファイル
の絶対パスを指定します (省略可能)。

corepath は、指定する実行可能プログラムのコアファイル (絶対パス名)

です。

戻り値
pstack は次の値を返します。

0 正常に終了しました。
n!=0 失敗。エラーが発生しました。

参照
ldd(1), pldd(1)
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名称
ptx − 項目別索引

構文
ptx [ options ] [ input [ output ] ]

説明
ptx は、テキストフォーマッタで処理することで、ファイル input (標準入力および出力がデフォルト)の項目
別索引を生成できる output ファイルを生成します。これには3段階あります。第1段階は項目別集計を行い、
入力行でキーワードごとに1行を生成します。キーワードは先頭へ移動します。次に項目ファイルはソートさ
れます( sort(1) および以下の環境変数を参照)。最後に、キーワードが各行の中央にくるように、ソートされた
行が移動されます。 ptx 出力の形式は以下のとおりです。

.xx "tail" "before keyword" "keyword and after" "head"

ただし、 .xx は、ユーザーまたは mptx マクロパッケージ (以下の注記を参照) によって提供される nroff

または troff マクロであるものと仮定されます。 before keyword および keyword and after フィールド
は、プリントされたときには、キーワードの前後に収まるだけの行を取り込みます。 tail および head は、少
なくともいずれか一方は常に空の文字列で、行の反対側の端の未使用スペースに十分収まるだけの小さな部分
にラップアランドされます。

以下の option が適用できます。

-f 並び換えのため大文字/小文字の英字を折り込みます。

-t 100の行長を使用して出力を写植機向けに準備します。

-w n 出力行の長さとして、次の引き数 n を使用します。デフォルトの行長は、 nroff では
72文字、 troff では100文字です。

-g n 最終プリント時の行の4つの部分の間のギャップそれぞれに、 ptx がその計算のために
確保しておく文字数として次の引き数 n を使用します。デフォルトギャップは3です。

-o only only ファイルにあるワードのみをキーワードとして使用します。

-i ignore ignore ファイルにあるワードはキーワードとして使用しません。 -i および -o オプ
ションがない場合は、 /usr/lib/eign を ignore ファイルとして使用します。

-b break break ファイルにある文字をワードの区切りとして使用します。タブ、改行、およびス
ペース文字は 常にブレーク文字として使用されます。このオプションがないときは、句
読点文字はワードの一部として処理されます。

-r 各入力行の先行する空白ではない文字をすべて、行のテキストから分離した(ページまた
は章に関して)参照識別子であると解釈します。識別子を各出力行の第5フィールドとし
て付け加えます。
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多言語化対応
環境変数

LC_COLLATE は出力の並び換え順序を決定します。

LC_CTYPE はデフォルトブレーク文字を決定します。

LC_COLLATE または LC_CTYPE が環境で指定されていない、または空の文字列に設定されていると、それぞ
れ未指定または空の変数のデフォルトとして LANG の値が使用されます。 LANG が指定されていないか、ま
たは空の文字列に設定されていると、 LANG の代わりに "C"のデフォルト( lang(5) を参照)が使用されます。
任意の多言語対応変数の内容が無効な設定である場合、 ptx は、多言語対応変数がすべて"C"に設定されたも
のとして動作します( environ(5) を参照)。

サポートされる国際的コードセット
シングルバイト文字コードセットがサポートされています。

警告
行長カウントは、重ね打ちまたはプロポーショナルスペーシングを考慮しません。

ptx は内部でティルド (˜) を使用するため、これがある行は不具合を生じます。

ファイル
/usr/lib/eign

/usr/bin/sort

/usr/share/lib/tmac/tmac.ptx

注意
mptx マクロパッケージは、HP-UX オペレーティングシステムの一部として提供されるわけではなく、Docu-

menters Work Bench (DWB) ソフトウェアパッケージの一部として提供されます。このソフトウェアパッケー
ジは AT&T 社が開発し、カリフォルニア州マウンテンビューの Elan Computer Group, Inc. を含むさまざまな
他社のソフトウェアサプライヤによって HP 9000 システムに移植されました。

ptx によって順列されたインデックスは、通常 4カラム形式で、ユーザーによって、それを好む場合もあれ
ば、非常に好ましくないと思う場合もあるでしょう。このマニュアルで提供されている 2カラム形式のイン
デックスはインデクスエントリーに処理を加えて作成したもので、各マニュアルエントリーファイルの最後に
コメントとして隠されています。

参照
nroff(1), mm(5)
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名称
pwd − ワークディレクトリ名の出力

構文
pwd

説明
pwd はワークディレクトリ (現在のディレクトリ) のパス名をプリントします。

多言語化対応
環境変数

LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使用する言語を決定します。

LC_MESSAGES が環境で指定されていない場合、または空の文字列の場合には、指定されていない変数または
空の変数のデフォルトとして LANG が使用されます。 LANG が指定されていない場合、または空の文字列の
場合には、 LANG の代わりに "C"( lang(5) を参照) がデフォルトとして使用されます。

いずれかの多言語化対応変数に無効な値が設定されている場合、 pwd は、すべての多言語化対応変数が "C"

に設定されているものとして動作します。 environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングル／マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

診断
Cannot open ..

Read error in ..

ファイルシステムに異常があると考えられます。システム管理者に連絡してください。

pwd: cannot access parent directories

現在のディレクトリが削除 (通常は別のプロセスにより) されています。 cd コマンドで、有効な
ディレクトリに移動してください (cd(1) 参照)。

例
このコマンドは現在のワークディレクトリのパスをリストします。ホームディレクトリが /mnt/staff で、
ホームディレクトリから cd camp/nevada というコマンドを実行した場合、 pwd を入力すると結果は次の
ようになります。

/mnt/staff/camp/nevada

著者
pwd は、AT&T および HP によって開発されました。

参照
cd(1), csh(1), sh-posix(1), sh(1).
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標準準拠
pwd: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2

258 Hewlett-Packard Company − 2 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



pwget(1) pwget(1)

名称
pwget, grget − パスワードおよびグループ情報の取得

構文
pwget [-n name -u uid ]

grget [-n name -g gid ]

説明
pwget および grget は、 /etc/passwd および /etc/group から情報の位置を特定および表示します。

pwget の標準出力は、フォーマットが /etc/passwd ファイルで使用されるのと同様のコロンで区切られた
パスワード情報の行を含んでいます( passwd(4) を参照)。

grget の標準出力は、フォーマットが /etc/group ファイルで使用されるのと同様のコロンで区切られた
グループ情報の行を含んでいます( group(4) を参照)。

オプションがない場合、 pwget および grget は、それぞれ getpwent() または getgrent() でエント
リーをすべて取得し( getpwent(3C) および getgrent(3C) を参照)、各エントリーごとに見つかる行を出力しま
す。

オプション
オプションを与えると、単一エントリーだけがプリントされます。

pwget のオプションは以下のとおりです。

-n name getpwnam() を使用して name に一致する最初のエントリーを出力します ( getp-

went(3C) を参照)。

-u uid getpwuid() を使用して uid に一致する最初のエントリーを出力します ( getp-

went(3C) を参照)。

grget のオプションは以下のとおりです。

-n name getgrnam() を使用して name に一致する最初のエントリーを出力します ( get-

grent(3C) を参照)。

-g gid getgrgid() を使用して gid に一致する最初のエントリーを出力します ( get-

grent(3C) を参照)。

ネットワーキング機能
NFS

ネットワーク情報システム (NIS) が使用中の場合、これらのコマンドは、ローカルパスワードおよびグループ
ファイルに加えて、パスワードおよびグループデータベースの NIS バージョンに基づいたパスワードおよびグ
ループ情報を提供します。
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戻り値
これらのコマンドは、正常終了すると 0 を、特定の検索が異常終了すると 1 を、エラーがあると 2 を戻し
ます。

制約
NFS

警告: ネットワーク情報システムのネットワークデータベースが使用中であり、および NIS クライアントデー
モン (ypbind) が NIS サーバーデーモン( ypserv(1M) を参照) にバインドされていない場合、これらのユー
ティリティは、バインディングが確立されるまで待機します。これらのコマンドは、プロセスに SIGINT シ
グナルを送ることによって、この状態で終了させることができます( kill(1) を参照)。

ypmatch(1) および ypserv(1M) を参照してください。

著者
pwget および grget はHPで開発されました。

ファイル
/etc/group ローカルグループデータファイル

/etc/passwd ローカルパスワードデータファイル

参照
getgrent(3C), getpwent(3C), group(4), passwd(4)
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名称
quota − ディスク使用量および制限の表示

構文
quota [-v] [user ... ]

説明
quota コマンドは、 user のディスク使用量および制限を表示します。 -v オプションがない場合は、使用料
が制限を超えたときだけ情報を表示します。

user は、ユーザー名または数値 UID です。デフォルトは、ログインユーザー名です。

適切な特権を持つユーザーのみが、その他のユーザーから制限されて表示できます。

オプション
quota コマンドで認識されるオプションは、次のとおりです。

-v 制限を超えているかどうか、統計値を表示します。クォータが設定されていなけれ
ば、使用量の統計情報は存在しないことに注意してください。

多言語化対応
環境変数

LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使われる言語を指定します。

LC_MESSAGES が環境内で指定されていないか空白文字列に設定されている場合、未指定または空白の各変数
に対して LANG の値がデフォルトとして使われます。 LANG が指定されていないか空白文字列に設定されて
いる場合、 LANG の代わりに "C" がデフォルトとして使われます( lang(5) を参照)。

国際化変数のどれかが無効な設定を含む場合、 quota は全ての国際化変数が"C"に設定されているように振
る舞います。 environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

著者
ディスククォータはカリフォルニア大学バークレー校、Sun Microsystems, Inc. および HP で開発されまし
た。

ファイル
directory/quotas ファイルシステム用のクォータ統計スタティックストレージ。 directory は mount コ

マンド ( mount(1M)参照)に対して指定されたファイルシステムのルート
/etc/mnttab 現在マウントされているファイルシステムのリスト

参照
quota(5)
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名称
ranlib − アーカイブシンボルテーブルの再生成

構文
ranlib archive ...

説明
ranlib は、指定されたアーカイブのシンボルテーブルを再生成します。これは、各アーカイブに対して ar

qs archive を実行するのと同じです。 ar の z 修飾子を使用した後は、アーカイブのシンボルテーブルは
再生成しないと使用することができません。

多言語化対応
環境変数

以下のインターナショナル変数は ranlib の実行に影響します。

LANG LC_ALL および他の LC_* 環境変数が存在しない場合、母国語、ローカルな慣習、および
コード化キャラクターセットのロケールカテゴリを決定します。 LANG が未設定または空の
文字列に設定されている場合は、 LANG の代りにデフォルト値の C ( lang(5) を参照)が使用
されます。

LC_ALL

全ロケールカテゴリの値の決定します。 LANG および他の LC_* 環境変数より優先されま
す。

LC_CTYPE

文字処理関数のロケールカテゴリを決定します。

LC_MESSAGES

標準エラーに書き込まれる診断メッセージのフォーマットと内容を制御するために使用すべき
ロケールを決定します。

LC_NUMERIC

数値フォーマット用のロケールカテゴリを決定します。

LC_TIME

日付と時刻のフォーマットおよび内容を決定します。

NLSPATH

LC_MESSAGES の処理用のメッセージカタログの位置を決定します。

インターナショナル変数のいずれかの設定が不適当な場合には、 ranlib は、すべてのインターナショナル
変数が C に設定されているものとして動作します。 environ(5) を参照してください。

さらに、次の環境変数も ranlib に影響します。
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TMPDIR

一時ファイル用のディレクトリを指定します( tmpnam(3S) を参照)。

参照
システムツール:

ar(1) アーカイブライブラリの作成

その他:
ar(4) アーカイブのフォーマット
strip(1) オブジェクトファイルからのシンボル情報および行番号情報のストリップ
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名称
rcp − リモートファイルのコピー

構文
1個のファイルのコピー

rcp [-p] [-S size ] [-R size ] source_file1 dest_file

複数のファイルのコピー
rcp [-p] [-S size ] [-R size ] source_file1 [source_file2]... dest_dir

1個もしくは複数のディレクトリサブツリーのコピー
rcp [-p] [-S size ] [-R size ] -r source_dir1 [source_dir2]... dest_dir

複数のファイルとディレクトリサブツリーのコピー
rcp [-p] [-S size ] [-R size ] -r file_or_dir1 [file_or_dir2]... dest_dir

Kerberos V5 ネットワーク認証環境の場合
1個のファイルのコピー

rcp [-k realm ] [-P] [-p] [-S size ] [-R size ] source_file1 dest_file

複数のファイルのコピー
rcp [-k realm ] [-P] [-p] [-S size ] [-R size ] source_file1 [source_file2]... dest_dir

1個もしくは複数のディレクトリサブツリーのコピー
rcp [-k realm ] [-P] [-p] [-S size ] [-R size ] -r source_dir1 [source_dir2]... dest_dir

複数のファイルとディレクトリサブツリーのコピー
rcp [-k realm ] [-P] [-p] [-S size ] [-R size ] -r file_or_dir1 [file_or_dir2]... dest_dir

説明
rcp コマンドは、 ファイル、ディレクトリサブツリー、またはファイルとディレクトリサブツリー のセット
をシステム間でコピーします。多くの点で、 cp コマンドと共通しています (cp(1) 参照)。

rcp を使用するには、コピーするファイルに対する読み取りアクセスと、ディレクトリパスにあるすべての
ディレクトリでの読み取りおよび検索 (実行) のパーミッションが必要になります。第三者への転送では、下記
の「第三者への転送」の項で説明しているような特別な注意事項があります。

Kerberos V5 ネットワーク認証環境の場合、 rcp はリモートホストとの接続を確立する間に Kerberos V5 プ
ロトコルを使用します。認可機構は、リモートホスト上で remshd を実行するのに使用したコマンド行オプ
ション (すなわち -K、-R、-r、または -k) に依存します。 Kerberos 方式の認証と認可の規約は、インター
ネットの安全性サービスに関する sis(5) マンページに記載されています。

Kerberos 方式の認証と認可が適用されても、ファイルをコピーするときには、Kerberos 機構は適用されませ
ん。ネットワーク間で転送されたファイルは、クリアテキストのままです。

fallback オプションは、 krb5.conf ファイルの appdefaults セクションで設定することができます。
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appdefaults セクションについての詳細は、 krb5.conf (4) のマンページを参照してください。 fallback が
true に設定されており、kerberos 認証が失敗した場合、 rcp は非セキュアモードの認証を使用します。

注記: コマンド行オプションは、構成ファイルのオプションを上書きします。

オプションと引き数
rcp では、次のオプションと引き数を指定できます。

source_file、source_dir

このオプションは、指定のあて先にコピーするローカルマシンまたはリモートマシン
上の既存のファイルまたはディレクトリの名前を指定します。ソースファイル名と
ソースディレクトリ名は、次の形式になります。

user_name@hostname:pathname/filename

または

user_name@hostname:pathname/dirname

ファイル名とディレクトリ名の各構成要素に関しては、後述します。複数の既存の
ファイルまたはディレクトリサブツリー (source_file1, source_file2, ...) が指定され
ている場合、あて先はディレクトリでなければなりません。シェルのファイル名の拡
張は、ローカルシステムとリモートシステムの両方で可能です。 1つのコマンドを使
用し、複数のファイルとディレクトリサブツリーを、1個または複数のシステムから1

個のあて先ディレクトリへコピーすることができます。

dest_file このオプションは、あて先ファイルの名前を指定します。ホスト名とパス名を指定し
ないと、既存のファイルはローカルシステム上の現在のディレクトリにある dest_file

というファイルにコピーされます。 dest_file がすでに存在して書き込み可能な場合、
既存のファイルは上書きされます。あて先ファイル名は、ソースファイルと同じよう
に付けます。ただし、あて先ファイル名には、ファイル名の拡張文字は使用できませ
ん。

dest_dir このオプションは、あて先ディレクトリの名前を指定します。ホスト名とパス名を指
定しないと、既存のファイルは、ローカルシステム上の現在のディレクトリにある、
dest_dir というディレクトリにコピーされます。 dest_dir が、指定されたディレク
トリパス (また指定がない場合は現在のディレクトリ)にすでに存在する場合は、新た
に dest_dir というディレクトリが、 dest_dir という既存のディレクトリのすぐ下に
作成されます。あて先ディレクトリ名は、ディレクトリツリー名と同じように付けま
す。ただし、あて先ディレクトリ名には、ファイル名の拡張文字は使用できません。

source_dir にコピーするファイルが複数あり dest_dir が存在しない場合で、 -r が
再帰的コピーのために使用される場合、 rcp は、まず dest_dir を作成し、次に
source_dir の下にあるファイルを dest_dir にコピーします。
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file_or_dir ファイルとディレクトリのセットが (明示的に、もしくはファイル名の拡張によって)

コピー対象となっている場合、 -r オプションを付けないと、ファイルのみがコピー
されます。 -r オプションを付けると、指定された名前 file_or_dir に一致するファ
イルとディレクトリサブツリーがすべてコピーされます。

−k realm このオブションは、Kerberos V5 に基づくセキュアな環境でのみ適用できます。この
オプションを使うと、構成ファイル krb.realms で指定されたリモートホストのデ
フォルト領域 (realm) の代わりに、指定された realm 内のリモートホストからチケッ
トを入手できます。

-P このオプションは、Kerberos V5 に基づくセキュアな環境でのみ適用できます。
Kerberos 認証を使用不能にします。リモートホストがセキュアでないアクセスを防
止するように構成されている場合は、このオプションを使用すると、以下のような一
般的なエラーになります。

krcmd: connect: hostname: Connection refused

詳細は、 remshd(1M) の「診断」を参照してください。

-p このオプションを使うと、ソースファイルの変更時刻とモード (パーミッション) を
保存 (複写) できます。このとき、 umask のファイル作成モードマスクの現在の設定
は無視されます。このオプションを付けると、 rcp は、あて先ユーザーがスーパー
ユーザーの場合のみ、スティッキービットを保存します。

-p オプションを指定しないと、 dest_file がすでに存在する場合は、 rcp は、その
モードと所有者を保存します。 dest_file が存在しない場合は、 rcp は、あて先ホス
ト上の umask によって変更されるソースファイルのモードを使用します。あて先
ファイルの変更とアクセスの時刻は、コピーが終了した時刻に設定されます。

−S size ソケット送信バッファーの大きさを設定します。

−R size ソケット受信バッファーの大きさを設定します。

-r このオプションを使うと、ソースディレクトリ名から派生する複数のディレクトリサ
ブツリーを再帰的にコピーできます。ディレクトリサブツリーをコピーする場合は、
rcp は、指定したソースディレクトリ名から派生する各サブツリーを、ディレクト
リ dest_dir に再帰的にコピーします。 source_dir を既存の同名のディレクトリにコ
ピーする場合、 rcp は dest_dir 内に新しいディレクトリ source_dir を作成してか
ら、 source_dir の下にあるサブツリーを dest_dir/source_dir へコピーします。
dest_dir が存在しない場合は、 rcp はまずこれを作成し、 source_dir の下にあるサ
ブツリーを dest_dir にコピーします。出力は、コピーの際にワイルドカード文字
(source_dir/*) を使用したかどうかにかかわらず同じになります。
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ファイル名とディレクトリ名の形式
前述のように、ファイル名とディレクトリ名は、1個か2個、または4個の構成要素からなります。

user_name リモートシステム上のディレクトリとファイルにアクセスするために使用されるログイ
ン名

hostname ディレクトリとファイルが存在するリモートシステムのホスト名

pathname ユーザー user_name のログインディレクトリに対応した絶対ディレクトリパス名また
はディレクトリパス名

filename ソースファイルまたはあて先ファイルの実際の名前。ソースファイル名は、ファイル名
の拡張が可能です。

dirname ソースディレクトリサブツリーまたはあて先ディレクトリサブツリーの実際の名前。
ソースディレクトリ名は、ファイル名の拡張が可能です。

各ファイルやディレクトリの引き数 (fileやdir)は、 hostname:path 形式のリモートファイル名か、または
ローカルファイル名です。ローカルファイル名にコロン (:) が付く場合は、コロンの前の部分にスラッシュ
(/) が必要です。 hostname は、正式なホスト名でも別名(エイリアス)でもかまいません (hosts(4)を参照)。
hostname が ruser@rhost の形式の場合は、現在のユーザー名の代わりにリモートホスト上の ruser を参照し
ます。 path を指定しない場合は(つまり hostname:)、リモートユーザーのログインディレクトリを参照しま
す。 path が / で始まらない場合は、 hostname 上のリモートユーザーのログイン ディレクトリに対応付け
て解釈されます。リモートの paths に指定するシェルのメタキャラクタは、バックスラッシュ (\) を付けて引
用符で囲みます。これは、単一引用符 (’’) でも二重引用符 ("")でもかまいません。これによりリモートでの
解釈が可能になります。

rcp は、パスワードの入力を要求しません。セキュアでない環境 (旧式の環境) では、現在のローカルユー
ザー名または ruser を介して指定されたユーザー名が rhost 上に存在するかを確認することでユーザーの権限
を決定します。 Kerberos V5 ネットワーク認証環境 (セキュアな環境)では、認可方法は remshd のコマンド
行のオプションに依存します (詳細は remshd(1M) を参照してください)。どちらの場合も、 remsh(1) と、
rcmd(3N) または rcmd_af (3N) (IPv6 システムの場合) を介したリモートコマンドの実行が可能でなければな
りません。また、 remshd(1M) が、リモートホスト上で実行可能でなければなりません。

第三者への転送
次の形式の第三者への転送があるとします。

rcp ruser1@rhost1:path1 ruser2@rhost2:path2

これは、次のように実行されます。

remsh rhost1 -l ruser1 rcp path1 ruser2@rhost2:path2

したがって、この転送を行うためには、 rhost2 上の ruser2 は rhost1 からの ruser1 のアクセスを許可しなけ
ればなりません (hosts.equiv(4) 参照)。
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IPv6 アドレスを指定する rcp
IPv6 アドレスを指定して rcp を使用するには、IPv6 アドレスを大かっこ ([ と ]) で囲む必要があります。
以下に例を示します。

rcp source user@[IPv6_address]:dest

IPv6 アドレスが大かっこで囲まれていない場合、最初に出現したコロン (:) がホスト名とパスの区切りとみ
なされます。

警告
rcp ルーチンは、リモートホスト上の .cshrc ファイル内のコマンドで生成された出力によって、混乱を生
じる場合があります (csh(1) 参照)。

次の例のようにファイルをそれ自体にコピーすると、場合によって結果が違うことがあります。

rcp path ‘hostname‘:path

HP-UX の最新バージョンによる rcp では、単に同じファイルにコピーされるだけです。ただし、初期の
HP-UX など、 rcp の実現方法によっては、ファイルが破壊される場合があります。さらに、1個のファイル
が、ハードリンク、シンボリックリンク、 NFSなど、複数の方法で参照されてしまうこともあります。 rcp

による同一ファイル同士のコピーは、成功する場合と失敗する場合があります。

4.2BSDバージョンをベースとして実現された rcp は (HP-UX 7.0より前の実現も含む)、リモートユーザー
として rhost.ruser を指定する必要があります。第三者への転送において、最初に指定したリモートホスト (次
の例の rhost1) がこの旧構文を使用している場合は、次の形式のコマンドを使用しなければなりません。

rcp ruser1@rhost1:path1 rhost2.ruser2:path2

これは、あて先が rhost1 によって解釈されるからです。問題が発生しやすいのは、リモートユーザーを指定
するリモートのあて先に 2つのリモートファイルをコピーするときです。 2つのリモートソースシステム
(rhost1 および rhost2) のリモートのあて先の形式がそれぞれ違う場合、次のコマンドを実行すると、必ず一
方のソースシステムが異常終了します。

rcp rhost1:path1 rhost2:path2 rhost3.ruser3:path3

この場合は、それぞれ別のコマンドを使用して、転送を行ってください。

既存の rcp のインプリメントでは、次の例のように、リモートコピーによりシステムの上書きが発生するこ
とがあります。

rcp -r path root@hostname: /

上記の例では、 rcp を root で実行し、コロン (:) とスラッシュ (/) の間にスペースを誤って入力した場合、
rcp は path と root@hostname: (リモートマシンのルートディレクトリ) の両方をソースとして扱います。
rcp は、最後の引き数を必ずあて先として解釈します。このため、あて先ディレクトリはローカルマシンの
ルートディレクトリ (/) となります。 rcp はまず、 path の内容をルートディレクトリ (/) にコピーします。
その後、 root@hostname からルートディレクトリ (/) に再度コピーを行います。 2 回目のコピーで、ロー
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カルシステムのルートディレクトリ (/) がリモートシステムのルートディレクトリ (/) で上書きされてしまい
ます。

IPv6 は、オプションの IPv6 ソフトウェアがインストールされた HP-UX 11i Version 1.0 上でサポートされま
す。 IPv6 は現在、HP-UX 11i Version 1.6 を実行しているシステム上ではサポートされません。

診断
診断は、ローカルホストとリモートホストの両方から出力される可能性があります。接続が完全に確立する前
にローカルホスト上で生じた診断は、標準エラーに書き込まれます。いったん接続が確立すると、リモートホ
ストからのどんなエラーメッセージも他のデータと同じように標準出力に書き込まれます。

Error! could not retrieve authentication type.

Please notify sys admin.

rcp には、認証機構が 2 つあります。 1 つは、Kerberos に基づいていますが、もう1つは、
Kerberosには基づいていません。認証機構のタイプは inetsvcs_sec(1M) によって更新されるシステム
ファイルから得られます。システムファイルに既知の認証タイプがない場合に、上記のエラーが表示
されます。

著者
rcp は、カリフォルニア大学バークレイ校で開発されました。

参照
cp(1), ftp(1), remsh(1), remshd(1M), inetsvcs_sec(1M), rcmd(3N), rcmd_af(3N), hosts(4), hosts.equiv(4),

krb5.conf(4), sis(5)

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 6 −  Hewlett-Packard Company 269



rcs(1) rcs(1)

名称
rcs − RCS ファイル属性の変更

構文
rcs [options] file ...

説明
rcs は、新規の RCS ファイルを作成するか、または既存のファイルの属性を変更します。RCS ファイルの
内容はテキストの複数のリビジョン、アクセスリスト、変更ログ、説明文、および制御属性です。アクセスリ
ストが空であるか、ユーザーがファイルの所有者またはスーパーユーザーであるか、または −i オプションが
存在するかという３つの場合以外は、rcs が機能するためには、ユーザーのログイン名がアクセスリストにな
ければなりません。

コマンドのユーザーには、RCS ファイルのあるディレクトリの読み書きパーミッションおよび RCS ファイル
自体の読出しパーミッションがなければなりません。rcs は、RCS ファイルと同じディレクトリにセマフォ
ファイルを作成して、同時に起こるアップデートを防ぎます。変更ごとに、rcs は新しいファイルを作成しま
す。正常終了時に、rcs は古いファイルを削除し、新しいファイルを名称変更します。この方法により、
RCS ファイルとのリンクは無用になります。

,v で終わるファイルは RCS ファイルです。その他はすべてワークファイルです。ワークファイルを与える
と、rcs は対応する RCS ファイルを最初にディレクトリ ./RCS から、次に現在のディレクトリから探そう
とします。これは、rcsintro(5) に解説があります。

オプション
rcs が認識するオプションは以下のとおりです。

−alogins ログイン名をカンマで区切った、リスト logins に含まれるログイン名を RCS ファイ
ルのアクセスリストに追加します。

−Aoldfile oldfile のアクセスリストを RCS ファイルのアクセスリストに追加します。

-c "string" コメントリーダを string に設定します。コメントリーダは、チェックアウト時にキー
ワード $Log$ によって生成される各ログメッセージ行の前に表示されます (co(1) を
参照)。これは複数行のコメントのないプログラミング言語に便利です。rcs −i ま
たは初期 ci 時に、コメントリーダはワークファイルのサフィックスから推測されま
す。コメントリーダーはログ情報の各行頭に挿入され、foo.c、foo.sh、foo.p

のようなファイル名のサフィックスによって決定されます。rcs コマンドで異なる
コメントリーダーを指定できます。次の表に、各ファイル名のサフィックスに関連し
たコメントリーダーを示します。

SUFFIX FILES Comment Character

c c  ’*’

C C Header ’*’
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sh shell ’#’

s Assembly ’#’

p pascal ’*’

r ratfor ’#’

e efl ’#’

l lex ’*’

y yacc ’*’

yr yacc-rarfor ’*’

ye yacc-efl ’*’

ml mocklisp ’;’

mac macro ’;’

f fortran ’c’

ms ms-macros ’\’

me me-macros ’\’

"" empty suffix ’#’

nil unknown suffix ’""’

−e[logins] カンマで区切った、リスト logins にあるログイン名を RCS ファイルのアクセスリス
トから消去します。logins を省略すると、アクセスリスト全体が消去されます。

−i 新しい RCS ファイルを作成して初期化しますが、リビジョンは書き込みません。
RCS ファイルにパスプレフィックスがなければ、rcs はそれを最初にサブディレク
トリ ./RCS に書き込み、次に現在のディレクトリに書き込もうとします。RCS

ファイルがすでに存在する場合は、エラーメッセージが表示されます。

−l[rev] 番号 rev の付いたリビジョンをロックします。分岐を与えると、その分岐上の最新の
リビジョンがロックされます。rev を省略すると、幹上の最新のリビジョンがロック
されます。ロックすると、変更はオーバーラップされません。ロックは、ci または
rcs −u (以下を参照)で解除されます。

−L ロッキングを strict に設定します。strict ロッキングとは、RCS ファイルの所
有者がチェックインのためにロッキングから免除されていないことです。このオプ
ションは共有ファイルに使用してください。

−nname[:[rev] ]

シンボリック名 name を分岐またはリビジョン rev に対応付けます。name がすでに
別の番号に対応している場合は、rcs はエラーメッセージを表示します。rev を省略
すると、シンボリック名は幹上の最新リビジョンに対応します。 :rev を省略する
と、シンボリック名は削除されます。
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−Nname[:[rev] ]

−n と同じですが、前の name の割当てを置き換える点が異なります。

−orange range によって与えられたリビジョンを削除します(「廃止します」)。１つのリビ
ジョン番号で構成される範囲がそのリビジョンを意味します。分岐番号で構成される
範囲は、その分岐上の最新リビジョンです。形式 rev1−rev2 の範囲は、同じ分岐上の
リビジョン rev1 から rev2 までを意味し、 −rev は分岐の先頭 (rev を含む) から rev

までを意味し、 rev− はリビジョン rev から分岐の先頭まで (rev を含む) を意味しま
す。旧リビジョンは、分岐またはロックを所有することができません。

−q 無表示モード。診断は表示されません。

−sstate[:rev] リビジョン rev のステート属性を state に設定します。rev を省略すると、幹上の最
新リビジョンが使用されます。rev が分岐番号ならば、その分岐上の最新リビジョン
が使用されます。state は任意の識別子を受入れ可能です。Exp (実験用)、Stab (安
定用)、および Rel (リリース用)が便利な状態のセットです。デフォルトによって、
ci はリビジョンの状態を Exp に設定します。

−t[txtfile] 説明文を RCS ファイルに書き込みます(既存のテキストは削除します)。txtfile を省
略すると、rcs は標準入力から供給され、単一の . または Ctrl-D の行で終了す
るテキストを入力するようにユーザーに求めます。そうでなければ、説明文はファイ
ル txtfile からコピーされます。−i オプションが存在すると、−t を与えなくても説
明文が要求されます。標準入力がターミナルでなければ、プロンプトは抑止されま
す。

−u[rev] 番号 rev の付いたリビジョンをアンロックします。分岐を与えると、その分岐上の最
新リビジョンがアンロックされます。rev を省略すると、ユーザーによって保有され
る最新ロックが解除されます。通常、リビジョンをロックしたユーザーのみがアン
ロックできます。リビジョンをアンロックする他のユーザーがロックを壊します。こ
れにより、メールメッセージは元のロックしたユーザーに送られます。メッセージの
内容はロックを壊したユーザーから求められた注釈です。注釈は、単一の . または
Ctrl-D の行で終了します。

−U ロッキングを non-strict に設定します。non-strict ロッキングとは、ファイ
ルの所有者がチェックインのためにリビジョンをロックする必要がないことです。こ
のオプションは共有ファイルに使用しないでください。デフォルト (−L または −U)

はシステム管理者によって決定されます。

アクセス制御リスト (ACL)
オプションの ACL エントリーは、ファイルがアップデートされると削除されるため、これを RCS ファイルに
追加しないでください。新しいファイルに対して生成されるアクセスモードは、希望どおりでないことがあり
ます。
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診断
RCS ファイル名および旧リビジョンが診断出力に書き出されています。終了ステータスは、最後に動作する
RCS ファイルをつねに参照し、操作が正常終了した場合は０を、異常終了した場合は１になります。

例
名前 jane, mary, dave, および jeff を RCS ファイル vision,v のアクセスリストに追加します。

rcs -ajane,mary,dave,jeff vision

コメントリーダをファイル vision の tab* に設定します。

rcs -c’tab*’ vision

シンボリック名 sso/6_0 をファイル vision のリビジョン 38.1 に対応付けます。

rcs -Nsso/6_0:38.1 vision

ロックしたユーザーのみがファイルの次のリビジョンをチェックイン (ci(1) を参照) できるように、ファイル
vision,v のリビジョン 38.1 をロックします。このコマンドにより、２人以上のユーザーが同時に同じ
ファイルを改訂し、不用意にお互いの作業内容を置き換えることはなくなります。

rcs -l38.1 vision,v

警告
アクセスリストの名称の追加および削除、ストリクトロッキングの変更のためのオプションを含め、rcs コマ
ンドのオプションはすべて、ファイルアクセスリストに含まれるすべてのユーザーが使用できます。これらの
オプションの使用に制限を設ける場合は、セキュリティ管理のための別の方法を用いる必要があります。前述
のアクセス制御リストに関する注記も参照してください。

著者
rcs は Walter F. Tichy によって開発されました。

参照
ci(1), co(1), rcsdiff(1), rcsmerge(1), rlog(1), rcsfile(4), acl(5), rcsintro(5)
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名称
rcsdiff − RCSリビジョンの比較

構文
rcsdiff [-bcefhn] [-rrev1 ] [-rrev2 ] file ...

説明
rcsdiff は、与えられた各 RCS ファイルの2つのリビジョンを比較し、 diff とほとんど同様の出力を作成
します( diff (1) を参照)。 ,v で終わるファイル名は RCS ファイル名です。そうでなければワークファイル名
です。 rcsdiff は、 rcsintro(5) に解説されているように、ワークファイル名を RCS ファイル名からとり、
および、その逆も成り立ちます。 RCS とワークファイル名の両方で構成されるペアも指定することができま
す。

rcsdiff が認識するオプションは以下のとおりです。

-b diff (1) にある説明と同様

-e diff (1) にある説明と同様

-f diff (1) にある説明と同様

-h diff (1) にある説明と同様

-n RCSによって使用されるフォーマットのエディットスクリプトを生成します。

-c[ n ]

コンテクストの行でdiffを生成します。デフォルトでは、3行のコンテクストを示します。変更
するには、 n を指定してください。例えば、 -c10 により、10行のコンテクストが与えられま
す。

-c は通常の diff (1) 出力からの出力フォーマットをわずかに修正します。「コンテクスト」出
力は、関連ファイルおよび作成日の識別から始まり、次にそれぞれの変更は12個の * (アスタ
リスク)の行で区切られます。 file1 から削除される行は - (ダッシュ)が付けられます。 file2

に追加される行は + (プラス)が付けられます。ファイル間で変更される行は、両方のファイル
に ! (感嘆符)が付けられます。

rev1 および rev2 を両方とも省略する場合、 rcsdiff は幹上の最新リビジョンを対応するワークファイルの
内容と比較します。これは、最後にチェックインされてからの変更内容を決定するのに有効です。

rev1 を与えるが、 rev2 を省略する場合、 rcsdiff は、 RCS ファイルのリビジョン rev1 を対応するワーク
ファイルの内容と比較します。

rev1 および rev2 の両方を与える場合、 rcsdiff は RCS ファイルのリビジョン rev1 および rev2 を比較し
ます。

rev1 と rev2 は両方とも数値またはシンボルで与えることができます。
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例
RCSファイル f.c,v の最新の幹リビジョンとワークファイル f.c の内容を比較します。

rcsdiff f.c

RCSファイルの foo.c,v の、リビジョン 1.1 と 1.2 を比較します。

rcsdiff -r1.1 -r1.2 foo.c

著者
rcsdiff はWalter F. Tichyによって開発されました。

参照
ci(1), co(1), diff(1), ident(1), rcs(1), rcsmerge(1), rlog(1), rcsfile(4), rcsintro(5)
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名称
rcsmerge − RCS リビジョンのマージ

構文
rcsmerge -rrev1 [-rrev2] [-p] file

説明
rcsmerge は、RCS ファイルの rev1 , rev2 間の変更を、対応するワークファイルに取り込みます。-p を与
えると、結果は標準出力に表示されます。与えられない場合は、ワークファイルをオーバライトします。

,v で終了するファイル名は RCS ファイル名です。,v で終了しない場合は、ワークファイル名です。
rcsmerge は、rcsintro(5) に説明があるように、ワークファイル名を RCS ファイル名から得ます。逆もまた
同じです。RCS およびワークファイル名の両方からなるペアも指定できます。

rev1 は、省略できません。rev2 を省略すると、幹上の最新のリビジョンが仮定されます。rev1 および rev2

はともに数値または記号で与えることができます。

重複がある場合、rcsmerge は警告を表示し、co(1) の -j オプションに説明があるように、重複する領域を
区切ります。このコマンドは、変更をチェックアウト済みリビジョンに取り込むのに使われます。

例
f.c のリビジョン2.8をリリースしたとします。さらに、他のユーザーからリリース2.8へのアップデートを受
けた時に、ちょうどリビジョン3.4を完了したとします。2.8へのアップデートおよび2.8、3.4間の変更を結合
するには、2.8へのアップデートをファイル f.c に入れ、以下を実行します。

rcsmerge -p -r2.8 -r3.4 f.c >f.merged.c

次に、f.merged.c を見ます。または、2.8へのアップデートを RCS ファイルにセーブしたいときは、それ
らをリビジョン2.8.1.1としてチェックインし、co -j を実行します。

ci -r2.8.1.1 f.c

co -r3.4 -j2.8:2.8.1.1 f.c

別の例として、f.c でチェックアウト済みの現在のリビジョンにおける 2.4、2.8 間の変更を以下のコマンド
は取り消します。

rcsmerge -r2.8 -r2.4 f.c

引き数の順序と、f.c がオーバライトされる点に注意してください。

警告
rcsmerge は、１つのドット (.) しかない行があるファイルでは機能しません。

著者
rcsmerge は Walter F. Tichy によって開発されました。

276 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



rcsmerge(1) rcsmerge(1)

参照
co(1), ci(1), ident(1), merge(1), rcs(1), rcsdiff(1), rlog(1), rcsfile(4)
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名称
rdist − リモートファイル配布プログラム

構文
rdist [ −bhinqvwyMR ] [ −f distfile ] [ −d var=value ] [ −m host ] [ label... ]

rdist [ −bhinqvwyMR ] -c name... [login@]host[:dest]

説明
rdist は、複数のホストでファイルの同一コピーを保守するのに役立ちます。これは可能な限りファイルの
所有者、グループ、モード、および変更時刻を保持し、実行中のプログラムをアップデートすることができま
す。

-f distfile rdist を実行するには、 distfile を指定してください。 distfile には、コピーするファイル、あ
て先ホスト、およびアップデートの実行に必要な操作を指定する一連のエントリーが入っていま
す。 distfile のフォーマットについては、後で詳細に説明します。 distfile が − の場合には、標
準入力が使用されます。 −f オプションを指定しないと、プログラムはまず最初に distfile

という名前のファイルを探し、次にローカルホストのワークディレクトリ内の Distfile を探
して入力に使用します。

-d var=value

var を値 value に定義します。 -d オプションは、 distfile 内の変数定義に使用します。 value

には、空文字列、1つの名前、または間をタブ、スペース、またはその両方で区切って全体を
かっこで囲んだ名前のリストを指定することができます。ただし、指定された変数がすでに dist-

file 内に定義されている場合は、 -d オプションには、効力がありません (distfile が -d オプ
ションを無効にするため)。

-m host アップデートするマシンを制限します。複数の -m 引き数を指定して、 distfile にリストされて
いるホストのサブセットだけをアップデートするように制限を加えることができます。ホストの
フォーマットについては、 destination_list の項を参照してください。

label 実行するコマンドのラベル。ラベルは distfile の中で定義されていなければなりません。

-c name... −c オプションは、 rdist が残りの引き数を小さい distfile として解釈するよう指定します。
同等のdistfileは次のとおりです。

( name ... ) -> [login@]host

install [dest] ;

注記: IPv6 を使用しているシステムで −c オプションと IPv6 アドレスと一緒に指定する場合
は、IPv6 アドレスを角括弧 ([ と ]) で囲む必要があります。 −c オプションと IPv6 アドレス
を指定した rdist の使用例は次のようになります。

rdist -c name user@[IPv6 address]:dest

278 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



rdist(1) rdist(1)

IPv6 アドレスが角括弧で囲まれていない場合、 rdist はエラーメッセージを出して終了しま
す。

IPv6 アドレスが角括弧で囲まれていない場合、最初のコロン (:) が hostname と path の区切り
として扱われます。

−n コマンドを実行せずにプリントします。このオプションは、 distfile のデバッグに役立ちます。

−q プリント抑止モード。通常は、変更されているファイルが標準出力にプリントされます。 −q オ
プションを指定すると、これがプリントされなくなります。

−R 無関係のファイルを削除します。ディレクトリをアップデートしている場合、リモートホスト上
にあってマスターディレクトリにはないファイルを削除します。これは、まったく等しいディレ
クトリのコピーを保守するのに役立ちます。

−h シンボリックリンクに従います。リンクそのものではなく、リンクが指しているファイルをコ
ピーします。

−i 決定できないリンクを無視します。 rdist は通常、転送中のファイルのリンク構造を保守しよ
うとし、すべてのリンクを見つけることができないとユーザーに警告を出します。

−v ファイルがすべてのホスト上で最新の状態であることを確認します。最新の状態でないファイル
は表示されますが、ファイルの変更やメールの送信は行われません。

−w 全体モード。ファイル名全体を、あて先ディレクトリ名に追加します。ファイルの名称変更で
は、通常、名前の最後の構成要素だけが使用されます。このオプションはディレクトリ構造を平
らにせずに、コピーしているファイルのディレクトリ構造を保持します。例えば、 (dir1/f1

dir2/f2) のようなファイルのリストを dir3 に名称変更すると、 dir3/f1 と dir3/f2 で
はなく、 dir3/dir1/f1 と dir3/dir2/f2 というファイルが作成されます。

−y マスターより新しいファイルを保持するモード。ファイルは通常、 mtime と size (stat(2) を参
照)が一致しない場合にアップデートされます。 −y オプションを指定すると、 rdist はマス
ターコピーより新しいファイルをアップデートしません。これを使用すると、他のホスト上の新
しいコピーが書き換えられるのを防ぐことができます。マスターコピーより新しいファイルにつ
いては、警告メッセージがプリントされます。

−b バイナリ比較。バイナリ比較を実行し、日付とサイズを比較するのでなく内容に相違があった場
合にファイルをアップデートします。

−M 有効な他のフォーマットの比較に加えて、モード、所有権、グループが同じかどうかを検査しま
す。このオプションはファイルを置き換えますが、ディレクトリの問題を訂正して警告メッセー
ジをプリントするだけになります。

rdist が使用する distfile には、コピーするファイル、あて先ホスト、アップデートの実行に必要な操作を指
定する一連のエントリーが入っています。各エントリーは、次のいずれかのフォーマットになります。
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variable_name = name_list

[label:] source_list −> destination_list command_list

[label:] source_list :: time_stamp_file command_list

最初のフォーマットは、変数定義に使用します。 2番目のフォーマットは、別のホストにファイルを配布する
場合に使用します。 3番目のフォーマットは、一定の日付以後に変更されたローカルホスト上のファイルのリ
ストを作成する場合に使用します (例を参照してください)。

variable_name

変数の名前を指定します。

name_list

タブ、スペース、あるいはその両方で区切って全体をかっこで囲んだ、名前のリスト(ホストのリス
トやファイルのリストなど)。

source_list

配布のマスターコピーとして使用する、ローカルホスト上のファイル、ディレクトリ、あるいはそ
の両方のリストを指定します。 source_list 内の各ファイルは、ファイルがアップデート中のホス
ト上で最新の状態でない場合(2番目のフォーマット)、またはファイルがタイムスタンプ ファイル
よりも新しい場合(3番目のフォーマット)、変更用のリストに追加されます。 source_list には、単
一の名前、または間をタブ、スペース、あるいはその両方で区切って全体をかっこで囲んだ複数の
名前を入れることができます。

destination_list

これらのファイルをコピーするあて先ホストのリスト。 destination_list には、単一の名前、また
は間をタブ、スペース、あるいはその両方で区切って全体をかっこで囲んだ複数の名前を入れるこ
とができます。 destination_list のホスト名は、 login@host の形式で指定することもできます。た
とえば、 root@arpa の場合は、ホスト arpa に配布されるファイルの所有者は root ユーザー
になります。

time_stamp_file

日付を指定し、その日付以降に変更されたローカルホスト上のファイルのリストを生成します。

label: ラベルはオプションです。ラベルは、部分的アップデートに使用するコマンドを識別するために使
用します。

command_list

実行するコマンドのリストを指定します。

コマンドリストは、次のフォーマットの0個以上のコマンドで構成します。

install [ options ] opt_dest_name;

notify name_list;

except name_list;

except_pat pattern_list;
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special name_list string;

install コマンドは、古くなったファイル、ディレクトリ、あるいはその両方をコピーするのに
使用します。各ソースファイルが、あて先リストに入っている各ホストにコピーされます。ディレ
クトリは同じ方法で繰り返しコピーされます。 opt_dest_name は、ファイルの名称変更のためのオ
プションパラメータです。コマンドリストに install コマンドがない場合、またはあて先名を指
定しない場合には、 source_list が使用されます。パス名に入っているディレクトリがリモートホ
ストに存在しないと、それらは作成されます。事故を避けるために、ターゲットにある空でない
ディレクトリは通常のファイルまたはシンボリックリンクによって置き換えられることはありませ
ん。ただし -R オプションを指定すると、空でないディレクトリで、対応するファイル名がマス
ターホスト上にまったく入っていないものは、削除されるようになります。 options は -b, -h, -i,

-v, -w, -y, -M, -R のいずれかで、指定した source_list の中のファイルにのみ適用されることを除
いて、コマンド行のオプションと同じ意味をもちます。あて先ホストで使用されるログイン名は、
あて先名が"login@host"の形式になっている場合を除き、ローカルホストで使用されるものと同じ
です。

notify コマンドを使用すると、アップデートされたファイル(およびエラーが発生した場合には
それらのエラー)のリストを、 name_list 内にリストされた名前にメールすることができます。名
前に @ がないと、あて先ホストが名前の末尾に追加されます。 (例、name1@host, name2@host,

...)。

except コマンドを使用すると、 name_list にリストされているファイルを 除いて、ソースリス
ト内のすべてのファイルをアップデートすることができます。これは通常、一部のファイルを除く
ディレクトリの全体をコピーしたい場合に使用します。

except_pat コマンドは except コマンドに類似していますが、 pattern_list が正規表現のリス
トである点だけが異なっています(詳細については、 ed(1) を参照してください)。パターンの1つが
ファイル名の中の文字列に一致すると、そのファイルは無視されます。バックスラッシュ (\) が引
用符文字になっているため、それを正規表現の一部にするためには2つ続けて使用しなければなり
ません。変数は pattern_list の中で拡張されますが、シェルのファイルパターンマッチング文字は
拡張されません。 $ を入れるためには、バックスラッシュでエスケープする必要があります。

special コマンドを使用すると、 name_list の中のファイルがアップデートまたはインストール
された後、リモートホスト上で実行する sh(1) コマンドを使用することができます。 name_list を
省略した場合には、アップデートまたはインストールされたファイルごとにシェルコマンドが実行
されます。シェル変数 ‘FILE’ は、 string 内のコマンドの実行前に、現在のファイル名に設定され
ます。 string は二重引用符 (") で囲み、 distfile の複数の行にわたって続けることができます。
シェルへの複数のコマンドは、セミコロン (;) で区切ってください。コマンドは、アップデート中
のホストの、ユーザーのホームディレクトリで実行されます。 The special コマンドを使用する
と、例えばプログラムのアップデート後にプライベートデータベースなどを再生成することができ
ます。 $ 文字のエスケープの方法がないため、コマンド内でシェル変数を使用することはできま
せん。
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改行、タブ、空白は区切り文字としてのみ使用され、それ以外は無視されます。コメントは # で始まり、改
行で終わります。

変数リストを動的に作成する一般化された方法が、シェルによく似た引用構文を用いて提供されています。こ
の方法では、標準出力にスペースで区切られた単語のリストを生成する任意のコマンドを使用して、リストを
作成することができます(例の cat コマンドの使用法を参照してください)。

拡張する必要がある変数は、先頭に $ を置いてその後に変数名を続け、全体を中かっこで囲みます。

シェルの [, ], {, }, *, ? の各メタキャラクタは認識され、 csh(1) の場合と同様に(ローカルホスト上でのみ)

拡張されます。それらはバックスラッシュでエスケープすることができます。 ˜ 文字も csh と同様に拡張さ
れますが、ローカルホストとあて先ホスト上で別個に拡張されます。 −w オプションに ˜ で始まるファイル
名を指定すると、ホームディレクトリ以外のすべてがあて先名に追加されます。 / または ˜ で始まっていな
いファイル名は、ファイル名の残りの部分のルートディレクトリとしてあて先ユーザーのホームディレクトリ
を使用します。

診断
リモートシステムでシェルのパスに rdist の実行ファイルが存在しない場合に、rdist バージョン番号の不
一致のエラーメッセージが出ることがあります。

例
次に例を示します。

HOSTS = ( matisse root@arpa )

FILES = ( /usr/lib /usr/bin /usr/local/games

/usr/include/{*.h,{sys,rpc*,arpa}/*.h}

/usr/man/man? ‘cat ./std-files‘ )

EXLIB = ( Mail.rc aliases aliases.dir aliases.pag crontab dshrc

sendmail.cf sendmail.fc sendmail.hf sendmail.st uucp vfont )

${FILES} -> ${HOSTS}

install -R ;

except /usr/lib/${EXLIB} ;

except /usr/local/games/lib ;

special /usr/sbin/sendmail " /usr/sbin/sendmail -bz" ;

srcs:

/usr/local/src -> arpa

except_pat ( \\.o$ /SCCS\$ ) ;

IMAGEN = (ips dviimp catdvi)
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imagen:

/usr/local/${IMAGEN} -> arpa

install /usr/local/lib ;

notify ralph ;

${FILES} :: stamp.cory

notify root@cory ;

著者
rdist はカリフォルニア大学バークレー校で開発されました。

rdist は、4.3 Berkeley Software Distribution で提供されました。

ファイル
distfile 入力コマンドファイル
/tmp/rdist* アップデートリスト用一時ファイル

参照
sh(1), csh(1), stat(2)
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名称
read − 標準入力からの行の読み出し

構文
read [-r] var ...

説明
read は標準入力から1行を読み出します。行は、シェルによって処理されるときのようにフィールドに分割
されます (「参照」のシェルを参照)。第 1 フィールドは最初の変数 var に割り当てられ、第 2 フィールドは
第 2 の変数 var へ、以下同様に割り当てられます。指定した var 個のオペランドより多くのフィールドがあ
る場合、残りのフィールドおよびその間のセパレータは最後の var に割り当てられます。フィールドより多く
の var がある場合、残りの var は空の文字列に設定されます。

var オペランドによって指定される変数の設定は、現在のシェル実行環境に影響を与えます。

read への標準入力は、テキストファイルからリダイレクトできます。

read は現在のシェル実行環境に影響を与えるため、通常シェルの特殊(内蔵)コマンドとして提供されます。
したがって、サブシェルまたは以下のような別のユーティ リティ実行環境で呼び出された場合は、呼び
出し元環境のシェル変数に影響を与えません。

(read foo)

nohup read ....

find . -exec read ... ;

オプションおよび引き数
read は以下のオプションおよびコマンド行の引き数を認識します。

-r バックスラッシュ文字を特別扱いしません。バックスラッシュは入力行の一部である
と考えます。

var 既存または存在しないシェル変数名

多言語化対応
環境変数

IFS は、フィールドを区切るのに使用される内部フィールドセパレータを決定します。

戻り値
read は以下の値のいずれかで終了します。

0 正常終了

>0 ファイルの終わりが検出されたか、またはエラーが発生しました。

例
各行の第1フィールドを行の終端へ移動し、ファイルをプリントします。

while read -r xx yy
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do

printf "%s %s \n" "$yy" "$xx"

done < input_file

参照
csh(1), ksh(1), sh-posix(1), sh(1)

標準準拠
read: SVID2, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2 FIPS
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名称
readmail − 受信メールボックスやメールフォルダからのメールの読み取り

構文
readmail [-ahnp] [-f folder] [number-list pattern]

説明
readmail は、受信メールボックスや指定したメイルフォルダからメイルを表示します。

引き数を指定せず、また必要に応じて −h や −n オプションを指定した形で、 readmail は elm メールシ
ステム中で( elm(1) 参照) 現在のメッセージの本体や適切なヘッダーを表示します。

オプションを指定せず、 number-list を引き数として指定すると、 readmail は対応するメッセージとヘッ
ダーの要約を受信メールボックスより表示します。

オプションを指定せず、 pattern を引き数として指定すると、 readmail はパターンに一致した最初のメッ
セージとヘッダーの要約を受信メールボックスより表示します。

オプション
readmail は次のオプションをサポートしています。

−a pattern に一致するすべてのメッセージを表示します。パターンが指定されないとこ
のオプションは無視されます。

-f folder 指定したファイル folder を受信メールボックスの代わりに使います。

-h 該当するメッセージのテキストを表示する際に、各メッセージに応じた全ヘッダーを
入れます (デフォルトは From: Date: および Subject: の行だけが表示されま
す)。

-n ヘッダーをすべて除きます。

-p 各メッセージヘッダーの間に改ページ (Ctrl-L) を入れます。これは、複数のメッセー
ジをプリントする場合に利用できます。

引き数
readmail 次の引き数をサポートしています。

number-list メールファイル内でのメッセージの位置 (メッセージ番号)のリスト。リストは空白で
区切り、一度に 25 件まで指定できます。 $ 文字は、メールファイル内の最後のメッ
セージとみなされます。同様に、 * は、ファイル内のすべてのメッセージを表しま
す。 (すなわち、 1 2 3 ... $)

メッセージ番号は昇順に並べ替えられます。つまり、 1 3 2 は 1 2 3 と同じ結果
になります。

pattern メッセージに現れる文字列。パターンのワードが実際のメッセージ中で、スペース1

文字で区切られている場合は、このパターンを直接タイプ (引用符なしに) すること
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ができます。パターンマッチングでは、大文字/小文字が区別されるので、 Hello と
hello は、別の文字列と解釈されます。パターンの最初を数字で始めることはでき
ません。が、パターン全体を引用符で囲み先頭にスペースを追加すれば可能です。例
えば、 " 1st item of business"

例
elm メールシステム内で、 vi を使ってメッセージの返事を作成する場合に、次のコマンドで現在のメッ
セージテキストを読み込めます。

:r !readmail

次の様なエイリアスを定義します。

alias rd=’readmail $ | page’ (K orn または POSIX シェル)

alias rd ’readmail $ | page’ (C シェル)

この方法を newmail と一緒に使用することにより、メールが到着した時点で、メールシステムを起動しなく
ても、その内容を読むことができます (newmail(1) 参照)。

著者
readmail は、 HP によって開発されました。

ファイル
/usr/mail/loginname 受信メールボックス
$HOME/.elm/readmail elm 用のテンポラリファイル

参照
elm(1), newmail(1), vi(1)
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名称
remsh, rexec − リモートシェルからの実行

構文
remsh host [-l username ] [-n] command

host [-l username ] [-n] command

rexec host [-l username ] [-n] command

Kerberos V5 ネットワーク認証環境の場合
remsh host [-l username ] [-f|-F] [-k realm ] [-P] [-n] command

host [-l username ] [-f|-F] [-k realm ] [-P] [-n] command

説明
remsh は、指定した host に接続し、指定した command を実行します。ホスト名は、正式名か、または
gethostbyname() (gethostent(3N) および hosts(4) を参照 )によって理解されるエイリアスのどちらかで
す。remsh は、その標準入力 (stdin) をリモートコマンドに、リモートコマンドの標準出力をその標準出力
(stdout) に、リモートコマンドの標準エラーをその標準エラー (stderr) にコピーします。ハングアップ、
割込み、停止、終了、およびブロークンパイプシグナルはリモートコマンドに伝播されます。リモートコマン
ドの stdout および stderr に対応するソケットがクローズされると、remsh は終了します。これは、リ
モートコマンドが終了すると、remsh が正常終了することを意味します (remshd(1M) を参照)。

デフォルトでは、remsh は、指定した command を実行する際に以下のパスを使用します。

/usr/bin:/usr/ccs/bin:/usr/bin/X11:/usr/contrib/bin:/usr/local/bin

remsh は、-c オプションでデフォルトリモートログインシェルを使用して、リモートコマンドを実行しま
す。デフォルトリモートシェルが csh ならば、cshはコマンドの前にリモート .cshrc ファイルを処理しま
す。remsh を使用して (vi などの) ターミナルインタフェースを必要とするコマンド、または (more など
の) 標準エラーを読み込むコマンドを実行することはできません。このような場合には、rlogin または
telnet (rlogin(1) および telnet(1) を参照) を代わりに使用してください。

-l オプションで異なるリモート名を指定しない限り、使用されるリモートアカウント名はローカルアカウン
ト名と同じです。このリモートアカウント名は発信側アカウントと同じでなければなりません。それに加え
て、リモートホストのアカウント名は、リモートホストが Kerberos V5 ネットワーク認証 (すなわちセキュア
な環境) で動作しているかどうかによって異なる他の規則にも適合させる必要があります。

セキュアでない、つまり旧式の環境では、リモートアカウント名は発信側アカウントと同じでなければなりま
せん。コマンドでパスワードを指定する準備は行われません。equivalent ホストおよびそれらを指定する方法
に関する詳細については、hosts.equiv(4) を参照してください。リモートホスト上の remshd によって検査さ
れるファイルは、/etc/hosts.equiv および $HOME/.rhosts です (remshd(1M) を参照)。

Kerberos V5 ネットワーク認証環境の場合、リモートアカウント名が適切な認可に対して確認される前に、
ローカルホストを正常に認証する必要があります。認可機構は、リモートホスト上で remshd を実行するの
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に使用したコマンド行オプション (すなわち -K、-R、-r、または -k) に依存します。Kerberos 方式の認証
と認可についての詳細は、インターネットの安全性サービスに関する sis(5) マンページと remshd(1M) マン
ページを参照してください。

Kerberos 方式の認証と認可が適用されても、Kerberos 機構は command またはその応答に適用 されません
。ローカルホストとリモートホストの間で転送されるすべての情報は、ネットワーク間ではまだクリアテキス
トで送られます。

アプリケーション用のデフォルトの Kerberos オプションは、krb5.conf 構成ファイル内で設定します。詳
細は、krb5.conf (4) マンページの appdefaults セクションを参照してください。次のパラグラフで説明するオ
プション -f および -F は、それぞれタグ名 forward および forwardable を使用して krb5.conf ファ
イル内に設定することができます。appdefaults セクションについての詳細は、krb5.conf(4) マンページを参
照してください。

fallback オプションは、krb5.conf ファイルの appdefaults セクションで設定できます。fallback が
true に設定されており、kerberos 認証が失敗した場合、remsh は非セキュアモードの認証を使用します。

注記: コマンド行オプションは、構成ファイルのオプションを上書きします。

セキュアな環境、つまり Kerberos V5 に基づく環境では、次のコマンド行オプションが使用できます。

-f リモートシステムへチケットを入手する TGT (Ticket Granting Ticket) を転送します。
TGT は、そのリモートシステムからは転送できません。

-F リモートシステムに TGT を転送し、他のリモートシステムへ転送可能にします。-f オ
プションと -F オプションは同時に指定できません。

−k realm 構成ファイル krb.realms で指定されたリモートホストのデフォルト領域 (realm) の
代わりに、指定された realm 内のリモートホストからチケットを入手します。

-P Kerberos 認証を使用不能にします。

command を指定しなければ、単一のコマンドを実行する代わりに、rlogin (rlogin(1) を参照)を使ってリ
モートホストにログインされます。コマンド行にタイプされる rlogin オプションはすべて rlogin に送ら
れます。command を指定せずに -P オプションを指定すると、rlogin は Kerberos 認証 (セキュアなアク
セス) が必要ないことを示す -P オプションで実行されます。これは、パスワードが要求されるとパスワード
をクリアテキストで送ることを意味します。command を指定すると、rlogin 固有のオプションは remsh

によって無視されます。

remsh ではリモートコマンドが入力を必要とするかどうかを決定できないため、デフォルトでは、remsh は
その標準入力を読み込み、それをリモートコマンドに送信します。-n オプションは標準入力を /dev/null

から remsh にリダイレクトします。このオプションは、remsh コマンドを含むシェルスクリプトを実行す
る際に便利です。そうしないと、remshは、remsh以外を対象とした入力を使用する場合があるためです。
remsh コマンドを内容とするシェルスクリプトを実行する際にこれは便利です。-n オプションは、ジョブ
制御シェル、/usr/bin/csh または /usr/bin/ksh からバックグラウンドで remsh を実行する際にも有
用です。そうでなければ、remsh は停止し、リモートコマンドのターミナルキーボードからの入力を待ちま
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す。ジョブがバックグラウンドで実行されると、/usr/bin/sh は、/dev/null からその入力を自動的にリ
ダイレクトします。

リモートホストのホスト名は、ディレクトリ /usr/hosts で (remsh にリンクされた) コマンドとすること
もできます。このディレクトリを $PATH 環境変数で指定する場合、remsh を省略することができます。た
とえば、remotehost がリモートホストの名前ならば、/usr/hosts/remotehost は remsh にリンクさ
れ、/usr/hosts が検索パスにある場合は、コマンド

remotehost command

は remotehost で command を実行し、コマンド

remotehost

は

rlogin remotehost

と等価です。

rexec コマンドは、remsh と同様に機能します。ただし、rexec() ライブラリルーチンおよびコマンド実
行の rexecd (rexec(3N) および rexecd(1M) を参照)を使用する点および Kerberos 認証をサポートしていな
い点は除きます。rexec は、認証のために hosts.equiv を使用する代わりに、コマンドを実行する前にパ
スワードの入力を求めます。これは、リモートアカウントのパスワードはわかっているが、remsh の十分な
パーミッションがない場合に使用してください。

例
引用されないシェルメタキャラクタはローカルホストで解釈され、引用されるメタキャラクタはリモートホス
トで解釈されます。したがって、コマンド行

remsh otherhost cat remotefile >> localfile

は、リモートファイル remotefile をローカルファイル localfile に追加し、コマンド行

remsh otherhost cat remotefile ">>" otherremotefile

は、remotefile をリモートファイル otherremotefile に追加します。

リモートシェルが /usr/bin/sh ならば、以下のコマンド行はリモートコマンドを実行する前に、リモート
コマンドの環境をセットアップします。

remsh otherhost . .profile 2>&- \; command

2>&- は、stdin および stdout がターミナルではないときに、.profile を実行することによって、生成さ
れたエラーメッセージを廃棄します。

以下のコマンド行は、ローカルシステム上のバックグラウンドで remsh を実行し、リモートコマンドの出力
がユーザー側のターミナルに非同期的に送られます。
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remsh otherhost -n command &

バックグラウンド remsh は、リモートコマンドが終了すると終了します。

以下のコマンド行により、remsh は、リモートコマンドが終了するのを待たずに即座に戻ります。

remsh otherhost -n "command 1>&- 2>&- &"

(remshd(1M) および sh(1) を参照) リモートシステム上のログインシェルが csh ならば、代わりに以下の形式
を使用します。

remsh otherhost -n "sh -c \"command 1>&- 2>&- &\""

戻り値
remsh が、２次ソケット接続をセットアップできない場合は 2 を戻します。その他の方法で失敗した場合は
1 を戻します。remshd との接続のセットアップが完全に成功した場合は、リモートコマンドが終了すると 0

を戻します。remsh の戻り値は、リモートコマンドの戻り値とは関係がないことに注意してください。

診断
下記のエラーのほかに、ライブラリ関数 rcmd() および rresvport() によっても、エラーが生成されるこ
とがあります。IPv6 システムの場合、ライブラリ関数 rcmd() と rresvport() は、rcmd_af() と
rresvport_af() に置き換えられており、これらの関数からエラーが生成されることがあります (rcmd(3N)

と rcmd_af (3N) を参照)。これらのエラーの前には、エラーを生成したライブラリ関数の名前が付いていま
す。remsh は以下の診断メッセージを表示する可能性があります。

Error! could not retrieve authentication type.

Please notify sys admin.

remsh には、認証機構が２つあります。１つは、Kerberosに基づいていますが、もう１つ
は、Kerberosには基づいていません。認証機構のタイプは inetsvcs_sec によって更新さ
れるシステムファイルから得られます (inetsvcs_sec(1M) 参照)。システムファイルに既知の認
証タイプがない場合に、上記のエラーが表示されます。

rlogin: ...

rlogin を実行する際のエラー (rlogin は、ユーザーが実行するコマンドを指定しないとき
に実行されます)。この後に、実行が異常終了した原因を指定するエラーメッセージが続きま
す。

shell/tcp: Unknown service

「シェル」サービス指定が /etc/services ファイルにありません。

Can’t establish stderr

remsh は stderr の２次ソケット接続を行うことができません。

<system call>: ...

システムコールを実行する際のエラー。異常終了の原因を指定するメッセージがこのエラーに
追加されます。
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There is no entry for you (user ID uid) in /etc/passwd

パスワードファイルにおけるエントリーが誤って削除されていないかを調べるために、システ
ム管理者に確認してください。

Kerberos 固有のエラーは、sis(5) にリストされています。

警告
保護のために、たとえ空であっても、/etc/hosts.equiv および .rhosts ファイルを作成してください。
このファイルは所有者のみが読み書き可能でなければなりません。要求されたパスワードを含む情報はすべ
て、２台のホストの間で暗号化されずにやり取りされることにも注意してください。

remsh は対話型コマンドで実行されると、ハングします。

制約
remsh は BSD システム上の rsh と同じ機能です。既存のSystem Vコマンド rsh (制限シェル) との競合
のために、名前が変更されました。

著者
remsh はカリフォルニア大学バークレイ校で開発されました。

ファイル
/usr/hosts/* ホスト名でのみ呼び出されたコマンドのバージョン用

参照
rlogin(1), remshd(1M), rexecd(1M), inetsvcs_sec(1M), gethostent(3N), rcmd(3N), rcmd_af(3N), rexec(3N),

hosts(4), hosts.equiv(4), krb5.conf(4)
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名称
rev − ファイルの行の逆順出力

構文
rev [ file ] ...

説明
rev は標準出力に指定ファイルをコピーし、各行で文字の順序を逆にします。ファイルを指定しないと、標準
入力がコピーされます。

多言語化対応
環境変数

LC_CTYPE は、テキストをシングルバイト文字として解釈するかマルチバイト文字として解釈するかを決定し
ます。

LC_CTYPE が環境で指定されていないか、または空の文字列に設定されていると、それぞれ未指定または空の
変数のデフォルトとして LANG の値が使用されます。 LANG が指定されなかったり、または空の文字列に設
定されると、 LANG の代わりにデフォルト "C"( lang(5) を参照) が使用されます。多言語対応変数の内容が無
効な設定である場合、 rev は、多言語対応変数がすべて"C"に設定されたものとして動作します。 environ(5)

を参照してください。

サポートされるコードセット
シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。
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名称
remsh、rexec − リモートシェルからの実行

構文
remsh host [-l username ] [-n] command

host [-l username ] [-n] command

rexec host [-l username ] [-n] command

Kerberos V5 ネットワーク認証環境の場合
remsh host [-l username ] [-f|-F] [-k realm ] [-P] [-n] command

host [-l username ] [-f|-F] [-k realm ] [-P] [-n] command

説明
remsh は、指定した host に接続し、指定した command を実行します。ホスト名は、正式名か、または
gethostbyname() (gethostent(3N) および hosts(4) を参照 )によって理解されるエイリアスのどちらかで
す。 remsh は、その標準入力 (stdin) をリモートコマンドに、リモートコマンドの標準出力をその標準出力
(stdout) に、リモートコマンドの標準エラーをその標準エラー (stderr) にコピーします。ハングアップ、
割込み、停止、終了、およびブロークンパイプシグナルはリモートコマンドに伝播されます。リモートコマン
ドの stdout および stderr に対応するソケットがクローズされると、 remsh は終了します。これは、リ
モートコマンドが終了すると、 remsh が正常終了することを意味します (remshd(1M) を参照)。

デフォルトでは、 remsh は、指定した command を実行する際に以下のパスを使用します。

/usr/bin:/usr/ccs/bin:/usr/bin/X11:/usr/contrib/bin:/usr/local/bin

remsh は、 -c オプションでデフォルトリモートログインシェルを使用して、リモートコマンドを実行しま
す。デフォルトリモートシェルが csh ならば、cshはコマンドの前にリモート .cshrc ファイルを処理しま
す。 remsh を使用して (vi などの) ターミナルインタフェースを必要とするコマンド、または (more など
の) 標準エラーを読み込むコマンドを実行することはできません。このような場合には、 rlogin または
telnet (rlogin(1) および telnet(1) を参照) を代わりに使用してください。

-l オプションで異なるリモート名を指定しない限り、使用されるリモートアカウント名はローカルアカウン
ト名と同じです。このリモートアカウント名は発信側アカウントと同じでなければなりません。それに加え
て、リモートホストのアカウント名は、リモートホストが Kerberos V5 ネットワーク認証 (すなわちセキュア
な環境) で動作しているかどうかによって異なる他の規則にも適合させる必要があります。

セキュアでない、つまり旧式の環境では、リモートアカウント名は発信側アカウントと同じでなければなりま
せん。コマンドでパスワードを指定する準備は行われません。 equivalent ホストおよびそれらを指定する方法
に関する詳細については、 hosts.equiv(4) を参照してください。リモートホスト上の remshd によって検査さ
れるファイルは、 /etc/hosts.equiv および $HOME/.rhosts です (remshd(1M) を参照)。

Kerberos V5 ネットワーク認証環境の場合、リモートアカウント名が適切な認可に対して確認される前に、
ローカルホストを正常に認証する必要があります。認可機構は、リモートホスト上で remshd を実行するの
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に使用したコマンド行オプション (すなわち -K、-R、-r、または -k) に依存します。 Kerberos 方式の認証
と認可についての詳細は、インターネットの安全性サービスに関する sis(5) マンページと remshd(1M) マン
ページを参照してください。

Kerberos 方式の認証と認可が適用されても、Kerberos 機構は command またはその応答に適用 されません
。ローカルホストとリモートホストの間で転送されるすべての情報は、ネットワーク間ではまだクリアテキス
トで送られます。

セキュアな環境、つまり Kerberos V5 に基づく環境では、次のコマンド行オプションが使用できます。

-f リモートシステムへチケットを入手する TGT (Ticket Granting Ticket) を転送します。
TGT は、そのリモートシステムからは転送できません。

-F リモートシステムに TGT を転送し、他のリモートシステムへ転送可能にします。 -f

オプションと -F オプションは同時に指定できません。

−k realm 構成ファイル krb.realms で指定されたリモートホストのデフォルト領域 (realm) の
代わりに、指定された realm 内のリモートホストからチケットを入手します。

-P Kerberos 認証を使用不能にします。

注記: Kerberos の認証と認可の機構、および上記の Kerberos 固有オプションは、 IPv6 が有効なシステムで
はサポートされていません。

command を指定しなければ、単一のコマンドを実行する代わりに、 rlogin (rlogin(1) を参照)を使ってリ
モートホストにログインされます。コマンド行にタイプされる rlogin オプションはすべて rlogin に送ら
れます。 command を指定せずに -P オプションを指定すると、 rlogin は Kerberos 認証 (セキュアなア
クセス) が必要ないことを示す -P オプションで実行されます。これは、パスワードが要求されるとパスワー
ドをクリアテキストで送ることを意味します。 command を指定すると、 rlogin 固有のオプションは
remsh によって無視されます。

remsh ではリモートコマンドが入力を必要とするかどうかを決定できないため、デフォルトでは、 remsh

はその標準入力を読み込み、それをリモートコマンドに送信します。 -n オプションは標準入力を
/dev/null から remsh にリダイレクトします。このオプションは、 remsh コマンドを含むシェルスクリ
プトを実行する際に便利です。そうしないと、remshは、 remsh以外を対象とした入力を使用する場合がある
ためです。 remsh コマンドを内容とするシェルスクリプトを実行する際にこれは便利です。 -n オプション
は、ジョブ制御シェル、 /usr/bin/csh または /usr/bin/ksh からバックグラウンドで remsh を実行す
る際にも有用です。そうでなければ、 remsh は停止し、リモートコマンドのターミナルキーボードからの入
力を待ちます。ジョブがバックグラウンドで実行されると、 /usr/bin/sh は、 /dev/null からその入力
を自動的にリダイレクトします。

リモートホストのホスト名は、ディレクトリ /usr/hosts で (remsh にリンクされた) コマンドとすること
もできます。このディレクトリを $PATH 環境変数で指定する場合、 remsh を省略することができます。た
とえば、 remotehost がリモートホストの名前ならば、 /usr/hosts/remotehost は remsh にリンク
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され、 /usr/hosts が検索パスにある場合は、コマンド

remotehost command

は remotehost で command を実行し、コマンド

remotehost

は

rlogin remotehost と等価です。

rexec コマンドは、 remsh と同様に機能します。ただし、 rexec() ライブラリルーチンおよびコマンド
実行の rexecd (rexec(3N) および rexecd(1M) を参照)を使用する点および Kerberos 認証をサポートしてい
ない点は除きます。 rexec は、認証のために hosts.equiv を使用する代わりに、コマンドを実行する前
にパスワードの入力を求めます。これは、リモートアカウントのパスワードはわかっているが、 remsh の十
分なパーミッションがない場合に使用してください。

例
引用されないシェルメタキャラクタはローカルホストで解釈され、引用されるメタキャラクタはリモートホス
トで解釈されます。したがって、コマンド行

remsh otherhost cat remotefile >> localfile

は、リモートファイル remotefile をローカルファイル localfile に追加し、コマンド行

remsh otherhost cat remotefile ">>" otherremotefile

は、 remotefile をリモートファイル otherremotefile に追加します。

リモートシェルが /usr/bin/sh ならば、以下のコマンド行はリモートコマンドを実行する前に、リモート
コマンドの環境をセットアップします。

remsh otherhost . .profile 2>&- \; command

2>&- は、 stdin および stdout がターミナルではないときに、 .profile を実行することによって、生成さ
れたエラーメッセージを廃棄します。

以下のコマンド行は、ローカルシステム上のバックグラウンドで remsh を実行し、リモートコマンドの出力
がユーザー側のターミナルに非同期的に送られます。

remsh otherhost -n command &

バックグラウンド remsh は、リモートコマンドが終了すると終了します。

以下のコマンド行により、 remsh は、リモートコマンドが終了するのを待たずに即座に戻ります。

remsh otherhost -n "command 1>&- 2>&- &"

(remshd(1M) および sh(1) を参照) リモートシステム上のログインシェルが csh ならば、代わりに以下の形式
を使用します。
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remsh otherhost -n "sh -c \"command 1>&- 2>&- &\""

戻り値
remsh が、2次ソケット接続をセットアップできない場合は2を戻します。その他の方法で失敗した場合は1

を戻します。 remshd との接続のセットアップが完全に成功した場合は、リモートコマンドが終了すると0を
戻します。 remsh の戻り値は、リモートコマンドの戻り値とは関係がないことに注意してください。

診断
下記のエラーのほかに、ライブラリ関数 rcmd() および rresvport() によっても、エラーが生成されるこ
とがあります。 IPv6 システムの場合、ライブラリ関数 rcmd() と rresvport() は、 rcmd_af() と
rresvport_af() に置き換えられており、これらの関数からエラーが生成されることがあります (rcmd(3N)

と rcmd_af (3N) を参照)。これらのエラーの前には、エラーを生成したライブラリ関数の名前が付いていま
す。 remsh は以下の診断メッセージを作成することができます。

Error! could not retrieve authentication type.

Please notify sys admin.

remsh には、認証機構が2つあります。 1つは、Kerberosに基づいていますが、もう1つは、
Kerberosには基づいていません。認証機構のタイプは inetsvcs_sec によって更新される
システムファイルから得られます (inetsvcs_sec(1M) 参照)。システムファイルに既知の認証タ
イプがない場合に、上記のエラーが表示されます。

rlogin: ...

rlogin を実行する際のエラー (rlogin は、ユーザーが実行するコマンドを指定しないとき
に実行されます)。この後に、実行が異常終了した原因を指定するエラーメッセージが続きま
す。

shell/tcp: Unknown service

「シェル」サービス指定が /etc/services ファイルにありません。

Can’t establish stderr

remsh は stderr の2次ソケット接続を行うことができません。

<system call>: ...

システムコールを実行する際のエラー。異常終了の原因を指定するメッセージがこのエラーに
追加されます。

There is no entry for you (user ID uid) in /etc/passwd

パスワードファイルにおけるエントリーが誤って削除されていないかを調べるために、システ
ム管理者に確認してください。

Kerberos 固有のエラーは、 sis(5) にリストされています。

警告
保護のために、たとえ空であっても、 /etc/hosts.equiv および .rhosts ファイルを作成してくださ
い。このファイルは所有者のみが読み書き可能でなければなりません。要求されたパスワードを含む情報はす
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べて、 2台のホストの間で暗号化されずにやり取りされることにも注意してください。

remsh は対話型コマンドで実行されると、ハングします。

制約
remsh は BSD システム上の rsh と同じ機能です。既存のSystem Vコマンド rsh (制限シェル) との競合
のために、名前が変更されました。

著者
remsh はカリフォルニア大学バークレイ校で開発されました。

ファイル
/usr/hosts/* ホスト名でのみ呼び出されたコマンドのバージョン用

参照
rlogin(1)、 remshd(1M)、 rexecd(1M)、 inetsvcs_sec(1M)、 gethostent(3N)、 rcmd(3N)、 rcmd_af(3N)、
rexec(3N)、 hosts.equiv(4)、 hosts(4)
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名称
rlog − ログメッセージおよびRCSファイルに関するその他の情報のプリント

構文
rlog [ options ] file ...

説明
rlog は RCS ファイルに関する情報をプリントします。 ,v で終わるファイルは RCS ファイルです。その他
はすべてワークファイルです。ワークファイルを与えると、 rlog はこれに対応する RCS ファイルを最初に
ディレクトリ ./RCS で、次に rcsintro(5) に解説があるように現在のディレクトリで探そうとします。

rlog は、各 RCS ファイルの以下の情報をプリントします。 RCS ファイル名、ワークファイル名、ヘッド(つ
まり、幹上の最近のリビジョンの数)、アクセスリスト、ロック、シンボリック名、サフィックス、リビジョン
の合計数、プリント用に選択されたリビジョンの数、および説明文。この後に、分岐ごとに逆の年代順に選択
されたリビジョンのエントリーがきます。リビジョンごとに、 rlog は、リビジョン番号、著者、日時、状
態、(前のリビジョンに関して)追加/削除が行われた行の数、リビジョン(あれば)のロッカー、およびログメッ
セージをプリントします。オプションがなければ、 rlog は全情報をプリントします。以下のオプションがこ
の出力を制限します。

オプション
rlog が認識するオプションは以下のとおりです。

-ddates 日時のチェックがセミコロンで区切られた、 dates のリストによって与えられた範囲
内にあるリビジョンに関する情報をプリントします。形式 d1<d2 または d2>d1 の範
囲は、 d1 と d2 (含む)の間に置かれたリビジョンを選択します。形式 <d または d>

の範囲は、日付が d 以前のリビジョンをすべて選択します。形式 d< または >d の
範囲は、日付が d 以降のリビジョンをすべて選択します。形式 d の範囲は、日付が
d 以前の最新リビジョンを1つ選択します。日時文字列 d, d1, および d2 は co(1) で
解説されるフォーマットです。引用符で囲むことは、通常必要とされますが、 < お
よび > の場合は特に必要とされます。セパレータはセミコロンであることに注意し
てください。

-h RCS ファイル名、ワークファイル名、ヘッド、アクセスリスト、ロック、シンボリッ
ク名、およびサフィックスのみをプリントします。

-l[ lockers ] ロックされたリビジョンに関する情報をプリントします。ログイン名のコンマで区
切ったリスト lockers を与えると、与えられたログイン名によってロックされたリビ
ジョンのみがプリントされます。リストを省略すると、ロックされたリビジョンがす
べてプリントされます。

-L ロックを設定していない RCS ファイルを無視します。 -R, -h, または -l と併用す
ると便利です。
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-rrevisions リビジョンおよび範囲のコンマで区切ったリスト revisions が与えるリビジョンに関
する情報をプリントします。範囲 rev1-rev2 は、同じ分岐のリビジョン rev1 から
rev2 を意味し、 -rev は、分岐の先頭から rev までのリビジョンを意味し、 rev は、
rev から始まり rev を含む分岐のヘッドまでのリビジョンを意味します。引き数が分
岐である場合、その分岐上すべてのリビジョンを意味します。分岐の範囲は、その範
囲内の分岐上のリビジョンをすべて意味します。

-R RCS ファイルの名前のみをプリントします。これは、ワークファイル名を RCS ファ
イル名に変換するのに便利です。

-sstates 状態属性がコンマで区切ったリスト states が与える状態の1つに一致するリビジョン
に関する情報をプリントします。

-t -h と同じ内容および説明文をプリントします。

-w[ logins ] ログイン名がコンマで区切ったリスト logins にあるユーザーがチェックインするリ
ビジョンに関する情報をプリントします。 logins を省略すると、ユーザーのログイ
ンが採用されます。

rlog は、オプション -d, -l, -s, -w, および -r で選択されるリビジョンの共通部分をプリントします。

例
ロックがある RCS という名前のサブディレクトリにある RCSファイルの名前をすべてプリントします。

rlog -L -R RCS/*,v

以下のファイルのヘッダーをプリントします。

rlog -L -h RCS/*,v

ヘッダーおよびロックされたリビジョンのログメッセージをプリントします。

rlog -L -l RCS/*,v

完全なロギング情報をプリントします。

rlog RCS/*,v

1991年 12月 25日午前 1時以降にチェックしたすべてのリビジョンのヘッダーとログメッセージをプリントし
ます。

rlog -d">12/25/92, 1:00" RCS/*,v

1992年 7月 4日午前 10時から午後 2時の間に作成されたリビジョンのヘッダーとログメッセージをプリント
します。

rlog -d"07/04/92, 10:00 > 92/07/04, 14:00" RCS/*,v
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診断
終了ステータスは常に最後に動作した RCS ファイルを参照し、操作が正常終了した場合は0、異常終了した場
合は1になります。

著者
rlog はWalter F. Tichyによって開発されました。

参照
ci(1), co(1), ident(1), rcs(1), rcsdiff(1), rcsmerge(1), rcsfile(4), rcsintro(5)
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名称
rlogin − リモートログイン

構文
rlogin rhost [−7] [−8] [−ee] [−l username]

rhost [−7] [−8] [−ee] [−l username]

Kerberos V5 ネットワーク認証環境の場合
rlogin rhost [−7] [−8] [−ee] [-f|-F] [−k realm] [−l username] [−P]

rhost [−7] [−8] [−ee] [-f|-F] [−k realm] [−l username] [−P]

説明
rlogin コマンドは、ローカルホスト上の端末をリモートホスト (rhost) に接続します。 rlogin はリモー
トシステムへの仮想ターミナルとして機能します。ホスト名 rhost には、正式なホスト名、または
/etc/hosts ファイルにリストされたエイリアスのいずれも指定できます。 hosts(4) を参照してください。

セキュアでない環境 (旧式の環境) では、 rlogin は、通常のログイン/パスワード処理を行わずに、 remsh

コマンドと同様の方法で、等価なリモートホスト( rhost) へログインを許可します (remsh(1) を参照)。等価な
ホストについて、またファイル /etc/hosts.equiv および .rhosts での等価なホストの指定方法の詳細
については、 hosts.equiv(4) を参照してください。ファイル /etc/hosts.equiv と .rhosts の検索はリ
モートホスト上で実行されます。また、 .rhosts ファイルの所有者はリモートユーザーアカウントでなけれ
ばなりません。

呼び出し側のユーザーアカウントがリモートユーザーアカウントと等価でない場合、呼び出し側のユーザー
は、リモートアカウントのパスワードを入力するように要求されます。このパスワードが正しくない場合に
は、 login の場合と同じように、ログイン名およびパスワードを入力するように要求されます (login(1) を
参照)。

Kerberos V5 ネットワーク認証環境の場合は、 rlogin で Kerberos V5 プロトコルを使用してリモートホス
トとの接続認証を取得します。認証に成功すると、ユーザーの認可を、 rlogind に対して選択されたコマン
ド行オプション (つまり、 -K、 -R、 -r、または -k) に従って行います。パスワードは必要ないのでパス
ワードのプロンプトは表示されず、パスワードが傍受される可能性のあるネットワーク間では送信されませ
ん。 Kerberos 方式の認証と認可についての情報は、インターネットの安全性サービスのマンページ sis(5) と
rlogind(1M) を参照してください。

Kerberos 方式の認証と認可が適用されても、Kerberos 機構はログインセッションには適用されません。ロー
カルホストとリモートホストの間で転送されるすべての情報は、ネットワーク間ではクリアテキストで送られ
ます。

現在の TERM 環境変数で指定されているターミナルタイプは、ネットワークを通じて伝達されて、リモートホ
スト上でユーザーの TERM 環境変数の初期値を設定する際に使用されます。端末のボーレートもリモートホス
トに伝達され、一部のシステムでは、 rlogind (rlogind(1M) を参照) が使用する擬似ターミナルを設定する
際に使用されます。
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エコーはすべてリモートサイトに表示されるので、遅延が生じることを除けば、リモートログインしているこ
とによる違いはありません。

rlogin がリモートホスト上のソケット接続からの読み取りまたはソケット接続への書き込みに失敗した場合
は常に、 Connection closed というメッセージが標準エラーに出力され、 rlogin は終了します。

オプション
rlogin は次のオプションを認識します。オプションは引き数 rhost の後に指定しなければなりません。

−7 文字サイズを7ビットにします。送信される各バイトの 8 ビット目は 0 (スペースパ
リティー) に設定されます。

−8 8ビットのデータパスを使用します。これはHP-UXのデフォルトの動作です。

8ビット文字を使用する場合は、端末の構成が、パリティーなしの8ビット文字、また
はスペースパリティー付きの7ビット文字を生成するようになっていなければなりま
せん。 HP-UXの rlogind (rlogind(1M)を参照) は、偶数、奇数、またはマークパ
リティー付きの 7ビット文字を8ビットの非USASCII文字として解釈します。リモー
トホストの構成を変更しなければならない場合もあります (stty(1) および tty(7) を参
照)。リモートホストによっては、8ビット文字に必要なサポートを提供していないも
のもあります。この場合やローカルターミナルによるパリティー生成を使用不能にで
きない場合は、 −7 オプションを使用してください。

−ee エスケープ文字を e に設定します。オプション文字と引き数文字の間にはスペースを
入れません。行の先頭をエスケープ文字で開始するには、エスケープ文字を2個入力
しなければなりません。デフォルトのエスケープ文字は、ティルド (˜) です。 ˆS、
ˆQ やバックスペースなどの文字は、ユーザーのターミナル構成と衝突する場合もあ
ります。これらの文字をエスケープ文字として使用することは、不可能だったり、リ
モートホストとの通信に支障を来したりすることがあります (stty(1) および tty(7) を
参照)。

−l username このオプションを使うと、リモートホスト上のユーザーログイン名を username にで
きます。デフォルト名は rlogin を実行するユーザーの現在のアカウント名です。

Kerberos に固有のオプション
アプリケーション用のデフォルトの Kerberos オプションは、 krb5.conf 構成ファイル内で設定します。詳
細は、 krb5.conf (4) マンページの appdefaults セクションを参照してください。次のパラグラフで説明するオ
プション -f および -F は、それぞれタグ名 forward および forwardable を使用して krb5.conf ファ
イル内に設定することができます。 appdefaults セクションについての詳細は、 krb5.conf(4) マンページを参
照してください。

fallback オプションは、 krb5.conf ファイルの appdefaults セクションで設定できます。 fallback

が true に設定されており、kerberos 認証が失敗した場合、 remsh は非セキュアモードの認証を使用しま
す。
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注記: コマンド行オプションは、構成ファイルのオプションを上書きします。

-f このオブションは、Kerberos V5 に基づくセキュアな環境でのみ適用できます。このオプショ
ンを使うと、リモートシステムへチケットを入手する TGT (Ticket Granting Ticket) を転送
できます。 TGT は、そのリモートシステムからは転送できません。

-F このオブションは、Kerberos V5 に基づくセキュアな環境でのみ適用できます。このオプショ
ンを使うと、リモートシステムに TGT を転送し、TGT を他のリモートシステムへ転送可能に
できます。 -f オプションと -F オプションは同時に指定できません。

−k realm

このオブションは、Kerberos V5 に基づくセキュアな環境でのみ適用できます。このオプショ
ンを使うと、構成ファイル krb.realms で指定されたリモートホストのデフォルト領域
(realm) の代わりに、指定された realm 内のリモートホストからチケットを入手できます。

エスケープシーケンス
rlogin は、 ex という形式の 2文字のエスケープシーケンスによって制御することができます。ここで e は
エスケープ文字、 x はコード文字です(以下の説明を参照)。エスケープシーケンスは入力行の先頭でのみ認識
されます。デフォルトのエスケープ文字は、ティルド (˜) です。これは −e オプションで変更できます。

次のエスケープシーケンスが認識されます。

ey y が以下に示すコード文字ではない場合、エスケープ文字と y を文字としてリモートホストへ
渡します。

ee リモートホストへエスケープ文字を文字として渡します。

e. リモートホストとの接続を切断します。

e! ローカルホストのサブシェルにエスケープします。リモートホストに戻るには、 exit を使
用します。

ジョブ制御をサポートするシェル (csh(1), ksh(1) および sh-posix(1) を参照) から rlogin を実行す
る場合には、エスケープシーケンスを使用して rlogin を一時停止させることができます。以下のエ
スケープシーケンスは、 ˆZ がユーザーの susp、 ˆY がユーザーの dsusp 文字を表すと仮定して
います (stty(1) および termio(7) を参照)。

eˆZ エスケープシーケンスの eˆZ で始まる行を入力すると、 rlogin セッションが一時停止し
て、 rlogin を起動したシェルに戻ります。 rlogin ジョブを再開するには、 fg コマン
ドを使用します (csh(1), ksh(1), および sh-posix(1) を参照)。 eˆZ は、両方の rlogin プロ
セスを一時停止させます。一方は、ユーザーによる入力をリモートログインに送るプロセス、
もう一方はリモートログインからの出力を表示するプロセスです。

eˆY エスケープシーケンスの eˆY で始まる行を入力すると、 rlogin セッションが一時停止し
て、 rlogin を起動したシェルに戻ります。 rlogin ジョブを再開するには、 fg コマン
ドを使用します (csh(1), ksh(1), および sh-posix(1) を参照)。 eˆY は、入力プロセスを一時停
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止させるだけで、リモートログインからの出力はそのまま続行されます。

一意のエスケープ文字を設定せずに、リモートログインを「デイジーチェーン状」に続ける場合 (たとえば、
ホストA からホストB に rlogin した後、ホストB からホストC へ rlogin する場合)は、選択したあて先
に届くまでエスケープ文字を反復します。たとえば、ホストA では最初のエスケープ文字 e がエスケープ文字
とみなされます。 2番目の e はホストA では通常の文字として渡され、ホストB ではエスケープ文字とみなさ
れます。 3番目の e はホストA とホストB では通常の文字として渡され、ホストC では通常の文字とみなされ
ます。

コマンドとしてのリモートホスト名
システム管理者は、リモートホスト (rhost) へのアクセスをより簡単にすることができます。それには、
remsh を /usr/hosts/rhost にリンクします。すると、リモートホスト名 (rhost) をコマンドとして使用で
きるようになります (remsh(1) を参照 )。たとえば、 remotehost がリモートホストの名称で、
/usr/hosts/remotehost が remsh にリンクされており、さらに検索パスに /usr/hosts が含まれてい
る場合には、次の2つのコマンドは等価です。

remotehost

rlogin remotehost

戻り値
rlogin は、リモートホストとの接続が完了しないうちにエラーが発生すると、標準エラーにエラーメッセー
ジを送って0以外の値を返します。これ以外の場合は、0を返します。

診断
診断は、ローカルホストとリモートホストの両方から出力される可能性があります。接続が完了する前にロー
カルホストで生成された診断は、標準エラーに出力されます。いったん接続が確立されると、リモートホスト
からのエラーメッセージは、通常のデータと同じように標準出力に出力されます。

Error! could not retrieve authentication type.

Please notify sys admin.

rlogin には、認証機構が2つあります。 1つは、Kerberosに基づいていますが、もう1つは、
Kerberosには基づいていません。認証機構のタイプは inetsvcs_sec によって更新されるシステム
ファイルから得られます (inetsvcs_sec(1M) 参照)。システムファイルに既知の認証タイプがない場合
に、上記のエラーが表示されます。

login/tcp: Unknown service

rlogin が、 /etc/services データベースファイルにリストされたログインサービスを検出でき
ませんでした。
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There is no entry for you (user ID username) in /etc/passwd

rlogin が、パスワードファイル内で該当するユーザー ID を検出できませんでした。

対策 : システム管理者に連絡してください。

system call:...

rlogin が、メッセージに示されたシステムコールを実行しようとしたとき、エラーが発生しまし
た。エラーの説明については、該当するマンページを参照してください。

例
リモートホスト remote 上に同じユーザーとしてログインします。

rlogin remote

エスケープ文字を ! にし、7ビットのデータ接続を使用して、ホスト remhost にユーザー guest として
ログインします。

rlogin remhost −e! −7 −l guest

システム管理者がリンクを /usr/hosts 内に設定していれば、次のコマンドは上記のコマンドと同じです。

remhost −e! −7 −l guest

警告
システム機密保護上の理由により、 /etc/hosts.equiv および .rhosts ファイルは内容が空となる場合
でも作成しておく必要があります。また、所有者以外に読み書きを許可しないようにする必要があります。詳
細は hosts.equiv(4) を参照してください。

システムからの要求に応じて入力したパスワードを含め、あらゆる情報は、 2 つのホスト間で暗号化されずに
渡されることにも注意してください。 Kerberos V5 ネットワーク認証環境では、パスワードはネットワーク内
に送信されないため、保護されます。

rlogin は、ユーザーがローカルシステムで stty brkint を設定したかどうかにかかわらず、 Break キー
を割り込みシグナルとしてリモートシステムに送ることはできません。このキーの代わりに、 stty intr c

コマンドで SIGINT に割り当てたキーを使用してください (stty(1) を参照)。

著者
rlogin は、カリフォルニア大学バークレイ校で開発されました。

ファイル
$HOME/.rhosts ユーザー専用の等価リスト
/etc/hosts.equiv 等価ホストのリスト
/usr/hosts/* 本コマンドの rhost バージョン

参照
csh(1), ksh(1), login(1), remsh(1), sh(1), sh-posix(1), stty(1), telnet(1), rlogind(1M), inetsvcs_sec(1M),

hosts(4), hosts.equiv(4), inetd.conf(4), krb5.conf(4), services(4), sis(5), termio(7), tty(7)

306 Hewlett-Packard Company − 5 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



rm(1) rm(1)

名称
rm − ファイルまたはディレクトリの削除

構文
rm [-f -i] [-Rr] file ...

説明
rm コマンドは、ディレクトリから1つ以上のファイルの項目を除去します。削除する項目が該当するファイ
ルへの最後のリンクであれば、ファイル自身も削除されます。ファイルを削除するには、そのディレクトリに
対する書き込みおよび検索 (実行) パーミッションが必要になりますが、ファイル自体に対するパーミッション
は必要ありません。しかし、スティッキービットがファイルのあるディレクトリに設定されている場合、ファ
イルの所有者かディレクトリの所有者もしくは適切な特権を持つユーザーのみがファイルを削除できます。

ユーザーがファイルに対する書き込みパーミッションを持たず、また標準入力がターミナルの場合には、ファ
イル名とそのパーミッションを示すプロンプトを表示して、ファイルの削除について確認するよう要求してき
ます (下記の「アクセス制御リスト」参照)。その後、標準入力から1行が読み取られます。その行が y で始
まっていればファイルは削除されます。これ以外の場合は、ファイルはそのまま残ります。 -f オプションを
指定した場合、または標準入力がターミナルでない場合は、プロンプトによる確認は行われません。

file がディレクトリで -f オプションを指定しない場合か、 file のパーミッションにより書き込みが許可され
ず、かつ標準入力がターミナルであるか、 -i オプションが指定されていない場合、 rm はプロンプトを標準
エラーに書き出し、 標準入力から1行を読み込みます。応答が y で始まっていない場合、現在のファイルに
対する作業は終わり、残りのファイルに移行します。

file がシンボリックリンクの場合は、シンボリックリンクのみが削除されます。シンボリックリンクに指定さ
れたファイルまたはディレクトリは影響を受けません。 file で指定したパスの一部にシンボリックリンクが含
まれている場合、 rm はシンボリックリンクをたどり、 file を削除します。

オプション
rm は、次のオプションを使用することができます。

-f 項目のパーミッションに関係なく、確認のプロンプトを出さずに、強制的に各ファイルまたは
ディレクトリを削除するよう指定します。このオプションを指定すると、オペランドがないこ
とを示す診断メッセージも抑制されます。

ただし、このオプションを指定した場合、オペランドがないことを示す診断メッセージ以外は
すべて出力されます。エラーメッセージや対話形式のプロンプトをすべて抑制する場合は、標
準エラーの出力先を /dev/null に変更した状態で、 -f オプションを使用するようにして
ください。

このオプションは、 -i オプションの以前の出現箇所をすべて無視します。

-i 削除する項目ごとに、確認を要求するプロンプトが標準エラーに送られます。

このオプションは、 -f オプションの以前の出現箇所をすべて無視します。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 307



rm(1) rm(1)

-R このオプションを指定した場合、 rm は、引き数で指定したディレクトリごとに、各ディレク
トリの内容をすべて繰り返し削除してから、ディレクトリ自体を削除します。また -i オプ
ションとともに使用すると、 rm は、各ディレクトリの内容を確認するように要求した後、こ
れに含まれる各ファイルを対話形式で削除してから、最後にディレクトリ自体も削除するかど
うかをプロンプトで確認してきます。

-R オプションは、ファイルの階層を下方に向かってはたらき、ファイル名の長さがシステム
の制限を超えない限り正しく動作します。

-r -R と等価です。

アクセス制御リスト
ファイルにオプションの ACL 項目があると、 rm は、ファイルのパーミッションの後に正符号 (+) を表示し
ます。表示されるパーミッションは、 stat() が返すファイルの st_mode 値を要約したものです ( stat(2)

参照)。 acl(5) も参照してください。

多言語化対応
環境変数

LANG により、未設定の、またはヌルの多言語対応変数に対するデフォルト値が指定されます。 LANG セット
されていない場合、またはヌルの場合は、 "C" ( lang(5) 参照) が使用されます。多言語対応変数の内容が無効
な設定である場合、多言語対応変数がすべて"C"に設定されたものとして rm は動作します。 environ(5) を参
照してください。

LC_ALL 空白以外の文字列値にセットすると、その他の全多言語対応変数に対する値が変更されます。

LC_CTYPE により、テキストをシングルバイト文字、マルチバイト文字のいずれで解釈するか、正規表現中の
文字クラスの表現にマッチしたプリント可能の文字として分類するかどうかが決まります。

LC_MESSAGES は、標準エラーに書き込む診断メッセージ、および標準出力に書き込む情報メッセージの
フォーマットと内容を決めるロケールを指定します。

NLSPATH は、 LC_MESSAGES の処理に使用するメッセージカタログの位置を決めます。

サポートされるコードセット
シングル／マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

診断
診断の内容は、メッセージに示すとおりです。 -f オプションを指定しても、すべての診断メッセージが抑制
されるわけではありません。

例えば、次のようなコマンドを使用してしまうことがないように、ファイル .. は削除できなくなっていま
す。

rm -r .*

指定したファイルがディレクトリの場合、オプションの引き数 -R または -r を使用してある場合を除き、エ
ラーメッセージが出力されます。
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戻り値
rm は次の値で終了します。

0 -f オプションが指定されない場合は、すべての指定されたディレクトリのエントリー (rm

で指定された引数) が削除された場合のみ 0 が返ります。

-f オプションが指定された場合は、指定されたディレクトリに存在するすべてのエントリー
が削除されます。指定されたディレクトリのエントリーで、存在しないものがあれば、 rm は
やはり 0 を返します。

>0 エラーが発生しました。

例
確認用のプロンプトを出して、ファイルを削除します。

rm -i file1 file2

ディレクトリ中にあるファイルをすべて削除します。

rm -i mydirectory/*

前のコマンドはファイルだけを削除するもので、 mydirectory の中にディレクトリがあっても、これは削
除の対象にはなりません。

現在のディレクトリの中に存在し、名称が - または * 、またはシェルに特有の意味を持つ文字で始まるファ
イルを削除します。

rm ./-filename

rm \*filename

など

現在のディレクトリに存在し、名称の先頭に特殊な文字 (通常、見ることのできない表示不可能な文字) がある
ファイル、または名称の先頭や終わりにスペースが入っているファイルを削除します。

rm -i *filename*

*filename* がディレクトリ中で一意になっていない場合は、別のファイルが要求された時点で n を入力し
ます。

次の例は、ディレクトリを削除する強力なコマンドです。使用する場合は、危険を伴うので十分な注意が必要
です。

rm -fR directoryname

または

rm -Rf directoryname

これはファイルまたはディレクトリを削除する前の確認プロンプトを出さずに、 directoryname からファ
イルおよびディレクトリをすべて削除します。このコマンドは、必ず directoryname 中にあるすべての
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ファイルおよびディレクトリ、さらに directoryname 自体について、削除してもかまわないことが確実で
ある場合に限って、使用してください。

制約
NFS

rm は、ネットワークファイルを削除する前に確認を行う際に、オプションのアクセス制御リスト項目が存在
することを示す正符号 (+) の表示は行いません。

参照
rmdir(1), unlink(2), acl(5)

標準準拠
rm: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
rmdel − SCCSファイルからのデルタの削除

構文
rmdel -r SID file ...

説明
rmdel コマンドは、 SID によって指定したデルタを、それぞれ指定の SCCS ファイルから削除します。削除
されるのは、それぞれ指定の SCCS ファイルのデルタチェーンにおける分岐の最新(最後)のデルタでなければ
なりません。さらに、指定した SID はデルタを作成するためにエディットされたバージョンのものであっては
なりません(つまり、 p-file ( get(1) を参照) が指定の SCCS ファイルに対して存在する場合は、指定の SID

は、 p-file のエントリーにあってはなりません)。

ディレクトリを指定すると、 rmdel は、ディレクトリにある各ファイルが指定されたものとして動作しま
す。ただし、非 SCCS ファイル(パス名の最後の構成要素が s. で始まらない)および読み取り不可能なファ
イルは、表示されずに無視されます。 - の名前を与えると標準入力が読み込まれます。標準入力の各行が、
処理する SCCS ファイルまたはディレクトリの名前として解釈されます。非 SCCS ファイルおよび読み取り不
可能なファイルは、表示されずに無視されます。 -- がコマンド行で指定された場合は、それに続くすべての
引き数はファイル名として扱われます。

デルタを削除するパーミッションは、(1)デルタを作成した場合、または(2)ファイルおよびディレクトリを所
有する場合に、デルタを削除できます。

多言語化対応
環境変数

LC_CTYPE によって、テキストがシングルバイトかあるいはマルチバイト文字であるか、もしくはその両方で
あるかを解釈するロケールを決定します。

LC_MESSAGES は、メッセージが表示される言語を決定します。

LC_MESSAGES はまた、肯定文字列("yes")に相当するローカル言語をも決定します。

LC_CTYPE あるいは LC_MESSAGES が指定されなかったり、または空の文字列に設定されると、 LANG がそ
れらの代わりにデフォルトで使用されます。 LANG が指定されなかったり、または空の文字列に設定される
と、 LANG の代わりにデフォルトの"C"( lang(5) を参照) が使用されます。

多言語対応変数の内容が無効な設定の場合、 rmdel は、多言語対応変数がすべて"C"に設定されたものとし
て動作します。 environ(5) を参照してください。

国際コードセットサポート
シングルバイトおよびマルチバイト文字がサポートされます。

診断
説明は、 sccshelp(1) を使用してください。
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ファイル
x.file delta(1) を参照してください。

z.file delta(1) を参照してください。

参照
delta(1), get(1), sccshelp (1) prs(1), sccsfile(4)

標準準拠
rmdel: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3，XPG4
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名称
rmdir − ディレクトリの削除

構文
rmdir [-f|-i] [-p] dir ...

説明
rmdir は、dir オペランドが空のディレクトリを指している場合に限って、そのディレクトリを削除します。

各ディレクトリは、指定された順序に従って削除されます。したがって、あるディレクトリ、およびその下に
あるサブディレクトリの両方を引き数として指定する場合には、親ディレクトリよりも前にサブディレクトリ
を指定しなければなりません。rmdir が親ディレクトリを削除しようとする時点で、このディレクトリが空
になっていなければならないからです。ディレクトリを削除するには、その親ディレクトリに対する書き込み
および検索 (実行) パーミッションが必要ですが、削除するディレクトリ自体に対するパーミッションは必要あ
りません。ただし、その親ディレクトリにスティッキービットが設定されている場合には、ディレクトリの所
有者、親ディレクトリの所有者、あるいは適当な特権を持つユーザーのみがそのディレクトリを削除できま
す。

オプション
次のオプションを指定することができます。

-f -i オプションの指定の有無にかかわらず、確認のプロンプトを出さずに、強制的に各ディレクトリを
削除します。このオプションを指定すると、オペランドが存在しないことを示す診断メッセージも抑
止されます。

ただし、このオプションを指定しても、オペランドがないことを示す診断メッセージ以外はすべて出
力されます。エラーメッセージや対話形式のプロンプトをすべて抑止するには、標準エラー出力を
/dev/null にリダイレクト (変更) した状態で、-f オプションを使用するようにしてください。

このオプションは、それより前に -i オプションがあってもそれを無視します。

-i 削除する各ディレクトリごとに、確認を要求するプロンプトが標準エラー出力に送られます。

このオプションは、それより前に -f オプションがあってもそれを無視します。

-p パスを削除します。すなわち、パス名に複数の構成要素があるディレクトリを削除した後、この親の
ディレクトリが空になっていれば、rmdir は、この空の親ディレクトリを削除します。この動作は、
rmdir が空でない親ディレクトリを検出するまで、あるいはもとのパス名の構成要素をすべて削除す
るまで続けられます。

-i オプションとともに使用すると、rmdir は、パスの各ディレクトリ構成要素について、削除する
かどうかを確認してきます。

多言語化対応
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環境変数
LANG は、設定されていないまたはヌルの国際化変数に対してデフォルトの値を用意します。LANG が設定さ
れていないかヌルの場合には、デフォルト値の "C" (lang(5)) を参照) が使用されます。いずれかの国際化変数
に無効な値が設定されている場合、rmdir は、すべての国際化変数が "C" に設定されているものとして動作
します。environ(5) を参照してください。

LC_ALL は、空でない文字列値に設定されていると、他のすべてのローカリゼーション変数の値をオーバーラ
イドします。

LC_CTYPE は、dir 名のシングル/マルチバイト文字の解釈、プリント可能な文字の分類、また正規表現内の
文字クラス式と一致する文字を決定します。

LC_MESSAGES は、標準エラーに書き込まれる診断メッセージと標準出力に書き込まれる情報メッセージの
フォーマットおよび内容の設定に使用する、ロケールを決定します。

NLSPATH は、LC_MESSAGES を処理するメッセージカタログの位置を決定します。

サポートされるコードセット
シングル／マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

診断
通常、診断の内容はメッセージから理解できます。 -f オプションを指定しても、すべての診断メッセージが
抑止されるわけではありません。

例
確認用のプロンプトを出して、ディレクトリを削除します。

rmdir -i directories

パスの構成要素を可能な限り削除するには、次のように指定します。

rmdir -p component1/component2/dir

参照
rm(1), rmdir(2), stat(2)

標準準拠
rmdir: SVID2, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
rmnl − ファイル中の余分な改行文字の削除

構文
rmnl

説明
rmnl は、ファイル(以下に解説があるファイルの先頭を除いて)から空白行をすべて削除します。 CRT ターミ
ナルにファイルを表示する際に、ファイルから過剰な空白を削除するのに便利です。2つ以上連続する\n(改
行)文字のグループが単一の\n文字に圧縮され、ファイルの先頭の1行以上の空白行が1行の空白行として残る
点を除き、ファイルの空白行はすべて効果的に削除されます。

すべての空白行ではなく冗長な空白行だけを削除するには、 ssp(1) を使用してください。

ファイルの先頭を含めて、ファイルから空白行すべてを削除するには、 ssp に rmnl をパイプ接続して使用
するか、または rmnl に ssp をパイプ接続して使用してください。

多言語化対応
サポートされるコードセット

シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

参照
man(1), ssp(1)
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名称
rndc − ネームサーバー制御ユーティリティ

構文
rndc [-c config-file] [-k keyname] [-m] [-p port#] [-s server] [-V] [-y key_id] command [command...]

説明
このコマンドで、システム管理者は、ネームサーバーの処理を制御できるようになります。 rndc をコマンド
行オプションや引き数なしで起動すると、サポートしているコマンドと使用可能なオプション、引き数に関す
る簡単なサマリーを印字します。

rndc はTCP接続でネームサーバーと通信し、デジタル署名で認証されたコマンドを送信します。 rndc の
現在のバージョンでは、サポートされている暗号化アルゴリズムはHMAC-MD5だけです。これは接続の両端
で共有シークレットを使用します。これはコマンドの要求とネームサーバーの応答に対してTSIGによる認証
を提供します。チャネルを通して送信されるコマンドはすべて、サーバーにとって既知の key_id で署名する
必要があります。

rndc はデフォルトの構成ファイルである /etc/rndc.conf から、ネームサーバーにコンタクトして、使用
するアルゴリズムとキーを決定する方法を読み出し、判定します。

オプション
-c config-file このオプションを使って、代わりの構成ファイルを指定します。デフォルトの構成

ファイルは /etc/rndc.conf です。

-k keyname このオプションを使って、 rndc 認証キーのキー名を指定します。これは有効なドメ
イン名でなければなりません。デフォルトは rndc-key です。

-m 開発者にデバッギング情報を提供します。

-p port# このオプションは rndc が、BIND 9.1.3のデフォルトの制御チャネルポートである
953を使わず、ネームサーバーを実行しているシステムの port# に指定したTCPポー
ト番号でコマンドを送信するよう指定します。

-s server このオプションを使って、コマンドを実行するサーバーを指定します。 server は、
rndc の構成ファイルにある server ステートメントと一致する名称かアドレスで
す。コマンド行で server が指定されない場合、構成ファイルである rndc.conf の
options ステートメントにある default-server 句で指定したホスト名が使用されま
す。

-V デバッギング情報を提供します。本来、BIND 9の開発者だけに有用な情報です。

-y key_id このオプションは、使用する key_id を構成ファイルから取得します。 key_id は、制
御メッセージの検証が成功するよう、同じアルゴリズムとシークレット文字列とあわ
せ、 named にとって既知でなければなりません。 −y オプションが指定されない場
合、 rndc はまず rndc.conf ファイルの server ステートメントで key 句を探しま
す。そのホストに関する server ステートメントがない場合、構成ファイルである
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rndc.conf の options ステートメントにある default-key 句で指定したホスト名
が使用されます。

command command で指定するコマンドは以下のいずれかです。

reload 構成ファイルとゾーンを再ロードします。

reload zone 指定されたゾーンを再ロードします。

refresh zone 指定されたゾーンの保守をスケジュールします。

stats サーバーの統計情報を、構成ファイルである named.conf の
options ステートメントにある statistics-file 指令で指定し
た統計情報ファイルに書き込みます。 statistics-file 指令が
指定されていない場合、統計情報は構成ファイルである
named.conf の options ステートメントにある directory 指
令で指定されたディレクトリに、 named.stats というファイル名
でダンプされます。

querylog 問い合わせのログ出力を切り替えます。

dumpdb キャッシュの現在の内容を、構成ファイルである named.conf の
options ステートメントにある dump-file 指令で指定された
ファイルにダンプします。 dump-file 指令が指定されていない場
合、キャッシュデータは構成ファイルである named.conf の
options ステートメントにある directory 指令で指定された
ディレクトリにある named_dump.db ファイルにダンプされます。

stop サーバーを止めます。サーバーを止める前に、動的な更新やIXFRに
よる最近の変更は、更新されるゾーンのマスターファイルに保存さ
れます。

halt サーバーを直ちに停止します。動的な更新やIXFRによる最近の変更
が、更新されるゾーンのマスターファイルに保存されることはあり
ません。それらは、サーバーが再開したときにジャーナルファイル
からロールフォワードされます。

reconfig 構成ファイルと新しいゾーンだけを再ロードします。

trace デバッグレベルを1上げます。

trace level デバッグレベルを変更します。

notrace デバッグレベルを1にします。

flush サーバーのキャッシュをすべてフラッシュします。
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flush [view] サーバーにある表示用のキャッシュをすべてフラッシュします。

status サーバーの状態を表示します。

制限
rndc の構成ファイルには、認証された制御コマンドをネームサーバーに送信するための共有シークレットが
含まれます。そのため、このファイルに一般的な読み書きのアクセスを与えないで下さい。

現時点では、構成ファイルを使わずに key_id に対する共有シークレットを提供する方法はありません。

著者
rndc はISC (Internet Software Consortium)によって開発されました。

参照
dnssec-keygen(1)、named(1M)、rndc.conf(4)、RFC2845
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名称
rndc-confgen − rndcキー生成ツール

構文
rndc-confgen [-a] [-b keysize] [-c keyfile] [-h] [-k keyname] [-p port]

[-r randomfile] [-s address] [-t chrootdir] [-u user]

説明
rndc-confgen を使って、 rndc の構成ファイルである rndc.conf を生成することができます。また、
-a オプションで実行すると rndc.key ファイルがセットアップされ、 controls ステートメントを含む
rndc.conf ファイル全体を作成せずにすみます。

オプション
-a このオプションは、 rndc を自動で構成するときに使います。これによって、 /etc (ま

たは、BINDをビルドしたときに sysconfdir で指定された場所)に rndc.key を作成
します。このファイルは、 rndc と named が起動時に読み取ります。 rndc.key ファ
イルは、追加の構成なしで rndc が named と通信できるようなデフォルトコマンドチャ
ネルと認証キーを定義します。 rndc-confgen -a を実行すると、既存のBIND 8の
named.conf ファイルに変更を加えることなく、BIND 8および ndc を、BIND 9と
rndc で、簡単に置き換えることができます。

−b keysize

このオプションは、認証キーの大きさをビットで指定するときに使います。値は、1ビット
から512ビットの間でなくてはなりません。デフォルトは128ビットです。

−c keyfile

このオプションは、 −a オプションと組み合わせて、 rndc.key ファイルの代わりの場
所を指定するのに使われます。

-h このオプションは、 rndc-confgen のオプションと引き数の簡単なサマリーを印字する
ときに使います。

−k keyname

このオプションは、 rndc 認証キーのキー名称を指定するときに使います。これは有効な
ドメイン名でなければなりません。デフォルトは rndc-key です。

−p port このオプションは、 named が rndc からの接続をリスンするコマンドチャネルポートを
指定します。デフォルトは953です。

−r randomfile

このオプションは、認証を生成するための乱数データの元となるファイルを指定するとき
に使われます。オペレーティングシステムが /dev/random や同等のデバイスを提供しな
い場合、乱数データのデフォルトソースはキーボード入力です。 randomdev は、デフォル
ト設定の代わりに使用する、ランダムデータを含むキャラクタデバイスかファイルの名称
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です。 keyboard は特別な値で、キーボードを使用する必要があることを指定します。

−s address

このオプションは、 named が rndc からのコマンドチャネル接続をリスンするIPアドレ
スを指定します。デフォルトは、ループバックアドレスの 127.0.0.1 です。

−t chrootdir

このオプションは、 −a オプションと組み合わせて、 named が chrooted を実行する
ディレクトリを指定するのに使われます。 rndc.key の追加のコピーは、 chrooted

named が検出できるよう、このディレクトリからの相対位置で書き込まれます。

−u user このオプションは、 −a オプションと組み合わせて、生成された rndc.key ファイルの
所有者を設定するのに使われます。 −t を合わせて指定すると、chrootの領域にあるファ
イルだけが所有者変更されます。

例
rndc を手動の構成なしで使用するには次のようにします。

rndc-confgen -a

サンプルの rndc.conf ファイルを印字し、対応する controls ステートメントと key ステートメントを
手動で named.conf に挿入するには、次のようにします。

rndc-confgen

著者
rndc-confgen は、ヒューレットパッカード社によって開発されました。

参照
rndc(1)、named(1M)、rndc.conf(4)、『BIND 9 Administrator Reference Manual』
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名称
rpcgen − RPC プロトコルコンパイラ

構文
rpcgen infile

rpcgen [−a] [−b] [−C] [−Dname[=value] ]  [−i size] [−I [−K seconds] ]  [−L] [−M] [−N] [−T] [−u] [−Y path-

name] infile

rpcgen [−c|−h|−l|−m|−t|−Sc|−Ss|−Sm] [−o outfile] [infile]

rpcgen [−o outfile] [−s nettype] [−u] [infile]

rpcgen [−n netid] [−o outfile] [−u] [infile]

説明
rpcgen は RPC プロトコルをインプリメントする C コードを生成するツールです。rpcgen への入力は、C

と似た言語で、RPC (Remote Procedure Call) 言語と呼ばれます。

rpcgen は、通常の場合、最初の構文のように使用されます。この場合は、１つの入力ファイルを利用して、
３つの出力ファイルを生成します。 infile を proto.x と指定すると、rpcgen は proto.h 内にヘッダー
を、proto_xdr.c 内に XDR ルーチンを、proto_svc.c 内にサーバー側のスタブを、proto_clnt.c 内
にクライアント側のスタブを生成します。−T オプションを指定すると、proto_tbl.i 内に RPC ディス
パッチテーブルも生成します。

rpcgen は、特定のアプリケーションに合うようにカスタマイズできるサンプルのクライアントファイルおよ
びサーバーファイルを生成することもできます。−Sc、−Ss、および −Sm オプションは、それぞれ、サンプ
ルのクライアント、サーバー、および makefile を生成します。−a オプションは、サンプルファイルも含め
て、すべてのファイルを生成します。infile が proto.x の場合には、クライアント側のサンプルファイルが
proto_client.c に、サーバー側のサンプルファイルが proto_server.c に、サンプルの makefile が
makefile.proto に書き出されます。

作成されたサーバーは、ポートモニター (例えば、inetd または listen) あるいはサーバーそのものの両方
によって開始することができます。ポートモニターによって開始されると、ファイル記述子 0 が示すトラン
スポート専用のサーバーが作成されます。このトランスポートの名前は、環境変数 PM_TRANSPORT を設定す
ることによって指定しなければなりません。rpcgen によって生成されたサーバーが実行されると、NET-

PATH 環境変数に指定されているすべてのトランスポートのためのサーバーハンドルが作成され、この環境変
数が設定されていない場合には、/etc/netconfig ファイルから見ることができるすべてのトランスポート
のためのサーバーハンドルが作成されます。注記 : トランスポートは、コンパイル時ではなく実行時に選択さ
れます。サーバーは、自己起動されると、デフォルトによってバックグラウンドで実行されます。特殊定義記
号 RPC_SVC_FG を使用すると、このサーバープロセスはフォアグラウンドで実行されます。

２番目の構文は、さらに複雑な RPC サーバーの作成を可能にする特殊な機能を提供します。これらの機能に
は、ユーザー提供の #defines テーブルおよび RPC ディスパッチテーブルのサポートも含まれています。
RPC ディスパッチテーブルの内容は、次の通りです。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 321



rpcgen(1) rpcgen(1)

• そのプロシージャに対応するサービスルーチンへのポインター
• 入力および出力引き数へのポインター
• これらのルーチンのサイズ

サーバーは、ディスパッチテーブルを使って権限をチェックし、それからサービスルーチンを実行することが
できます。クライアントライブラリは、これを使って詳細な記憶管理や XDR データ変換を扱うことができま
す。

上記の他の３つの構文は、特定の１つのファイル以外に、すべての出力ファイルを生成する必要はない場合に
使用されます。rpcgen の使用法については、後述の例の項を参照してください。−s オプションを指定して
rpcgen を実行すると、特定のクラスのトランスポートのためのサーバーが作成されます。−n オプションを
指定して実行すると、 netid. により指定される転送のためのサーバーが作成されます。infile を指定しない
と、rpcgen は標準入力を受け入れます。

rpcgen によって入力ファイルを実際に解釈する前に、その入力ファイルに対して C プリプロセッサ cc −E

が実行されます。それぞれの種類の出力ファイルに対して、rpcgen は、rpcgen のブログラマが使用する
ための特殊なプリプロセッサ記号を次のように定義します。

RPC_HDR ヘッダーにコンパイルする際に定義されます。
RPC_XDR ルーチンにコンパイルする際に定義されます。
RPC_SVC サーバー側スタブにコンパイルする際に定義されます。
RPC_CLNT クライアント側スタブにコンパイルする際に定義されます。
RPC_TBL クライアント側スタブにコンパイルする際に定義されます。

‘‘%’’ で始まる行は、rpcgen によって解釈されることなく、直接出力ファイルに引き渡されます。C プリプロ
セッサのパス名を指定するには、−Y フラグを使用します。

infile 内で参照されるそれぞれのデータタイプに対して、rpcgen は、そのデータタイプの名前にあらかじめ
決まっていない文字列 xdr_ を持つルーチンが存在するものと仮定します。このルーチンが RPC/XDR ライ
ブラリ内に存在しない場合は、それを提供しなければなりません。未定義のデータタイプの提供によって、
XDR ルーチンのカスタマイズが許可されます。

オプション
−a サンプルのファイルを含むすべてのファイルを生成します。

−b 旧バージョン互換モード。旧バージョンのオペレーティングシステムのためのトランスポート
固有の RPC コードを生成します。

−c XDR ルーチンにコンパイルします。

−C ANSI C コンパイラで使用できるヘッダーファイルおよびスタブファイルを生成します。この
フラグによって生成されたヘッダーは、C++ プログラムでも使用することができます。

−Dname[=value]

記号を定義します。ソース内の #define 指令と等価です。value が与えられていない場
合、value は 1 と定義されます。このオプションは、複数回指定することができます。
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−h C データ定義 (ヘッダーファイル) にコンパイルします。−T オプションと組み合わせて使用
すると、RPC ディスパッチテーブルをサポートするヘッダーを作成することができます。

−i size 生成を開始するインラインコードのサイズ。このオプションは、最適化のために役立ちます。
デフォルトのサイズは 5 です。

−I サーバー側スタブ内の inetd(1M) に対するコンパイラサポート。このようなサーバーは、
inetd を使って自己起動することができます。サーバーは、自己起動すると、デフォルトで
バックグラウンドに移動します。サーバープロセスをフォアグラウンドで実行するには、特別
な定義記号 RPC_SVC_FG を使うか、単純に −I オプションなしでコンパイルすることがで
きます。

保留中のクライアント要求がない場合には、inetd サーバーは 120 秒 (デフォルト) 後に終
了します。このデフォルト値は、−K オプションによって変更することができます。inetd

サーバーに関するエラーメッセージはすべて syslog(3C) によって常に記録されます。

注記 : このオプションは、旧バージョンとの互換性のためにだけサポートされています。これ
は、常に、旧バージョンと互換性のあるコードを生成する −b オプションとともに使用しな
ければなりません。デフォルトの場合 (つまり、−b が指定されていない場合 )、rpcgen

は、ポートモニターによって呼び出すことができるサーバーを生成します。

−K seconds rpcgen を使って生成されてポートモニタから開始されたサービスは、要求を処理した後終
了するまで、デフォルトで 120 秒待ちます。この間隔は、−K フラグを使用して変更するこ
とができます。要求を処理したら直ちに終了するサーバーを作成するには、−K 0 のように
指定します。終了を行わないサーバーを作成するための適切な引き数は −K −1 です。

サーバーをモニターする場合、listen などの特定のポートモニターは 常にサービス要求に
応答して新しいプロセスを生成します。サーバーがそのようなモニターとともに使用されるこ
とが分かっている場合には、そのサーバーは処理の完了時に直ちに終了します。このような
サーバーには、−K 0 を指定して rpcgen を使用しなければなりません。

−l サーバー側のスタブにコンパイルします。

−L サーバーがフォアグラウンドで起動される場合は、syslog(3C) を使用すると、サーバーエ
ラーを標準エラーにプリントする代わりにログをとることができます。

−m サーバー側のスタブにコンパイルしますが、メインルーチンは生成しません。このオプション
は、コールバックルーチンを実行する際にも便利ですし、初期化を行うために専用のメイン
ルーチンを作成する必要のあるユーザーにとっても便利です。

−M rpcgen が生成するコードとユーザーが作成するコードの間で引き数および結果を引き渡すた
めに、マルチスレッドに関する安全性のあるスタブを生成します。このオプションは、コード
内で複数スレッドを使用したいユーザーにとって便利です。

−N このオプションを指定すると、プロシージャは複数の引き数を持つことができます。これは、
C によく似たパラメータ渡しのスタイルを使用します。. したがって、リモートプロシージャ
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にパラメータを引き渡す際に、パラメータのポインターを引き渡す必要はなく、引き数そのも
のを引き渡すことができます。この動作は、rpcgen が生成したコードの以前のスタイルと
は異なります。旧バージョンとの互換性を維持するために、このオプションをデフォルトには
しません。

−n netid netid によって指定されたトランスポートのためのサーバー側のスタブにコンパイルします。
netid のためのエントリーが netconfig データベース内になければなりません。このオプ
ションは複数回指定することができるので、複数のトランスポートを処理するサーバーをコン
パイルすることができます。

−o outfile 出力ファイルの名前を指定します。何も指定しないと、標準出力が使用されます (−c, −h, −l,

−m, −n, −s, −Sc, −Sm, −Ss, および −t モードの場合だけ)。

−s nettype クラス nettype に属するすべてのトランスポートのためのサーバー側のスタブにコンパイルし
ます。サポートされているクラスは、netpath, visible, circuit_n, circuit_v, data-

gram_n, datagram_v, tcp, および udp です (それぞれのクラスの意味については、
rpc(3N) を参照)。このオプションは、複数回指定することができます。注記 : トランスポー
トは、コンパイル時ではなく実行時に選択されます。

−Sc リモートプロシージャコールを使用するサンプルのクライアントコードを生成します。

−Sm アプリケーションのコンパイルに使用できるサンプルの makefile を生成します。

−Ss リモートプロシージャコールを使用するサンプルのサーバーコードを生成します。

−t RPC ディスパッチテーブルにコンパイルします。

−T RPC ディスパッチテーブルをサポートするためのコードを生成します。

オプション −c, −h, −l, −m, −s, −Sc, −Sm, −Ss, および −t は特定の種類のファイルを生成す
るために排他的に使用されるのに対して、オプション −D および −T はグローバルで、他の
オプションとともに使用することができます。

−u サーバー側のスタブを作成する際に、シグナルを扱うための追加のコードが生成されます。こ
のシグナルハンドラ コードは、シグナルを受信すると、サーバーが終了する前にポートマ
ネージャからサーバープログラムをマッピング解除します。このコードは、サーバー側のスタ
ブに main() ルーチンが作成される場合にだけ追加されます。この -u オプションは、-c,

-h, -l, -m, -Sc, -Sm, -Ss オプションとともに指定してはなりません。SIGHUP, SIGINT,

SIGQUIT, および SIGTERM というシグナルがトラップされます。

−Y pathname rpcgen が C-プリプロセッサの検索を開始するディレクトリの名前を指定します。

例
次の例

example% rpcgen −T prot.x
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は、prot.h, prot_clnt.c, prot_svc.c, prot_xdr.c および prot_tbl.i の５つのファイルをすべて
生成します。

次の例は、C データ定義 (ヘッダー) を標準出力に送ります。

example% rpcgen −h prot.x

クラス datagram_n に属するすべてのトランスポートのためのサーバー側のスタブ -DTEST のテストバー
ジョンを標準出力に送るには、次のように使用します。

example% rpcgen −s datagram_n −DTEST prot.x

netid tcp によって指定されるトランスポートのためのサーバー側のスタブを作成するには、次のように使用
します。

example% rpcgen −n tcp −o prot_svc.c prot.x

著者
rpcgen は、Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

参照
cc_bundled(1), inetd(1M), syslog(3C), rpc(3N), rpc_svc_calls(3N)
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名称
rtprio − リアルタイム優先順位を指定したプロセスの実行

構文
rtprio priority command [ arguments ]

rtprio priority -pid

rtprio -t command [ arguments ]

rtprio -t -pid

説明
rtprio は、リアルタイム優先順位を付けて command を実行するか、現在実行しているプロセス pid のリ
アルタイム優先順位を変更します。リアルタイム優先順位はゼロ(最高)から127(最低)の範囲です。リアルタイ
ムプロセスは優先順位の降下を受けず、非リアルタイムプロセスより非常に(スケジューリングで)重要です。
詳細については rtprio(2) を参照してください。

リアルタイム priority ではなく -t を指定すると、 rtprio はタイムシェアリング(非リアルタイム)優先順
位で command を実行するか、現在実行中のプロセス pid をできる限りリアルタイム優先度からタイムシェア
リング優先度に変更します。前者はリアルタイム優先度のシェルから、タイムシェアリング優先度コマンドを
生成するのに便利です。

-t を指定しないと、 command はスケジューリングされません。または、ユーザーが PRIV_RTPRIO アク
セスを持つグループのメンバーでなく、適切な特権を持つユーザーでないと、 pid のリアルタイム優先順位は
変更されません。現在実行中のプロセスのリアルタイム優先順位を変更する際は、呼び出し元プロセスの有効
ユーザー ID は、適切な特権を持つユーザーであるか、あるいは実または有効ユーザー ID が、変更するプロセ
スの実またはセーブされたユーザー IDに一致しなければなりません。

戻り値
rtprio は、 command が正常にスケジューリングされるか、 pid のリアルタイム優先順位が正常に変更さ
れた場合、終了ステータス0を戻します。 command が実行可能でないか、または pid が存在しない場合は 1

を戻します。 command ( pid) にリアルタイム機能がないか、呼び出し元ユーザーの有効ユーザー IDが適切な
特権を持つユーザーでないか、あるいは実または有効ユーザーないしは、実または有効ユーザー ID が、変更
するプロセスの実またはセーブされたユーザー IDに一致しない場合は2を戻します。

例
リアルタイム優先順位100でファイル a.out を実行します。

rtprio 100 a.out

現在実行中のプロセスpid 24217を、リアルタイム優先順位40に設定します。

rtprio 40 -24217

著者
rtprio はHPで開発されました。
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参照
setprivgrp(1M), getprivgrp(2), rtprio(2)
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名称
rtsched − リアルタイム優先順位付きプロセスの実行

構文
rtsched -s scheduler -p priority command [ arguments ]

rtsched [ -s scheduler ] -p priority -P pid

説明
rtsched は、command を POSIX または HP-UX リアルタイム優先順位で実行します。また、現在実行中
のプロセス pid のリアルタイム優先順位の変更も行います。

スケジューリング上、すべての POSIX リアルタイム優先順位プロセスは、HP-UX リアルタイムまたは HP-

UX タイムシェア優先順位のプロセスより優先的に実行されます。また、すべての HP-UX リアルタイム優先
順位プロセスは、HP-UX タイムシェア優先順位プロセスより優先されますが、POSIX リアルタイムプロセス
よりは優先順位が下です。POSIX リアルタイムプロセスと HP-UX リアルタイムプロセスは、どちらも優先
順位が低下することはありません。POSIX リアルタイムプロセスのスケジューリングは、SCHED_FIFO、
SCHED_RR、または SCHED_RR2 という３種類の POSIX リアルタイムスケジューラのいずれかを使って行
われます。詳細については rtsched(2) を参照してください。

rtsched は rtprio のスーパーセットです。rtprio(1) を参照してください。

オプション
-s scheduler

スケジューラを指定します。

POSIXリアルタイムスケジューラ: SCHED_FIFO

SCHED_RR

SCHED_RR2

HP-UXリアルタイムスケジューラ: SCHED_RTPRIO

HP-UXタイムシェアスケジューラ: SCHED_HPUX

SCHED_NOAGE

-p priority 優先順位範囲を指定します。対応するスケジューラの優先順位範囲内(両端の値も含む)の任意
の整数が指定できます。SCHED_HPUX 以外のすべてのスケジューラで、 -p priority の指
定が必要です。スケジューラが SCHED_HPUX の場合、priority 引き数は無視されます。各
スケジューラのデフォルトの priority 範囲は次のとおりです。

スケジューラ 最高の優先順位 最低の優先順位

SCHED_FIFO 31 0
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SCHED_RR 31 0

SCHED_RR2 31 0

SCHED_RTPRIO 0 127

SCHED_NOAGE 178 255

SCHED_HPUX N/A N/A

注意: POSIXリアルタイムスケジューラでは、priority は数値が大きいほど高い優先順位を表
します。しかしHP-UXリアルタイムスケジューラでは、priority は数値が小さいほど高い優
先順位を表します。

-P 実行中プロセスのプロセスID ( pid) を指定します。

ユーザーが、PRIV_RTSCHED アクセス権を持っているグループのメンバーでなく、適切な特権も持っていな
い場合、command のスケジューリングまたは pid のリアルタイム優先順位の変更は行われません。現在実行
中のプロセスのリアルタイム優先順位を変更するとき、呼び出し側プロセスの実効ユーザー ID が適切な特権
を持っているユーザーであるか、あるいは実ユーザー ID または実効ユーザー ID が変更されるプロセスの実
ユーザー IDまたは保存ユーザー IDに一致しなければなりません。

プロセッサセットが存在する場合 (詳細は、pset_create(2) を参照)、アプリケーションの実行は、そのアプリ
ケーションのプロセッサセット内のプロセッサに限定されます。種々のプロセッサセットのスレッドでは、ス
ケジューリング方針と優先順位値に基づいてスケジューリングされるためプロセッサの競合は発生しません。
スケジューラは、プロセッサのプロセッサセットに割り当てられているスレッドだけを参照して、次に実行す
るスレッドを選択します。

戻り値
rtsched は以下の終了ステータスを戻します。

0 command が正常にスケジューリングされました。または pid のリアルタイム優先順位が正
常に変更されました。

1 command が実行可能でないか、pid が存在しないか、または priority が対応するスケ
ジューラの優先順位範囲内ではありません。

2 command ( pid) にリアルタイム機能がないか、または呼び出し者の実効ユーザー ID が適切
な特権を持っているユーザーでないか、あるいは実ユーザー ID または実効ユーザー ID が変
更されるプロセスの実ユーザー IDまたは保存ユーザー IDに一致しません。

5 rtsched で内部エラーが発生したか、または本リリースでは rtsched がサポートされていませ
ん。

例
SCHED_FIFO を使用し、優先順位 10 でファイル a.out を実行します。

rtsched -s SCHED_FIFO -p 10 a.out

SCHED_RTPRIO を使用し、優先順位 127 でファイル a.out を実行します(これは rtprio 127 a.out
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と同じです)。

rtsched -s SCHED_RTPRIO -p 127 a.out

SCHED_HPUXスケジューラを使用して、ファイル a.out を実行します。

rtsched -s SCHED_HPUX a.out

これは、リアルタイム優先順位シェルからタイムシェア優先順位コマンドを生成するときに使用します。

現在実行中のプロセス pid 24217 に対し、SCHED_RR2 を使用して優先順位20で実行するように設定しま
す。

rtsched -s SCHED_RR2 -p 20 -P 24217

次に、同じスケジューラを使用して、このプロセスの優先順位を 10 に変更します。

rtsched -p 10 -P 24217

警告
rtsched で使用される priority の値は、他のコマンドで使用される値と異なることがあります。たとえば、
ps(1) は優先順位値の内部表現を表示します。

著者
rtsched は HP が開発しました。

参照
rtprio(1), setprivgrp(1M), getprivgrp(2), pset_create(2), rtprio(2), rtsched(2)
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名称
rup − ローカルマシン(RPCバージョン)のホストステータスの表示

構文
rup [-h] [-l] [-t] [host ...]

説明
rup は uptime に類似したリモートマシンのステータスを与えます。ローカルネットワークにブロードキャ
ストし、受信した応答を表示します。通常、リスティングは応答受信順ですが、順序はコマンド行オプション
を使って変更できます。ブロードキャストの処理は約2分間かかります。

ブロードキャストの代わりに host 引き数を与えると、 rup は指定ホストのリストを問い合わせることしかし
ません。

rstatd デーモン( rstatd(1M) を参照)を実行する場合にのみ、リモートホストは応答します。

オプション
rup は以下のコマンドラインオプションを認識します。

-h ホスト名によって、アルファベット順に画面を並び換えます。

-l 負荷平均によって画面を並び換えます。

-t 稼働時間で画面を並び換えます。

警告
ブロードキャストはゲートウェイでは動作しません。したがって、 rup は取り消します。ゲートウェイから
しか到達しないマシンの情報はレポートしません。

診断
rup のexitコードは発生したエラー(例えば、不適切なホスト名)の数で、正常終了ではゼロです。

著者
rup は、Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

ファイル
/etc/inetd.conf

参照
ruptime(1), inetd(1M), rstatd(1M), services(4)
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名称
ruptime − ローカルマシンのステータスの表示

構文
ruptime [-a] [-r] [-l] [-t] [-u]

説明
ruptime は、 rwho デーモンが動作しているローカルネットワーク上の各マシンのステータス行を出力しま
す。 ruptime のステータス行は、ネットワークの各ホストにおける rwho デーモン間で、3分に1回ブロー
ドキャストされるパケットから形成されます( rwhod (1M) を参照)。各ステータス行には、マシンの名前、マ
シン(稼働中またはダウンしている)のステータス、マシンが稼働またはダウンしている時間、マシンにログイ
ンしているユーザーの数、および、パケット送信時の1分、5分、および15分のマシンの負荷平均のフィール
ドがあります。

マシンからのレポートの受信が11分以上間隔をあけなければ、マシンのステータスは「稼働中」とレポートさ
れます。

マシンが稼働している時間の長さは以下のように示されます。

days+hours:minutes

負荷平均は、パケットが送信された際に最後の1分、5分、および15分間隔で実行待ちとする行列のジョブを
平均したものです。

以下は ruptime によるステータス行出力の例です。

machine1 up 1+5:15, 7 users, load 1.47, 1.16, 0.80

上記のステータス行は次のように解釈されます。

machine1 は現在「稼働中」であり、1日と5時間15分間稼働しており、ログインしているユーザーは7人い
ます。最後の1分間の間、平均1.47ジョブが実行待ち行列にありました。最後の5分間の間、平均1.16ジョブが
実行待ち行列にありました。最後の15分間の間、平均0.80ジョブが実行待ち行列にありました。

ユーザーが1時間以上システムを使用しなかった場合、ユーザーはアイドルとされます。 -a オプションを指
定しない限り、アイドルユーザーは示されません。

オプション
オプションを指定しないと、リスティングはホスト名によって並び換えられます。オプションは以下のように
並び換え順序を変更します。

-l 負荷平均により並び換えます。

-t 稼働時間により並び換えます。

-u ユーザーの数により並び換えます。

-r 並び換え順を逆順にします。

332 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



ruptime(1) ruptime(1)

診断
no hosts!?!

/var/spool/rwho にステータスレポート ファイルがありません。 rwho デーモンが動作しているか
どうかをチェックするようにシステム管理者に依頼してください。

著者
ruptime はカリフォルニア大学バークレー校で開発されました。

ファイル
/var/spool/rwho/whod.* データファイル

参照
rwho(1), rwhod(1M)
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名称
rusers − ローカルネットワークのマシンにログインしているユーザーの判定

構文
rusers [-a] [-h] [-i] [-l] [-u] [host ...]

説明
rusers は、who(1) の「クイック」オプションのような出力を生成しますが、リモートマシンを対象としま
す。ローカルネットワークにブロードキャストし、受信した応答をプリントします。通常、リスティングは応
答を受信した順番ですが、その順序はコマンド行オプションを使って変更できます。ブロードキャストの処理
は約2分間かかります。

host 引き数を与えると、rusers はブロードキャストではなく指定ホストのリストの問い合わせのみを行い
ます。

各マシンごとに、デフォルトでは、ホスト名およびそのホストの全ユーザーを示している行をプリントしま
す。-l オプションを与えると、rusers は rwho(1) のような出力フォーマットを使用します。ユーザーが1

分間以上システムにタイプ入力しないと、アイドルタイムがレポートされます。

リモートホストで rusersd(1M) デーモンが動作している場合、応答のみ行います。

オプション
rusers は以下のコマンドオプションを認識します。

-a ユーザーがログインしていなくても、マシンのレポートを生成します。

-h ホスト名によりアルファベット順により並び換えます。

-i アイドルタイムによって並び換えます。

-l who -R のスタイルでロングリストを生成します (who(1) を参照)。

-u ユーザーの番号によって並び換えます。

戻り値
エラーが発生しない場合は、rusers は終了コードゼロを戻します。そうでなければ、みつかったエラーの数
を戻します。

著者
rusers は、Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

警告
ブロードキャストはゲートウェイでは動作しません。したがって、rusers はゲートウェイからしか到達でき
ないマシンの情報はレポートしません。

ファイル
/etc/inetd.conf
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参照
rwho(1), who(1), inetd(1M), rusersd(1M)
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名称
rwho − ローカルマシンにログインしているユーザーの表示

構文
rwho [-a]

説明
rwho は、 rwho デーモン( who(1) および rwhod(1M) を参照)を実行しているローカルネットワークの全マ
シンに対して、 HP-UX who コマンドと同様の出力を生成します。 rwhod がマシンからのレポートを11分間
受信できなかった場合、 rwho はマシンがダウンしているものとし、 rwho は、そのマシンにログインして
いたユーザーをレポートしません。

rwho の出力行には、ユーザーの名前、マシンの名前、ユーザーのターミナルライン、ユーザーがログインし
た時間、およびユーザーがアイドルであった総時間のフィールドがあります。アイドルタイムは以下のように
示されます。

hours:minutes

ユーザーが1分間以上システムにタイプ入力しなかった場合、 rwho はこれをアイドルタイムとしてレポート
します。ユーザーが1時間以上システムにタイプ入力しなかった場合、 -a フラグを与えない限り、ユーザー
は rwho の出力から削除されます。

rwho からの出力行の例を以下に示します。

joe_user machine1:tty0p1. Sep 12 13:28 :11

この出力行からは、 joe_user が machine1 にログインしており、そのターミナルラインは tty0p1 であ
ることがわかります。 joe_user は9月12日13:28(1:28 p.m.)からログオンしています。 joe_user は11分
間 machine1 に何もタイプ入力しませんでした。

警告
rwhod が動作しているローカルネットワークのマシンごとのユーザー数が大きくなると、 rwho 出力は現実
的でなくなります。 rwhod を動作しているローカルネットワークの各マシンの各ユーザーごとに1行ずつ出
力されます。

著者
rwho はカリフォルニア大学バークレー校で開発されました。

ファイル
/var/spool/rwho/whod.* 他のマシンに関する情報

参照
ruptime(1), rusers(1), rwhod(1M)
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名称
sact − 現在のSCCSファイルのエディットアクティビティのプリント

構文
sact file ...

説明
sact コマンドは、実施しようとしている指定 SCCS ファイルに対するデルタをユーザーに通知します。 get

-e が前に実行され、 delta が次に実行されていない場合に、この状況が発生します( delta(1) および get(1)

を参照)。コマンド行でディレクトリを指定すると、 sact は、ディレクトリの各ファイルが指定されたもの
として動作します。ただし、非 SCCS ファイル(パス名の最後の構成要素が s. から始まらない)、および読
出し不能ファイルは表示を行うことなく無視されます。 - の名前を与えると、標準入力が読み込まれ、各行
は処理される SCCSのファイル名として取得されます。

各指定ファイルに対する出力は、スペースで区切られた5個のフィールドで構成されます。

フィールド1 新しいデルタ作成のために変更される SCCS ファイル内の、現在存在するデルタの
SID。

フィールド2 作成される新しいデルタの SID。

フィールド3 デルタを作成するユーザーのログ名(つまり、エディットするために get が実行され
ます)。

フィールド4 get -e が実行された日付。

フィールド5 get -e が実行された時刻。

診断
説明については sccshelp(1) を使用してください。

参照
delta(1), get(1), sccshelp(1), unget(1)

標準準拠
sact: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3，XPG4
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名称
samlog_viewer − SAMログファイルの表示および保存用ツール

構文
/usr/sam/bin/samlog_viewer [-s mmddhhmm[[cc]yy]] [-e mmddhhmm[[cc]yy]] [-l SDVC]

[-u user] [-o ofile] [-t] [-n] [file]

説明
samlog_viewer コマンドを使用すると、SAMログファイル(または同じ形式をもつデータが入っている他の
ファイル)の一部または全部を、さまざまな詳細さのレベルで表示することができます。このツールは、 View

SAM Log オプションを選択した場合にSAMによって実行されます。また、対話型あるいは非対話型のいずれ
のモードでも、SAMから独立して実行することもできます。

samlog_viewer コマンドは、指定されたオプションに応じて対話型または非対話型モードのいずれかで実行
されます。非対話型モードの場合には、 samlog_viewer はソースファイルをフィルタにかけ、結果のデー
タを標準出力またはあて先ファイルに書き込みます。対話型モードの場合には samlog_viewer はグラ
フィックユーザーインタフェースを表示するので、ユーザーはフィルタの異なる組み合わせの指定、ソース
ファイルの1つまたは複数のバージョンの他のファイルへの保存、ログファイルエントリー間の前後方向のス
クロール、などを選択することができます。

samlog_viewer がSAMログファイル(または file によって指定されているソースファイル)の内容を壊すこ
とは絶対にありません。ソースファイルの内容は、使用可能なフィルタの設定に従ってフィルタにかけられ、
表示(または出力)されます。 samlog_viewer の複数のインスタンスを同時に実行でき、悪影響はありませ
ん。

フィルタ
samlog_viewer は、詳細さのレベル、日付/時刻、ユーザーの3種類のフィルタをサポートしています。これ
らのフィルタは組み合わせて使用でき、ログファイルの内容を自由に選択して表示することができます。

詳細さのレベルのフィルタは、どれだけ詳細に表示するかを制御するものです。 SAMログファイルには多く
の異なるタイプのエントリーが入っています。現在サポートされているエントリータイプには、summary,

detail, verbose, error, noteがあります。詳細さのレベルのフィルタは、選択されたフィルタに応じてこれらの
エントリータイプの一部または全部を表示します。詳細さのレベルのフィルタは次のとおりです。

Summary 高いレベルのメッセージのみを表示します。 summary, error, note (警告その他
の特別な注意が必要なエントリー)の各エントリータイプが表示されます。

Detail Summary レベルの詳細さに加えて、 detail ログエントリーも表示されます。
詳細さのレベルを指定しない場合には、これがデフォルトになります。

Verbose Detail レベルの詳細さに加えて、 verbose ログエントリーも表示されます。

Commands Only 実行されたリテラルコマンドのみが表示されます。表示されるコマンドには、
HP-UXコマンドの他にSAMコマンドおよびスクリプトが含まれます。

日付/時刻のフィルタは、特定の日付/時刻の後、特定の日付/時刻の前、またはその両方のエントリーを表示す
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るのに使用することができます。

ユーザーフィルタは、特定のユーザーによって書き込まれたエントリーだけを表示するのに使用します。 -u

オプションを指定して呼び出された場合には、その引き数がエントリーを表示するユーザーとして使用されま
す。 -u が指定されていない場合には、環境変数 SAM_RESTRICTED_USER の値がユーザー名として使用さ
れます。 -u も SAM_RESTRICTED_USER もない場合には、ユーザーフィルタは使用されず、すべてのユー
ザーのエントリーが表示されます。 -u と SAM_RESTRICTED_USER の両方が有効な場合には、 -u オプ
ションのほうが環境変数の設定より優先します。

SAM_RESTRICTED_USER 環境変数または -u オプションのいずれかによってユーザーフィルタを選択する
と、 samlog_viewer はそのユーザーが書き込んだエントリーだけを表示し、ユーザーフィルタの変更は許
可しません。これは、特権をもたないユーザーに samlog_viewer の実行を許可し、そのユーザーに属する
エントリーだけを表示できるようにしたい場合に有用です。それ以外の場合は、 samlog_viewer では対話
型フィルタ処理画面からユーザーフィルタを変更したり、完全に使用不能にしたりできます。

オプション
以下のオプションを使用して、フィルタ処理およびその他の属性を設定することができます。 sam-

log_viewer を対話型で実行している場合には、サポートされている各種のメニューおよび画面からもこれ
らの属性の設定や変更が可能です。使用できるオプションは次のとおりです。

-s mmddhhmm[ [cc]yy ] -s オプションは、日付/時刻フィルタの開始時刻を引き数の日付/時刻に
設定します。日付/時刻の指定方法は、 date コマンドの場合と同じです
(date(1) を参照)。

mm ２桁の数字で表した月(例: 08)。

dd ２桁の数字で表した日。

hh ２桁の数字で表した時(24時間形式)。

mm ２桁の数字で表した分。

cc 世紀マイナス１。年を指定している場合は、 cc は指定しなくても
構いません。

yy 年の最後の２桁。これを指定しないと、現在の年になります。

注記 : 年を２桁で指定する場合、有効な値は 70-99 (20 世紀 ) と
00-37 (21 世紀) です。

年を４桁で指定する場合、有効な値は 1970-2037 です。

開始時刻を指定しないと、ログの先頭が開始時刻として使用されます。
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-e mmddhhmm[[cc]yy]

-e オプションは、日付/時刻フィルタの終了時刻を引き数の日付/時刻に設定し
ます。日付/時刻の指定方法は、上記の -s オプションと同じです。終了時刻を
指定しないと、無限(終了時刻なし)になります。

-l SDVC -l オプションは、詳細さのレベルを設定します。 SDVC のうちのいずれか1つ
の英字を、引き数として指定しなければなりません。詳細さのレベルは次のよ
うに設定されます。

S = Summary

D = Detail

V = Verbose

C = Commands Only

-l オプションを指定しない場合には、 Detail レベルがデフォルトとして使
用されます。

-u user -u オプションは、ユーザーフィルタを user に指定されたユーザー名または
ユーザーIDに設定します。 -u オプションを指定しないと、デフォルトとし
て、すべてのユーザーが記録したエントリーが表示されます。

-o ofile -o オプションを指定すると、フィルタにかけられた出力が出力ファイル ofile

に書き込まれます。 -o オプションには、次に説明する -n オプションも暗黙
のうちに含まれます。 ofile が - の場合には、出力は標準出力に書き込まれま
す。 -o を指定しないと、出力は標準出力 (-n を指定した場合) または対話型
samlog_viewer 画面 (-n を省略した場合) のいずれかに書き込まれます。

-t -t オプションを指定すると、自動タイムスタンプが使用可能になります。これ
を指定した場合、各ログエントリーにはそれが書き込まれた日時がついて出力
されます。デフォルトでは、タイムスタンプは使用不能になっています。

-n -n オプションは非対話型の動作を強制します。これを指定すると、 sam-

log_viewer はサポートされているすべてのオプションおよびソース/あて先
ファイルにデフォルトまたは指定された値を用いて、非対話型で実行されま
す。

file ログデータを読み取るファイルの名称を指定します。指定するファイル内の
データの形式は、raw SAMログファイルデータの形式と同じでなければなりま
せん。これを指定しないと、SAMログファイルが使用されます。 file が - の
場合には標準入力が読み取られ、 samlog_viewer は非対話型で実行されま
す。 file を指定する場合には、コマンド行の最後の引き数として指定しなけれ
ばなりません。
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例
デフォルトのフィルタを用いてSAMログファイルの現在の内容を取り出し、ファイル sam.out に入れま
す。

samlog_viewer -n >sam.out

次の例も同じ動作を実行します。

samlog_viewer -o sam.out

ユーザー tom のためにSAMが実行したコマンドの中で、1994年6月5日午前8時から1994年8月14日午後10

時までの間に実行されたものだけを表示します。データは対話型で表示します。

samlog_viewer -s 060508001994 -e 081422001994 -lC -u tom

標準入力から非対話型でデータを読み取り、タイムスタンプをつけ、その結果を stdin.out という名称の
ファイルに保存します。

cat datafile | samlog_viewer -t -o stdin.out -

上記の例と同じ動作を実行しますが、データは標準出力に書き込まれます。

cat datafile | samlog_viewer -t -o - -

または

cat datafile | samlog_viewer -tn -

ファイル
/var/sam/log/samlog SAMログファイル。

/var/sam/log/samlog.old samlog のアーカイブバージョン。ログファイルのサイズが大きくな
りすぎてSAMによって自動的にトリムされた場合に作成されるもの。
その内容は samlog_viewer が読み取るログエントリーに含まれま
す。

/tmp/LFV_pid samlog_viewer が使用する一時ファイル。
/tmp/LFV_RUNpid
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名称
sccs − SCCS コマンド用のフロントエンドユーティリティープログラム

構文
sccs [-r] [-d rootpath] [-p dirpath] command [options] [file ... ]

説明
sccs コマンドは、Source Code Control System を構成する各種のプログラムに対する直接のフロントエン
ドです。これには、set-user-id を別のユーザー向けに実行することにより複数のユーザーが SCCS ファイル
に共通にアクセスできるようにする機能が含まれます。sccs を使えば、SCCS ファイル名を明示的に参照す
る手間が省けます。SCCS ファイル名は、指定されたワークファイルのファイル名 (files) の前に文字列
SCCS/s. を連接することにより、生成されます。デフォルトの SCCS サブディレクトリ名は、-p dirpath

オプションで変更できます。

sccs コマンドに command として指定できるのは、SCCS プログラムか疑似コマンドのいずれかです。
sscs が扱う SCCS プログラムには、admin、cdc、comb、delta、get、help、prs、rmdel、sact、
unget、val、what および sccsdiff があります。疑似コマンドは次のとおりです。

check 編集中のすべてのファイルの一覧をプリントします。ファイルが編集中の場合には、
ゼロ以外の終了ステータスを返します。この目的は、あるバージョンをインストール
する前に、SCCS ファイル内にすべてが設定されていることを確認するために make-

file 内に「install」エントリーを配置することです。-b、 -u user および -U オプ
ションについての説明は、info 疑似コマンドを参照してください。

clean SCCS ファイルから作成し直すことができる、現在のディレクトリ、または指定され
たディレクトリから、すべてのファイルを削除します。編集中のファイルは削除しま
せん。-b が指定されると、どのファイルが現在編集中かを判断するときに分岐 (つ
まり３つ以上の構成要素を持つ SID) が無視されます。そのため、分岐上の編集内容
は失われてしまう可能性があります。

create file で指定されたファイルの内容を取り込んで、SCCS イニシャルファイルを作成し
ます。admin に対するすべてのオプションが受け付けられます。ファイルが正常に
作成されると、元のファイルのファイル名の先頭に , (カンマ) が付きます。読み取
り専用のコピーは、get を使用して取得できます。名前の先頭にカンマが付いた
ファイルは、SCCS ファイルの作成が成功したことを確認できたら、削除してくださ
い。

delget 指定されたファイルに対して delta を実行してから、その新しいバージョンを get

します。新しいバージョンのファイルには拡張された識別キーワードがあるので、こ
れらのファイルを編集することはできません。 [−mprsy] オプションは delta に渡
され、 [−bceiklsx] オプションは get に渡されます。

deledit delget と等価ですが、get のフェーズに -e オプションが含まれます。
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diffs 編集中のファイルの現在のバージョンと SCCS フォーマットでのバージョンとの
diff 一覧を出力します。 [-rcixt] オプションは get に渡されます。 [-lsefhb]

オプションは diff に渡されます。-C オプションは、-c として diff に渡され
ます。

edit get -e と等価です。

enter create と等価ですが、get は行われません。この疑似コマンドは、SCCS ファイ
ルの作成直後に edit コマンドを実行したい場合に役に立ちます。

fix 指定されたデルタを削除しますが、現在のディレクトリにあるデルタのコピーは残し
ます。 -r SID オプションが必要で、ソースツリー内のリーフを指し示す必要があり
ます。変更内容の記録は保存されないので、fix の使用には注意が必要です。

info 編集中のファイルの一覧を出力します。-b オプションは、どのファイルが編集中か
を判断するときに分岐を無視します。 -u user オプションは、user が現在編集して
いるファイルだけを一覧にして出力します。-U オプションは -u current_user と等
価です。

print 指定されたファイルについての情報をプリントします。prs -a の後に get -p -m

-s を実行した場合と等価です。

tell 編集中のすべてのファイルの一覧を出力します。各エントリーの後ろには改行が１つ
付きます。-b、 -u user および -U オプションについての説明は、info の項を参
照してください。

unedit unget と等価です。最後の get 以降の変更内容は失われます。注意して使用して
ください。

不用意に権限が変更されてしまうのを防ぐため、admin、cdc、check、clean、diffs、info、rmdel、
sccsdiff および tell コマンドでは、set-user-id 機能を使用できません。これらのコマンドは、常に実
ユーザーとして実行します。

オプション
SCCS コマンドに対して指定する オプションについては、該当の SCCS マンページに記載されています。疑
似コマンドに対して指定するオプションについては、上に記載されています。コマンドの前に指定するその他
のオプションについては、次に説明するとおりです。

-d rootpath SCCS ファイルのルートディレクトリとして使用されるパス名を指定します。デフォ
ルトの rootpath は現在のディレクトリです。このフラグは、PROJECTDIR 環境変数
よりも優先されます。

-p dirpath SCCS ファイルのパス名を指定します。デフォルトは SCCS ディレクトリです。
rootpath の後ろに dirpath が付けられ、パス名の最後の構成要素の前に挿入して連接
されます。
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-r は sccs が set-user-id している実効ユーザーではなく実ユーザーとして sccs を実
行します。

コマンド sccs -d /usr -p cmd get src/b

は、

get /usr/src/cmd/s.b

になります。これを使用して、別名 (エイリアス) を作成できます。たとえば、次のコマンド

alias syssccs="sccs -p /usr/src/cmd"

は、syssccs を syssccs get b のようにコマンド中に使用できる別名 (エイリアス) にします。

多言語化対応
環境変数

PROJECTDIR 環境変数が設定されている場合には、その値を使って -d rootpath オプションの rootpath の
値が決められます。PROJECTDIR の値の先頭がスラッシュ (/) の場合には、その値が直接使用されます。先
頭がスラッシュ以外の場合には、その値はログイン名とみなされ、ログイン名に対応するホームディレクトリ
内に src または source という名前のサブディレクトリがあるかどうかが調べられます。このサブディレク
トリが見つかった場合には、このディレクトリパスが使用されます。見つからなかった場合は、その値は相対
パス名として使用されます。

LC_CTYPE は、ファイル内のテキストが、シングルバイト文字かあるいはマルチバイト文字か、またはその両
方であるかの解釈を決定します。

LC_MESSAGES は、メッセージを表示する言語を決定します。

LC_CTYPE または LC_MESSAGES が現在の環境において指定されていない場合、もしくは空の文字列が設定
されている場合、LANG の値がそれらの変数のデフォルトとして使用されます。LANG が指定されていない
か、空の文字列が設定されている場合、"C" (lang(5) 参照) のデフォルトが LANG の代わりに使用されます。

どの国際化変数においても、それが無効な設定であった場合、sccs はすべての国際化変数が "C" として設定
されている場合と同様に動作します。environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングルバイトおよびマルチバイト文字コードセットがサポートされます。

戻り値
正常に終了すると、0 を返します。エラーの場合には、sccs は <sysexits.h> からの値か、または実行さ
れた command の終了値を返して終了します。ただし、check 疑似コマンドだけは例外で、ファイルが編集
中の場合にゼロ以外の終了ステータスを返します。

例
SCCS ファイルを新規作成するには、次のようにします。
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sccs create file

編集用のファイルを取得し、編集し、新しいデルタを作成して編集用のファイルを取得するには、次のように
します。

sccs edit file.c

ex file.c

sccs deledit file.c

他のディレクトリにあるファイル (/usr/src/cmd/SCCS/s.cc.c) を取得するには、次のようにします。

sccs -d /usr/src get cmd/cc.c

現在のディレクトリにあるたくさんのファイルのデルタを作成するには、次のように入力します。

sccs delta *.c

編集中のファイルのうち分岐上にないものの一覧を取得するには、次のように入力します。

sccs info -b

自分が現在編集しているファイルの一覧を取得するには、次のように入力します。

sccs tell -u

SCCS ファイルがまだ存在しない場合に makefile 中で SCCS ファイルからソースファイルを取得するには、
次のように入力します。

SRCS = <ソースファイルのリスト>

$ (SRCS) :

sccs get $(REL) $@

参照
admin(1), cdc(1), comb(1), delta(1), get(1), prs(1), rmdel(1), sact(1), sccsdiff(1), sccshelp(1), unget(1), val(1),

vc(1), what(1), sccsfile(4)

『HP-UX Linker and Libraries User’s Guide』の「SCCS: Source Code Control System」の章

標準準拠
sccs: XPG4
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名称
sccsdiff − SCCSファイルの2つのバージョンの比較

構文
sccsdiff -rSID1 -rSID2 [-p] [-sn ] file ...

説明
sccsdiff コマンドは SCCS ファイルの2つのバージョンを比較し、 2つのバージョンの差分を生成します。
SCCSファイルはいくつでも指定できますが、引き数はすべてのファイルに適用されます。

-rSID? SID1 および SID2 は、比較される SCCSファイルのデルタを指定します。バージョン
は、与えた順番で bdiff に渡されます。( bdiff (1) を参照)。受け付けられる SIDお
よび比較のために読み出される対応バージョンは get の場合と同じです( get(1) を参
照)。

-p 各ファイルごとに出力を pr を通してパイプ接続します( pr(1) を参照)。

-sn n は、 bdiff が diff に渡すファイルセグメントサイズです( diff (1) を参照)。こ
れは、 diff がシステム負荷が高いために異常終了するときに便利です。

多言語化対応
サポートされる国際的コードセット

マルチバイト文字のファイル名がサポートされないことを除いて、シングル/マルチバイトの文字コードセット
がサポートされています。

診断
file: No differences

2つのバージョンは同じです。

説明については、 sccshelp(1) を使用してください。

ファイル
/tmp/get????? テンポラリファイル

参照
bdiff(1), diff(1), get(1), pr(1), sccshelp(1)
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名称
sccshelp − SCCS コマンドのヘルプ要求

構文
sccshelp [arg] ...

説明
sccshelp コマンドは、SCCS コマンドからのメッセージについて、または SCCS コマンドの使い方につい
て説明する情報を検索します。0個または 1個以上の引き数を指定できます。引き数を指定しないと、 scc-

shelp は次のように引き数の入力を要求します。

What is the message number or SCCS command name?

引き数は、メッセージ番号 (通常はメッセージの後ろにかっこ付きで表示されています) かコマンド名のどちら
かで、次のいずれかの型を指定します。

型 1 数字以外の文字で始まり、数字で終わる。この数字以外の接頭辞は、通常はメッセージを
発行したプログラムまたは一連のルーチンの名前の省略形 (例えば、 ge6 は、 get コマ
ンドが発行したメッセージ６を表す)。

型 2 数字を含まない (get などのコマンド)。

型 3 すべて数字 (例えば、 212)

このプログラムは、引き数に関する説明情報が存在する場合には、その情報を返します。

helploc ファイルを使用して、 sccshelp が他のコマンドもサポートするようにできます。これを行うに
は、 適 切 な フォー マッ ト で ヘ ル プ ファ イ ル を 作 成 し、 作 成 し た ヘ ル プ ファ イ ル の 位 置 を
/usr/share/lib/sccshelp/helploc に登録します。

多言語化対応
環境変数

LC_CTYPE は、テキストの解釈をシングルバイト文字またはマルチバイト文字、あるいはその両方に指定しま
す。

LANG は、表示されるメッセージの言語を決定します。

LC_CTYPE が指定されていないか、または値がヌルの場合には、デフォルトの LANG の値になります。
LANG が指定されていないか、または値がヌルの場合には、デフォルトの "C" になります (lang(5) を参照)。
不当な値が設定されている国際化変数があると、すべての国際化変数の値がデフォルトの "C" になります。
environ(5) を参照してください。

サポートされる国際的コードセット
シングルバイトおよびマルチバイト文字コードセットがサポートされます。
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診断
There is not a place to look for help on the subject of arg

There is not any help available on the subject of arg

他のすべてが失敗した場合には、 sscshelp stuck を試してみてください。

例
SCCS の get コマンドをパラメーターなしで入力すると、次のメッセージが表示されます。

ERROR: missing file arg (cm3)

このコマンドについてのヘルプが見たい場合には、次のように入力します。

sccshelp get

すると、次のように表示されます。

get:

get [-r<SID>] [-c<cutoff>] [-i<list>] [-x<list>] [-a<seq no.>]

[-k] [-e] [-l<p>] [-p] [-m] [-n] [-s] [-b] [-g] [-t]

[-w<string>] file ...

エラー番号についてのヘルプが見たい場合には、次のように入力します。

sccshelp cm3

すると、次のように表示されます。

cm3:

"missing file arg"

You left off the name of the file to be processed.

警告
現在は SCCS コマンドだけが sccshelp を使用しています。

ファイル
/usr/share/lib/sccshelp

メッセージテキストのファイルが格納されているディレクトリ

/usr/share/lib/sccshelp/cmds

sccshelp がサポートするコマンドの一覧

/usr/share/lib/sccshelp/helploc

/usr/share/lib/sccshelp ディレクトリにないヘルプファイルの位置情報が登録されているファ
イル
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名称
script − ターミナルセッションのタイプスクリプトの作成

構文
script [-a] [ file ]

説明
script は、すべてのタイプスクリプトをターミナル上にプリントします。それは、SHELL 環境変数により
指定されたシェルまたはデフォルトの /usr/bin/sh, を起動し、そのシェルまたはその子孫から擬似ターミ
ナル装置を使用して出力のコピーを無音でターミナルに記録します (pty(7) を参照)。

-a オプションを与えた場合、全出力は file に追加、または file に書き出されます。ファイル名を与えない場
合、出力は typescript という名前のファイルにセーブされます。記録は、後で lp(1) でラインプリンター
に送ったり、cat(1) の -v オプションで安全にレビューしたりすることができます。

フォークされたシェルが終了する場合 (または、ユーザーが exit とタイプすることによりセッションを終了
する場合)、またはシェルおよびその子孫がすべて擬似ターミナル装置をクローズする場合、記録は終了しま
す。

このプログラムは、CRT ディスプレイの操作およびダイアログのハードコピー記録を行いたい場合に便利で
す。また、セッション監査の単純な形式にも使用できます。

script は su(1), sh(1), および ksh(1) で記述されるログインシェルに関する規約を考慮しています。した
がって、ハイフン (-) で始まるコマンド名で呼び出された場合 (つまり、-script)、script はハイフンも
前に付けてベース名をシェルに渡します。

script を起動する前に、環境変数 SCRIPT_USE_IXOFF を設定しておくと、入力のフロー制御が有効にな
ります。この環境変数の使用については、警告の項を参照してください。

例
ユーザーのスクリーンにプリントされたすべてのものをファイル scott にセーブします。

script scott

ユーザーのスクリーンにプリントされたすべてのもののコピーをファイル temp に追加します。

script -a temp

警告
宛先ファイルの内容を表示する cat scott などのコマンドは、それにより script が全ディスクスペース
残量を満たすまで、cat コマンドの出力をそれ自体にログするため、script の実行中に発行してはなりま
せん。more(1) などの他のコマンドでも同じ問題が起こる可能性がありますが、程度は小さいです。

script は、タイピングエラー、バックスペース、およびカーソル移動を含め、すべての受信した出力を file

に記録します。エコーされた文字のみを記録し、タイプされた文字は記録しないことに注意してください。し
たがって、パスワードは file に記録されません。単純なエコー (スクリーン指向のエディタおよび ksh のコ
マンド編集の出力など) 以外の応答は、元のセッションで表示されたように記録されます。
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入力のフロー制御が行われない (SCRIPT_USE_IXOFF が設定されていない) 場合、script 使用中にデータ
が失われることがあります。ただし、SCRIPT_USE_IXOFF と IXANY の両方が設定されている場合、
script(1) が予期しない動作をすることがあります。

著者
script はカリフォルニア大学バークレー校およびHPで開発されました。
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名称
sdiff − 行単位で相違を示すプログラム

構文
sdiff [options...] file1 file2

説明
sdiff は、-b オプション (後続の空白 (スペースとタブ) を無視し、空白の他の文字列を等価と扱う) を指定
した diff (1) の出力を使用し、２つのファイルの行単位の並列リストを生成し、異なる行を示します。行が同
じである場合、２つのファイルの各行はその間に空白の余白を置いて表示されます。行が file1 にのみ存在す
る場合は余白に < を、行が file2 にのみ存在する場合は余白に > を、異なる行には | を表示します。

例を示します。

abc | xyz

abc abc

bca <

cba <

dcb dcb

> cde

オプション
sdiff が認識するオプションは以下のとおりです。

-w n 次の引き数、n を出力行の幅として使用します。n の最大値は 2048 (LINE_MAX) で
す。デフォルトの行の長さは 130文字です。

-l 行が同じである場合、左側にのみ表示します。

-s 同じ行を表示しません。

-o output 次の引き数、output を file1 および file2 のユーザー制御のマージとして作成される第３
のファイル名として使用します。file1 および file2 の同じ行は output にコピーされま
す。diff (1) によって生成されるのと同じ、相違のセットが表示されます。ただし、１つ
１つの相違のセットごとに共通の余白文字が１文字表示されます。相違の各セットを表
示した後で、sdiff は % のプロンプトをユーザーに表示し、以下のユーザーがタイプ
するコマンドのいずれかが入力されるまで待機します。

l 左側のカラムを出力ファイルに追加します。

r 右側のカラムを出力ファイルに追加します。

s 無表示モードをオンにします。同じ行を表示しません。

v 無表示モードをオフにします。
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e l 左側のカラムに対してエディターを呼び出します。

e r 右側のカラムに対してエディターを呼び出します。

e b 左側と右側の連結に対してエディターを呼び出します。

e 長さゼロのファイルに対してエディターを呼び出します。

q プログラムを終了します。

エディターから終了する際に生成されるファイルは output ファイルの終わりに連結され
ます。

例
132 カラムまで印字できるプリンターに、ファイルの２つのバージョンの行単位の相違を、並列して印刷しま
す。

sdiff -w132 prog.c.old prog.c | lp -dlineprinter

RCS からファイルの最も新しいチェックインバージョンを取り出し、現在チェックアウトされているバージョ
ンと比較します。

co -p prog.c > /tmp/$$; sdiff /tmp/$$ prog.c | more; rm /tmp/$$

参照
diff(1), ed(1)
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名称
sed − ストリームテキストエディタ

構文
sed [-n] script [ file ... ]

sed [-n] [-e script ] ... [-f script_file ] ... [ file ... ]

説明
sed は、指定テキスト files (デフォルトは標準入力)を最大 100コマンドまでのスクリプトに従って編集し、
標準出力にコピーします。完全な入力行のみが処理されます。ファイルの終端の入力テキストで、改行文字で
終了していないものはすべて無視されます。

オプション
sed が認識するオプションは以下のとおりです。

-f script_file

ファイル script_file からスクリプトを取得します。

-e script script に従って編集します。-e オプションが１つだけあり、-f オプションがない場
合、フラグ -e は省略できます。

-n デフォルトの出力を抑止します。

sed は、すべての -escript および -fscript_file の引き数を与えられた順に解釈します。-e および -f オプ
ションを混合して使用する場合、予測不可能な誤った結果をまねかないように注意してください。

コマンドスクリプト
スクリプトはエディタコマンドからなり、１行につき１コマンドを書きます。形式は以下のとおりです。

[ address [, address ] ] function [ arguments ]

通常の動作では、sed は入力行をパターンスペースに繰り返しコピーし (D コマンドの後に何も残っていない
場合)、addresses がそのパターンスペースを選択しているコマンドをすべて順番に適用した後、スクリプトの
終わりでパターンスペースを標準出力にコピーし (-n が指定されている場合を除く)、パターンスペースを削
除します。

コマンドによっては、保留スペースを使用して次の読み出しのためにパターンスペースの全部または一部を
セーブするものもあります。

コマンドアドレス
address は、複数のファイルに渡り累積的に入力行をカウントする 10進数、最後の入力行をアドレス指定する
$ , またはコンテキストアドレスのいずれかです。例えば、ed(1) スタイルの / 正規表現 / は以下のように修
正されます。

• コンテキストアドレスでは、? が任意の文字である \ ?正規表現? という構文は / 正規表現 / と同
等となります。コンテキストアドレスでは、\xabc\xdefx の２番目の x は自分自身を示すた
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め、正規表現は abcxdef となります。

• エスケープシーケンス \n は、パターンスペースに埋め込まれた改行文字に一致します。

• ピリオド (.) は、パターンスペースの末端にある改行を除くすべての文字に一致します。

• アドレスのないコマンド行は、すべてのパターンスペースを選択します。

• １つのアドレスがあるコマンド行は、アドレスと一致するすべてのパターンスペースを選択しま
す。

• ２つのアドレスがあるコマンド行は、最初のアドレスと一致する最初のパターンスペースから、次
の２番目のアドレスと一致する次のパターンスペースまでの範囲を選択します (２番目のアドレス
が最初に選択された行番号以下の番号の場合、１行のみが選択されます)。それ以降プロセスは、
再度最初のアドレスを検索して繰り返されます。

sed は基本正規表現構文をサポートします (regexp(5) を参照)。

また、編集コマンドは否定関数 ! (以下に説明します)を使用して、選択されていないパターンスペースのみ
に適用することもできます。

コマンド機能
以下の機能のリストでは、各機能の許容可能なアドレスの最大数をかっこで囲んで示します。他の機能の要素
は以下のように解釈されます。

text 改行を隠すために最後が \ で終わるものを除く１行以上の行のすべて。text における
バックスラッシュは、s コマンドの置換文字列のバックスラッシュのように処理され、
最初の空白およびタブが各スクリプト行で削除されないよう保護するのに使用できま
す。

rfile コマンド行を終了させなければならず、１文字の空白のみが必ず前に付いていなければ
なりません。

wfile コマンド行を終了させなければならず、１文字の空白のみが必ず前に付いていなければ
なりません。それぞれの wfile は、処理が始まる前に作成されます。 wfile 引き数とし
て、最大で 10個までの異なる値を指定できます。

sed は以下の機能を認識します。

(1)a\

text 追加。次の入力行を読み込む前に、text を出力に書き出します。

(2)b label : label のあるコマンドに分岐します。label を指定しないと、スクリプトファイルの終端に分岐
します。

(2)c\

text 変更。パターンスペースを削除します。0 または１つのアドレスで、あるいは２つのアドレス範
囲の終端で、text を出力に書き出します。次のサイクルを開始します。
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(2)d パターンスペースを削除し、次のサイクルを開始します。

(2)D パターンスペースの最初のセグメントを最初の改行まで削除し、次のサイクルを開始します。

(2)g パターンスペースの内容を保留スペースの内容と置き換えます。

(2)G 保留スペースの内容をパターンスペースに追加します。

(2)h 保留スペースの内容をパターンスペースの内容と置き換えます。

(2)H パターンスペースの内容を保留スペースに追加します。

(1)i\

text 挿入。text を標準出力に書き出します。

(2)l パターンスペースのリストを明確な形式で標準出力に示します。プリント不能文字は３桁の８進
フォーマット (前にバックスラッシュを付けて)で表され、長い行は折り返されます。

(2)n (コマンド行の -n オプションまたは script ファイルにおける #n コマンドによって)デフォルト
の出力が抑止されていない場合、パターンスペースを標準出力にコピーします。パターンスペー
スを次の入力行と置き換えます。

(2)N 次の入力行を埋め込まれた改行とともにパターンスペースに追加します (現在の行番号は変化し
ます)。

(2)p プリント。パターンスペースを標準出力にコピーします。

(2)P 最初の改行までパターンスペースの最初のセグメントを標準出力にコピーします。

(1)q 終了。スクリプトファイルの終端に分岐します。新しいサイクルは開始しません。

(1)r rfile rfile の内容を読み込み、次の入力行を読み込む前に出力に書き出します。

(2)s/regular expression/replacement/flags

パターンスペースの regular expression のインスタンスを replacement 文字列で置き換えます。
/ の代わりに任意の文字を使用できます。より詳しい説明については、ed(1) を参照してくださ
い。flags は以下のゼロ個以上のいずれかです。

n n = 1-2048 (LINE_MAX) パターンスペースにある regular expression の n 番目
と置き換えます。

g グローバル。regular expression の重複しないインスタンスを、最初の１つだけ
ではなくすべて置き換えます。

p 置換が行われたが、 (コマンド行の -n オプションまたは script ファイルにお
ける #n コマンドによって) デフォルト出力が抑止されている場合、パターンス
ペースをプリントします。

w wfile 書き込み。置換が行われた場合、パターンスペースを wfile に追加します。
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(2)t label テスト。入力行が最後に読み込まれた後、または t が最後に実行された後に置換えが何か行わ
れた場合、: label のあるコマンドに分岐します。label が空の場合、スクリプトの終端に分岐し
ます。

(2)w wfile 書き込み。パターンスペースを wfile に追加します。

(2)x パターンおよび保留スペースの内容を交換します。

(2)y/string1/string2/

変換。存在する string1 の文字をすべて string2 の対応する文字に置き換えます。string1 およ
び string2 の長さは等しくなければなりません。

(2)! function

否定。function (または、function が { の場合はグループ)を単一または複数のアドレスによっ
て選択「されない」行に対してのみ適用します。

(0): label このコマンドは何も実行しません。b および t コマンドに分岐する label に使います。

(1)= 現在の行番号を行として標準出力に書き出します。

(2){ そのパターンスペースが選択されている場合のみ、対応する } まで以下のコマンドを実行しま
す。構文は以下のとおりです。

{ cmd1

cmd2

cmd3

.

.

.

}

(0) 空のコマンドは無視されます。

(0)# スクリプトファイルの先頭行の先頭文字が # の場合、その行全体は以下の場合を除いてコメン
トとして処理されます。# の後の文字が n の場合、デフォルトの出力は抑止されます。また、
#n の後の行の残りは無視されます。スクリプトファイルには、少なくとも1行の非コメント行
を含まなければなりません。

多言語化対応
環境変数

LANG は、設定されていないまたはヌルの国際化変数に対して、デフォルトの値を用意します。LANG が設定
されていないかヌルの場合には、デフォルト値 "C" (lang(5) を参照) が使用されます。国際化変数のいずれか
に無効な設定値が入っていると、sed はすべての国際化変数が "C" に設定されているものとして動作しま
す。environ(5) を参照してください。

LC_ALL は、空でない文字列値に設定されていると、他のすべての国際化変数の値をオーバーライドします。
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LC_CTYPE は、テキストのシングルバイト/マルチバイト文字の解釈、プリント可能な文字の分類、また正規
表現内の文字クラス式と一致する文字を決定します。

LC_MESSAGES は、標準エラーに書き込まれる診断メッセージと標準出力に書き込まれる情報メッセージの
フォーマットおよび内容の設定に使用する、ロケールを決定します。

NLSPATH は、LC_MESSAGES を処理するメッセージカタログの位置を決定します。

サポートされるコードセット
シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

例
コマンド行またはシェルスクリプトからファイルにおいて単純な置換を行い、abc を xyz に変更します。

sed ’s/abc/xyz/’ file1 >file1.out

上記と同じですが、文字列の検索および置換において、シェルまたは環境変数 var1 および var2 を使用し
ます。

sed "s/$var1/$var2/" file1 >file1.out

または

sed ’s/’$var1’/’$var2’/’ file1 >file1.out

１つのコマンドで複数の置換を行います。

sed -e ’s/abc/xyz/’ -e ’s/lmn/rst/’ file1 >file1.out

または

sed -e ’s/abc/xyz/’ \

-e ’s/lmn/rst/’ \

file1 >file1.out

警告
sed ではコマンドスクリプトは全部で最大 100コマンドまでに制限されます。

ホールドスペースは 8192文字に制限されます。

sed はテキストファイルのみを処理します。テキストファイルの定義およびその制限については、用語集を参
照してください。

著者
sed は OSF および HP によって開発されました。

参照
awk(1), ed(1), grep(1), environ(5), lang(5), regexp(5)

sed については、『Text Processing Users Guide』の「A Non-Interactive Streaming Editor」チュートリ
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アル

標準準拠
sed: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
send_sound − 音声ファイルの再生

構文
/opt/audio/bin/send_sound [-format_switch -server system -loop number -pri priority -srate

rate -prate rate -stereo]

説明
このコマンドは、音声ファイルを再生します。 send_sound は、HP VUE ファイルマネージャで音声ファイ
ルをダブルクリックしたときに使用されるコマンドです。音声制御パネルの設定内容に従って、指定された
ファイルの再生を開始します。

-format_switch には、次のいずれかを指定できます。

au Sun ファイルフォーマット

snd NeXT ファイルフォーマット

wav Microsoft RIFF Waveform ファイルフォーマット

u MuLaw フォーマット

al ALaw

l16 リニア 16ビットフォーマット

lo8 オフセット (符号なし) リニアビットフォーマット

l8 リニア 8ビットフォーマット

このオプションを使って音声ファイル名を指定しないと、 send_sound は stdin から入力
される音声データを再生します。

-server system

system (システム名または TCP/IP アドレスのいずれか) で識別される音声サーバーからの出
力データが格納されているファイルを再生します。

-loop number

number で指定された回数だけファイルを再生します。再生元が stdin の場合には、このオ
プションは使用できません。つまり、音声ファイル名の指定が必要です。

-pri priority urgent、hi、normal、または lo のように指定した priority (優先順位) に従って、ファ
イルを再生します。

-srate rate 再生元音声ファイルのサンプリングレートを rate に設定します。

-prate rate 音声ファイルを rate に設定されたサンプリングレートで再生します。

-stereo ステレオファイルを再生します。このオプションは、ステレオデータが格納されている raw

データファイルを再生する場合にだけ必要です。
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著者
send_sound は、 HPで開発されました。
NeXT は NeXT Computers, Inc. の商標です。
Microsoft は米国マイクロソフト社の登録商標です。

参照
audio(5), asecure(1m), aserver(1m), attributes(1), convert(1)
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名称
serialize − ターゲットプロセスの他のプロセスとの順次実行を強制

構文
serialize command [command_args]

serialize [-t] [-p pid]

説明
serialize コマンドは、ターゲットプロセスを、このコマンドでマークする他のプロセスとともに順次に実
行させます。ターゲットプロセスは pid 値によって参照することも、 command で直接呼び出すこともできま
す。プロセスを一度 serialize でマークすると、同じプロセスに -t オプションを指定した serialize

を出さない限り、プロセスが完了するまでマークされたままになります。 -t オプションは、 -p オプション
で指定された pid を通常のタイムシェアリングスケジュールアルゴリズムに戻します。

大型プロセスでは、それぞれのプログラムを短時間ずつ実行するよりも順次に実行する方が、プロセスのス
ループットが向上するため、このコールをプロセスのスループットを向上させるために使用することができま
す。大型プロセスを一度に1つずつ実行すれば、システムはシステムメモリーだけでなくCPUも効率的に使用
できるようになります。それぞれのプロセスが常時ワーキングセット内で停止して、別のプロセスが実行を開
始するとそのプロセスにページを使われるという状態がなくなるためです。システムに十分なメモリーがある
間は、 serialize でマークしたプロセスもシステム内の他のプロセスと同様に処理されます。しかしメモ
リーの残量が少なくなってくると、 serialize でマークしたプロセスは優先順位の高いものから順に、1つ
ずつ実行されるようになります。各プロセスは、別の順次処理プロセスの実行が許可されるまで、限られた時
間の間だけ実行されます。

オプション
serialize は次のオプションをサポートします。

-t pid で指定されているプロセスをタイムシェアリング スケジュールに戻すよう指定しま
す。

-p ターゲットプロセスの pid を指定します。

どちらのオプションも指定しないと、 serialize はそれを指定したコマンド行で呼び出されます。

戻り値
serialize は次の値を戻します。

0 正常終了。
1 pid の指定が無効、非数値の入力、または <= PID_MAXSYS。
2 指定されたコマンドを実行できなかった。
3 プロセスが存在しない。
4 serialize を実行するには、ルートまたはSERIALIZE特権をもつグループのメンバーでなけ

ればならない。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 361



serialize(1) serialize(1)

エラー
serialize は以下の条件のもとでエラーを発生し、 errno( errno(2) を参照)をそれぞれ該当する値に設定
します。

[ESRCH]

指定された pid が存在しない。

例
serialize を使用して、データベースアプリケーションを、順次処理のマークがつけられた他のプロセスと
ともに順次に実行させます。

serialize database_app

pid 値が215の現在実行中のプロセスを、順次処理のマークがつけられた他のプロセスとともに順次に実行さ
せます。

serialize -p 215

以前に順次処理のマークをつけたプロセスを、通常のタイムシェアリングスケジュールに戻します。この例の
ターゲットプロセスの pid は 174 です。

serialize -t -p 174

警告
ユーザーは、順次処理するプロセスの実行順序を指定することはできません。

著者
serialize はHPによって開発されました。

参照
setprivgrp(1M), getprivgrp(2), serialize(2)
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名称
setacl − ファイルのアクセス制御リスト(ACL)の変更(JFSファイルシステムのみ)

構文
setacl [-n] -s acl_entries file...

setacl [-n] -m|-d acl_entries [-m|-d acl_entries]... file...

setacl [-n] -f acl_file file...

説明
setacl は指定された各 file について、ディレクトリ用のデフォルトエントリーも含めてそのACL全体を置
き換えるか、または、ディレクトリ用のデフォルトエントリーも含めて、複数のACLエントリーを追加、変
更、または削除します。

-s オプションを使うと、コマンド行に指定したエントリーから構成されるACLを設定できます。-f オプ
ションを使うと、acl_file ファイル内のエントリーから構成されるACLを設定できます。-d オプションを使
うと、ファイルのACLから指定した1つまたは複数のエントリーを削除できます。-m オプションを使うと、
指定した1つまたは複数のACLエントリーを追加または変更できます。

以下のいずれかのオプションを必ず指定しなければなりません。-s、-m、-d、または -f。-s オプションま
たは -f オプションを指定した場合は、その他のオプションは無効になります。-m オプションと -d オプ
ションを組み合わせることも、複数の -m オプションと -d オプションを指定することも可能です。

-m オプションと -s オプションについては、acl_entries に、以下の一覧に示す1つまたは複数のACLエント
リーをカンマで区切って指定します。-f オプションについては、acl_file ファイル内に、同じく以下の一覧
に示すACLエントリーを1行に1つずつ指定しておきます。デフォルトエントリーは、ディレクトリの場合に
のみ指定できます。太字は、ここに示したとおりに文字列を入力しなければならないことを示します。大かっ
こ([])は省略可能な文字列を、また斜体はユーザーが指定する内容を示します。縦線(|)で区切られた要素は、
いずれか1つを必ず選択しなければなりません。

u[ser]::operm| perm

u[ser]:uid:operm| perm

g[roup]::operm| perm

g[roup]:gid:operm| perm

c[lass]:operm| perm

o[ther]:operm| perm

d[efault]:u[ser]::operm| perm

d[efault]:u[ser]:uid:operm| perm

d[efault]:g[roup]::operm| perm

d[efault]:g[roup]:gid:operm| perm

d[efault]:c[lass]::operm| perm

d[efault]:o[ther]::operm| perm

-d オプションの場合は、acl_entries に以下の一覧に示すACLエントリーをパーミッションの指定なしにカン
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マで区切って指定します。ファイルの所有者、所有グループ、およびその他ユーザー用のエントリーは削除で
きない点に注意してください。

u[ser]:uid

g[roup]:gid

d[efault]:u[ser]:

d[efault]:u[ser]:uid

d[efault]:g[roup]:

d[efault]:g[roup]:gid

d[efault]:c[lass]:

d[efault]:o[ther]:

上記の一覧について、ユーザーが指定する内容は以下のとおりです。

perm

には、パーミッションを表す r (読み取り)、w (書き込み)、および x (実行)の各文字を、任意の順番
で最大でも1回ずつ指定します。文字列 - はプレースホルダとして使用します。

operm

は上記のパーミッションを8進表記で表したものであり、7はすべてのパーミッションが与えられている
状態、つまり rwx を表し、0はパーミッションがまったくない状態、つまり --- を表します。

uid はログイン名またはユーザーIDです。

gid はグループ名またはグループIDです。

各オプションの意味は以下のとおりです。

-n 通常 setacl はグループクラス エントリーを再計算して、追加のACLエントリーに指定されている
パーミッションが実際に与えられ、class エントリーに指定されている値が無視されるようにしま
す。-n オプションを指定した場合は再計算は行われず、class エントリーに指定されている値がそ
のまま使われます。

-s ファイルのACLを設定します。既存のACLエントリーはすべて削除されて、新しく指定したACLで置
き換えられます。ファイルの所有者を示す user エントリー、ファイルの所有グループを示す group

エントリー、および other エントリーは必ず1つずつ指定しなければなりません。また、-n オプ
ションを指定しない場合は、class エントリーを必ず1つ指定しなければなりません。追加の user

エントリーや group エントリーも指定できますが、同一の uid を持った user エントリーや、同一
の gid を持った group エントリーは指定できません。

ファイルがディレクトリの場合は、デフォルトのACLエントリーも指定できます。デフォルトエント
リーについては、ファイルの所有者に対する default:user 、ファイルの所有グループに対する
default:group 、ファイルのグループクラスに対する default:class 、およびその他ユーザー
に対する default:other の各エントリーを最大で1つずつ指定できます。追加の default:user

エントリーや default:group エントリーも指定できますが、同一の uid を持った追加の
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default:user エントリーや、同一の gid を持った追加の default:group エントリーは指定でき
ません。

setacl では、-n オプションを指定したかどうかに関わらず、default:class エントリーの再計
算は行われません。

あるエントリーにパーミッションを指定しなければ、そのエントリーに指定した uid または gid は、
ファイルへのアクセスをすべて拒否されます。

エントリーの順番を考慮する必要はありません。ファイルへの適用前にエントリーは自動的にソート
されます。

-m 1つまたは複数の新しいACLエントリーをファイルに追加したり、ファイル上の1つまたは複数の既存
のACLエントリーを変更したりします。指定した uid または gid に対するエントリーが既に存在して
いる場合は、既存のパーミッションが、新しく指定したパーミッションで置き換えられます。指定し
た uid または gid に対するエントリーが存在しない場合は、エントリーが新たに作成されます。

-d 1つまたは複数の既存のACLエントリーをファイルから削除します。ファイルの所有者、所有グルー
プ、およびその他ユーザーに対するエントリーは、ACLから削除できません。あるエントリーを削除
した場合と、そのエントリーからすべてのパーミッションを削除した場合の結果は、必ずしも一致し
ない点に注意してください。例えば特定ユーザーに対するエントリーを削除すると、そのユーザーの
パーミッションは、other エントリー、またはそのユーザーが所属している group エントリーに基
づいて決定されるようになります。

-f ファイルのACLとして、acl_file に指定されたファイル内のエントリーから構成されるACLを設定し
ます。指定されたエントリーについては、-s の場合と同様の制約条件が適用されます。acl_file に指
定されたファイル内のエントリーを特定の順番に並べる必要はありません。acl_file ファイル内の文字
「#」は、コメントを表すために使われます。「#」で始まる文字列は、その行の終わりまで無視され
ます。acl_file が getacl コマンドの出力結果として生成されている場合は、実効パーミッションの
先頭にも「#」が付加されているため、無視される点に注意してください。

setacl コマンドを実行すると、ファイルのパーミッションビットが変更されることがあります。ファイルの
所有者に対する user エントリーを変更した場合は、ファイルの所有者のパーミッションビットが変更されま
す。また other エントリーを変更した場合は、ファイルのその他パーミッションビットが変更されます。さ
らに追加の user エントリーや group エントリーを設定または変更した場合も、追加のユーザーエントリー
やすべてのグループエントリーで許される最大パーミッションを反映するように、ファイルグループのパー
ミッションビットが変更されます。

ACL内に追加の user エントリーまたは追加の group エントリーがない場合は、オブジェクトの所有グ
ループに対する group エントリーと class エントリーのパーミッションは同一でなければなりません。そ
のため、-d オプションを指定した結果、追加の user エントリーや追加の group エントリーがなくなる場
合は、class エントリーのパーミッションが、所有グループエントリーのパーミッションと等しくなるよう
に設定し直されます。この処理は、-n オプションを指定したかどうかに関わらず必ず実行されます。
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ディレクトリの場合は、default エントリーが含まれています。default エントリーを含んでいるディレ
クトリ内にファイルを作成した場合は、新しく作成したファイルにこれらのエントリーが追加されます。ファ
イルの所有者、ファイルの所有グループ、およびその他ユーザーに対するデフォルトのパーミッションは、
umaskとファイル作成呼び出しで指定されたモードによって制約される点に注意してください。

ACL内に追加の default:user エントリーまたは追加の default:group エントリーがなく、オブジェク
トの所有グループに対する default:group エントリーが指定されている場合は、default:class エント
リーも指定しなければならず、オブジェクトの所有グループに対する default:group エントリー内のパー
ミッションと default:class エントリー内のパーミッションは同一でなければなりません。

このコマンドは、ACLをサポートしないファイルシステム上でも実行でき、ファイルの所有者、ファイルの所
有グループ、およびその他ユーザーに対する3つのベースエントリーのパーミッションを設定できます。この
場合は、追加のエントリーおよび default エントリーは指定できません。

例
filea ファイルに1つのACLエントリーを追加して、archer というユーザーに読み取りパーミッションの
みを与えるには、以下のように入力します。

setacl -m user:archer:r-- filea

ユーザー archer に対するエントリーが既に存在していれば、そのエントリーのパーミッションは r-- に置
き換えられます。

filea ファイル用のACL全体を置き換えて、ユーザー archer および fletcher に対するエントリーを追
加してこれらのユーザーに読み書きアクセス権を与え、さらに、ファイル所有者に対するエントリーにはすべ
てのアクセス権を、ファイルグループに対するエントリーには読み取りアクセス権のみを与え、その他ユー
ザーに対するエントリーには一切のアクセス権を与えないようにするには、以下のように入力します。

setacl -s user::rwx,user:archer:rw-,user:fletcher:rw-,\

group::r--,other:--- filea

このコマンドを実行すると、ファイルのパーミッションビットは -rwxrw---- と設定される点に注意してく
ださい。ファイルの所有グループには読み取りパーミッションしか与えられていませんが、すべての追加
user エントリーと、すべての group エントリーに指定できる最大パーミッションは読み書きパーミッショ
ンになります。これは2つの追加 user エントリーに、これらのパーミッションが指定されているためです。

filea ファイルに対して、-f オプションを使って上記と同じACLを設定するには、以下のように入力しま
す。

setacl -f filea.acl filea

filea.acl ファイルには以下の内容を入力しておきます。

user::rwx

user:archer:rw-

user:fletcher:rw-
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group::r--

other:---

-n オプションが指定されていないため、class エントリーは必要ありません。たとえ class エントリー
が存在しても無視されます。

ファイル
/etc/passwd ユーザーID

/etc/group グループID

参照
chmod(1), getacl(1), ls(1), acl(2), aclsort(3C)
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名称
sh − 各種のシステムシェルの概要

構文
POSIXシェル:

sh [±aefhikmnoprstuvx] [±o option] ... [-c string] [ arg ... ]

rsh [±aefhikmnoprstuvx] [±o option] ... [-c string] [ arg ... ]

コーンシェル:
ksh [±aefhikmnoprstuvx] [ ±o option ] ... [-c string ] [ arg ... ]

rksh [±aefhikmnoprstuvx] [±o option ] ... [-c string ] [ arg ... ]

Cシェル:
csh [-cefinstvxTVX] [ command_file ] [ argument_list ... ]

キーシェル:
keysh

説明
特記事項:

POSIX.2 の規格では、 POSIXに準拠したシステム上で、コマンド sh を実行すると、 POSIX シェル ( HP-UX

システム上のファイル /usr/bin/sh にある) がアクティブになり、コマンド man sh を実行すると POSIX

シェルのコマンド行の構文を表示するオンラインマニュアルエントリーが生成されます。

ただし、 sh コマンドは、歴史的に従来のB シェルに関連しているので、一部のユーザーを混乱させる可能性
があります。規格に準拠し、さらに、各種のシェルの関係およびシステム上の位置を明確にするために、この
エントリーでは、各シェルのコマンド行の構文と簡単な説明を行い、各シェルをさらに詳細に説明しているマ
ニュアルエントリーの名称をリストします。

注記 : B シェル (/usr/old/bin/sh) は、HP-UX 11i Version 1.5 以降、削除されました。代りに、POSIX

シェル (/usr/bin/sh) を使ってください。

シェルの説明
HP-UXオペレーティングシステムでは、以下のシェルがサポートされています。

sh /usr/bin/sh ファイル内にある POSIX 準拠のコマンドプログラミング言語およびコマン
ドインタプリタ。端末またはファイルから読み込まれたコマンドを実行することができま
す。このシェルは、事実上 HP-UX システムリリースが導入された時点で現在の POSIX 規
格に従うもので、多くの点でコーンシェルに似ています。 POSIX シェルは、多くの点で
コーンシェルに似ていて、ヒストリメカニズムがあり、ジョブ制御をサポートし、その他
各種の便利な機能を備えています。

ksh /usr/bin/ksh ファイル内にあるコーンシェルコマンドプログラミング言語およびコマン
ドインタプリタ。端末またはファイルから読み込まれたコマンドを実行することができま
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す。このシェルには、 POSIX と同様に、ヒストリメカニズムがあり、ジョブ制御をサポー
トし、その他各種の便利な機能を備えています。

csh コマンドヒストリバッファー、C言語に似た構文およびジョブ制御機能を組み込んでいるコ
マンド言語インタプリタ。

rsh POSIX シェルコマンドインタプリタの限定バージョン。通常のユーザーシェルの機能より
もさらに制御 (限定) された機能を持つログイン名および実行環境を準備します。

rksh コーンシェルコマンドインタプリタの限定バージョン。通常のユーザーシェルの機能より
もさらに制御 (限定) された機能を持つログイン名および実行環境を準備します。

keysh 階層ソフトキーメニューおよびコンテキストに依存するヘルプを使用する標準コーンシェ
ルの拡張型。

シェル: 使用するコマンド:

POSIX Shell /usr/bin/sh ...

コーンシェル /usr/bin/ksh ...

C シェル /usr/bin/csh ...

キーシェル /usr/bin/keysh

これらのシェルは、 /etc/passwd ファイル内のエントリーに従って、デフォルトの実行を行うこともでき
ます。 chsh(1) も参照してください。

警告
多数のマニュアルエントリーでは、シェルの動作を説明したり、「 sh(1) を参照」という参照付きで「シェ
ル」に似たプログラムまたはアプリケーションの動作を説明したりします。

参照
それぞれのシェルの詳細については、以下を参照してください。

keysh(1) キーシェル (/usr/bin/keysh) の説明
ksh(1) コーンシェル (/usr/bin/ksh) の説明
sh-posix(1) POSIXシェル (/usr/bin/sh) の説明
csh(1) C シェル (/usr/bin/csh) の説明
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名称
sh-posix: sh, rsh − 標準および制限付きの POSIX.2 準拠コマンドシェル

構文
sh [±aefhikmnprstuvx] [±o option]... [−c string] [arg]...

rsh [±aefhikmnprstuvx] [±option]... [−c string] [arg]...

特記事項
このシェルは、POSIX.2 シェルおよびユーティリティ標準のシェル仕様に準拠するように作られています。こ
のシェルの他の標準への準拠については、システムに付属の標準準拠ドキュメントで確認してください。

「説明」の項目一覧
シェルの呼び出し ティルドの置換え 環境
オプション コマンドの置換え 関数
rsh の制限 パラメータの置換え ジョブ
定義 空白の解釈 シグナル
コマンド ファイル名生成 実行
単純コマンド 引用 コマンドリエントリー
複合コマンド 算術評価 コマンド行編集
特殊コマンド プロンプト emacs/gmacs 編集モード
コメント 条件式 vi 編集モード
別名指定 入出力

説明
sh はコマンドプログラミング言語で、ターミナルまたはファイルから読み込んだコマンドを実行します。

rsh は sh の制限付きバージョンです。「rsh の制限」の項を参照してください。

シェルの呼び出し
シェルが exec*() システムコールによって呼び出され、引き数ゼロ (シェルパラメータ 0) の最初の文字が
ダッシュ (−) ならば、シェルはログインシェルであるものと仮定され、コマンドは最初に /etc/profile か
ら、次に現在のディレクトリの .profile または $HOME/.profile (いずれかがある場合) から読み出され
ます。最後に、コマンドは、環境パラメータ ENV の値でパラメータ置換えを行うことによって指定された
ファイルが存在すれば、そのファイルから読み出されます。−s オプションがなく、arg がある場合、パス検
索を最初の arg で行って実行するスクリプトの名前を判定します。arg 付きで sh を実行する際、スクリプト
arg には読出しパーミッションがなければならず、setuid および setgid 設定値はすべて無視されます。
コマンドが次に以下の説明に従って読み込まれます。

「特殊コマンド」の項にリストしてあるコマンドの一部の出力を除いて、シェル出力は標準エラー (ファイル
記述子 2) に書き出されます。
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オプション
以下のオプションがシェル呼び出し時にシェルによって解釈されます。

−c string string からコマンドを読み取ります。

−i −i が存在するか、またはシェル入出力がターミナル (tty() によってレポートされている)

に接続されていると、シェルは対話型です。この場合、SIGTERM は無視され、SIGINT は
キャッチされ、無視されます (wait が割り込み可能であるように )。すべての場合におい
て、SIGQUIT はシェルによって無視されます (signal(5) を参照)。

−r シェルは制限付きシェルです。

−s −s が存在するか、または引き数が残っていない場合、コマンドは標準入力から読み出されま
す。

残りのオプションおよびオペランドについては、「特殊コマンド」の項の set コマンドで説明してありま
す。

rsh の制限
rsh は、標準シェルよりも機能が制限される実行環境およびログイン名をセットアップするのに使用します。
rsh の動作は sh と同じですが、次の動作が禁止されている点だけが異なります。

• ディレクトリの変更 (cd 特殊コマンドおよび cd(1) を参照)

• SHELL、ENV、または PATH の値の設定
• / を含むパス名またはコマンド名の指定
• 出力のリダイレクト (>、>|、<>、および >>)

上記の制限は、.profile および ENV ファイルの解釈後に適用されます。

実行するコマンドがシェルプロシージャであることがわかると、rsh は sh を呼び出して実行します。その
ため、エンドユーザーには標準シェルの全機能にアクセスできるシェルプロシージャが提供されますが、コマ
ンドメニューの使用が限られたものに制限されます。この方法では、エンドユーザーに同じディレクトリ内の
書き込みおよび実行パーミッションがないものとみなします。

これらの規則を適用することにより、.profile ファイルの作成者は保証済みのセットアップアクションを実
行すると同時にユーザーを適切なディレクトリ (ログインディレクトリではないもの) に入れて、ユーザーアク
ションを完全に制御することができます。

システム管理者は、rsh によって、安全に呼び出せるコマンドのディレクトリ (通常は /usr/rbin) を頻繁
にセットアップします。HP-UX は、制限付きのユーザーに適した制限付きエディター red (ed(1) を参照) を
提供しています。

定義
メタキャラクタ 以下の文字のいずれか。

; & ( ) | < > 改行 スペース タブ
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空白 タブまたはスペース。

識別子 英字またはアンダースコアから始まる一連の英字、数字、またはアンダースコア。識別
子は関数および名前付きパラメータの名前として使用されます。

ワード １つまたは複数の引用されないメタキャラクタで区切られた一連の文字。

コマンド シェル言語の文法で書かれた文字列。シェルは各コマンドを読み込み、必要なアクショ
ンを直接、または個別のユーティリティを呼び出すことによって実行します。

特殊コマンド 別のプロセスを作成することなくシェルによって実行されるコマンド。説明に記載され
ている副次的影響を除いて、大部分の特殊コマンドは個別のユーティリティとして実現
できます。

# コメントデリミタ。# の後に続く文字は、次の改行まですべて無視されます。

パラメータ 識別子、10進数、または !、#、$、*、−、?、@、_ のいずれかの文字。「パラメー
タの置換え」の項を参照。

名前付きパラメータ 値を割り当てることができるパラメータ。「パラメータの置換え」の項を参照。

変数 パラメータ。

環境変数 ローカルシェルの外部で、通常は export 特殊コマンドによって認識される パラメー
タ。

コマンド
コマンドには、実行可能ファイルを実行する単純コマンド、シェル内で実行される特殊コマンド、および単
純、特殊、複合の各コマンドのグループに対する制御の流れを用意する複合コマンドがあります。

単純コマンド
単純コマンドは空白で区切られた一連のワードで、前にパラメータ割り当てリストを置くことができます (

「環境」の項を参照)。最初のワードは、実行するコマンドの名前を指定します。以下に示すものを除いて、残
りのワードは呼び出すコマンドに引き数として渡されます。コマンド名は引き数 0 として渡されます (exec(2)

を参照 )。単純コマンドの value は、正常終了した場合はその終了ステータスで、異常終了した場合は
128+errorstatus です (errorstatus の値のリストについては、signal(5) を参照)。

パイプラインは、縦線 (|) によって区切った１つ以上のコマンドの列で、オプションで前に感嘆符 (!) を付け
ることができます。各コマンドの標準出力は、最後のものを除いて次のコマンドの標準入力にパイプ ( pipe(2)

を参照) で接続されます。各コマンドは別個のプロセスとして実行されます。シェルは、最後のコマンドが終
了するまで待ちます。! がパイプラインの前になければ、パイプラインの終了ステータスは、そのパイプライ
ンの最後のコマンドの終了ステータスです。そうでなければ、パイプラインの終了ステータスは、そのパイプ
ラインの最後のコマンドの終了ステータスの論理否定です。

list は、;、&、&&、または || によって区切られ、オプションで ;、&、または |& によって終了する、１
つまたは複数のパイプラインの列です。
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; これより前のパイプラインを順次に実行します。list には、コマンドを区切るためにセミコロ
ンの代わりに任意個数の改行を入れることができます。

& これより前のパイプラインを非同期に実行します (つまり、シェルはそのパイプラインの終了
を待ちません)。

|& これより前のコマンド、または 2 ウェイパイプが親シェルに対して確立されたパイプライン
を、非同期に実行します。生成されたコマンドの標準入出力は、特殊コマンド read および
print の −p オプションを使用して、親シェルによって読み書きできます。

&& これより後の list を、これより前のパイプラインがゼロの値を戻す場合にのみ実行します。

|| これより後の list を、これより前のパイプラインが非ゼロの値を戻す場合にのみ実行します。

これらの５つのシンボルのうち、;、&、および |& の優先順位は等しく、&& および || よりも下位です。
シンボル && および || の優先順位も等しくなっています。

複合コマンド
特に説明のない限り、複合コマンドによって戻される値は、複合コマンドで実行される最後の単純コマンドの
値です。セグメントセパレータの ; は、１つ以上の改行で置き換えることができます。

以下のキーワードは、コマンドの最初のワードとしてのみ、引用されていない場合に認識されます。

! } elif for then

[[ case else function time

]] do esac if until

{ done fi select while

複合コマンドは次のいずれかです。

case word in [ [;] [(] pattern [| pattern]...) list ;;]... ; esac

word に一致する最初の pattern に対応づけられた list を実行します。パターンの形式は、ファイル名
生成で使用されるものと同じです (「ファイル名生成」の項を参照)。ケースターミネータの ;; は、
改行で置き換えることはできません。

for identifier [in word ... ] ; do list ; done

identifier を各 word に順番に設定し、do list を実行します。in word ... を省略した場合は、設定
された位置パラメータごとに identifier を設定します。「パラメータの置換え」の項を参照してくださ
い。実行は、リストに位置パラメータまたはワードがなくなった時点で終了します。

function identifier { list ; }

identifier () { list ; }

という名前をもつ関数を定義します。その識別子をコマンドとして実行することによって、関数が呼
び出されます。関数の本体は、{ と } の間にあるコマンドの list です。「関数」の項を参照してく
ださい。
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if list ; then list ; [elif list ; then list ;]... [else list ;] fi

if list を実行し、その終了ステータスがゼロの場合は、最初の then list を実行します。ゼロ以外の
場合は、elif list (指定されている場合) を実行し、その終了ステータスがゼロであれば次の then

list を実行します。それもゼロでないと、else list (指定されている場合) を実行します。else list

または then list が１つも実行されない場合、if はゼロの終了ステータスを戻します。

select identifier [in word ...] ; do list ; done

標準エラー (ファイル記述子 2) に word のセットを、それぞれ前に数値を付けてプリントします。 in

word ... を省略した場合は、代わりに位置パラメータをプリントします (「パラメータの置換え」の
項を参照)。PS3 プロンプトをプリントして、標準入力から REPLY パラメータに行を読み込みま
す。この行がリストにある word のいずれかの数で構成されていると、identifier を対応する word に
設定し、list を実行し、PS3 プロンプトを繰り返します。行が空白の場合は、選択リストを再びプリ
ントし、PS3 プロンプトを繰り返します。それ以外の場合は identifier をヌルに設定し、list を実行
し、PS3 プロンプトを繰り返します。選択ループは、break 特殊コマンドまたはファイル終わりが
検出されるまで繰り返されます。

time pipeline

pipeline を実行し、所要時間、ユーザー時間、システム時間を標準エラーにプリントします。time

キーワードは、pipeline 内のどの位置に指定しても、pipeline 全体の時間を計測します。pipeline で
特定のコマンドの時間を計測する方法については、time(1) を参照してください。

until list ; do list ; done

until list を実行します。リストの最後のコマンドの終了ステータスがゼロ以外であれば、do list

を実行し、もう一度 until list を実行します。until list の最後のコマンドの終了ステータスがゼ
ロの場合、ループを終了します。do list でコマンドが実行されないと、until はゼロの終了ステー
タスを戻します。

while list ; do list ; done

while list を実行します。リストの最後のコマンドの終了ステータスがゼロであれば、do list を実
行し、もう一度 while list を実行します。while list の最後のコマンドの終了ステータスがゼロ以
外の場合、ループを終了します。do list でコマンドが実行されないと、while はゼロ以外の終了ス
テータスを戻します。

( list )

個別の環境で list を実行します。ネスティングのために２つの隣り合う左かっこが必要な場合は、算
術評価を避けるために、間にスペースを挿入しなければなりません。
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{ list ; }

list を実行しますが、個別の環境ではありません。{ はキーワードで、後続の空白が認識される必要
がある点に注意してください。

[[ expression ]]

expression を評価し、expression が真であればゼロの終了ステータスを戻します。expression の説明
については、「条件式」の項を参照してください。[[ および ]] はキーワードで、それらと expres-

sion との間に空白が必要であることに注意してください。

特殊コマンド
特殊コマンドは、シェルプロセスで実行される単純コマンドです。これらは、入出力リダイレクトを行えるよ
うにします。特に他の説明がない限り、ファイル記述子 1(標準出力) がデフォルトの出力位置で、構文エラー
がない場合の終了ステータスはゼロです。

"%" のマークが付けられたコマンドは、以下の方法で特別に処理されます。

1. コマンドの前にある変数の代入式リストは、コマンド終了時にも有効です。
2. 入出力リダイレクトは変数の代入の後で処理されます。
3. エラーが発生した場合、そのエラーのあるスクリプトが打ち切られることがあります。

コマンドの後に続く "&" のマークが付けられた変数の代入の形式のワードは、変数の代入と同じ規則で展開さ
れます。これは、ティルドの置換えが = 符号の後で実行され、ワード分割とファイル名生成は行われないこ
とを意味します。

% : [arg]...

(コロン) パラメータ展開だけを行います。ゼロの終了コードが戻されます。

% . file [arg]...

(ピリオド) file からコマンドを読み込んで実行し、戻ります。コマンドは現在のシェル環境で実行さ
れます。file があるディレクトリを探し出すために PATH によって指定された検索パスが使用されま
す。引き数 arg を指定すると、それらが位置パラメータになります。そうでなければ、位置パラメー
タは変化しません。終了ステータスは、実行された最後のコマンドの終了ステータスです。

& alias [−tx] [name[=value] ]...

name=value が指定されていると、name を別名として定義し、それに値 value を割り当てます。
value に後続スペースがあると、次のワードが別名の置換えについてチェックされます。

name=value が省略されていると、標準出力に name=value の形式で別名のリストをプリントしま
す。

name だけが =value なしで指定されていると、指定された別名をプリントします。

−t を指定すると、トラックされた別名を設定します。トラックされた別名の値は、指定された name

に対応する絶対パス名です。トラックされた別名の値は PATH の値がリセットされると定義設定解除
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されますが、別名はトラックされた状態のままです。 name=value が省略されていると、標準出力に
name=pathname の形式でトラックされた別名のリストをプリントします。

−x を指定すると、エクスポートされた別名を設定します。エクスポートされた別名は、サブシェル環
境に渡って定義されます。 name=value が省略されていると、標準出力に name=value の形式でエク
スポートされた別名のリストをプリントします。

別名は、別名が定義されていない name が指定されない限り、真を戻します。

unalias 特殊コマンドも参照してください。

bg [job]...

指定された job をバックグラウンドに入れます。job を指定しなければ、現在のジョブがバックグラウ
ンドに入ります。job のフォーマットの説明については、「ジョブ」の項を参照してください。また、
fg 特殊コマンドも参照してください。

% break [n]

もしあれば、囲まれた for、select、until、または while ループから抜け出します。n を指定
すると、n レベルをブレークします。

cd [−L −P] [arg]

cd old new

最初の形式では、現在の作業ディレクトリ (PWD) を arg に変更します。arg が − ならば、ディレクト
リは前のディレクトリ (OLDPWD) に変更されます。シェルパラメータ HOME は、デフォルト arg で
す。cd の実行後は、PWD および OLDPWD 環境変数はそれぞれ、実行後の新しい現在のディレクト
リと前のディレクトリに設定されます。

−L (デフォルト) を指定すると、シンボリックリンクを処理する際に論理名称付けを保存します。cd

−L .. は、現在のディレクトリをルートディレクトリに対して 1 パス構成要素だけ近くに移動しま
す。

−P を指定すると、シンボリックリンクを処理する際に物理パスを保存します。cd −P .. は、作業
ディレクトリを現在のディレクトリの実際の親ディレクトリに変更します。

シェルパラメータ CDPATH は、arg があるディレクトリの検索パスを定義します。代替ディレクトリ
名はコロン (:) で区切られます。CDPATH がヌルまたは未定義の場合、デフォルト値は現在のディレ
クトリです。現在のディレクトリがヌルパス名によって指定されることに注意してください。これ
は、等号の直後、またはパスリスト以外のコロンデリミタの間の任意の位置に入れることができま
す。arg が / から始まる場合、検索パスは使用されません。そうでなければ、パスにおける各ディレ
クトリから arg が検索されます。cd(1) も参照してください。

cd の第 2 の形式は、現在のディレクトリ名 PWD の文字列 old を文字列 new に置き換え、この新し
いディレクトリに移動しようとします。
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command [arg]...

arg をコマンドとして処理しますが、arg における関数参照は使用不能にします。この使用法と説明に
ついては、command(1) を参照してください。

% continue [n]

囲まれている for、select、until、または while ループの次の反復を再開します。n を指定す
ると、n 番目のループで再開します。

echo [arg]...

arg を標準出力にプリントします。使用法と説明については、echo(1) を参照してください。print

特殊コマンドも参照してください。

% eval [arg]...

引き数をシェルへの入力として読み込み、生成されるコマンドを実行します。置換えを行わないと生
成されるコマンドで認識されないキーワードおよび文字については、パラメータの置換えを行うこと
ができます。

% exec [arg]...

パラメータ割り当ては、コマンドの完了後も有効です。arg を指定すると、引き数によって指定され
るコマンドが、新しいプロセスを作成することなく、このシェルの代わりに実行されます。入出力引
き数を入れることができ、現在のプロセスに影響を与えます。引き数を指定しなければ、入出力リダ
イレクトリストによる規定に従ってファイル記述子を修正します。この場合、このメカニズムでオー
プンした 2 より大きいファイル記述子番号は、別のプログラムの呼び出し時にクローズされます。

% exit [n]

n によって指定される終了ステータスで、シェルを終了します。n を省略した場合、終了ステータス
は、実行された最後のコマンドの終了ステータスです。シェルで ignoreeof オプションが設定され
ている場合を除き、ファイル終わりによってもシェルが終了します ( set 特殊コマンドを参照)。

%& export [name[=value] ]...

%& export −p

指定した変数 name を、続いて実行されるコマンドの環境に対する自動エクスポートにマーク付けし
ます。オプションで、変数に値を代入します。

引き数を指定しないと、すべてのエクスポートされた変数の名前および値を標準出力に書き出し、

引き数に −p を指定すると、すべてのエクスポートされた変数の名前および値を、引用を適切に使用
して標準出力に書き出します。したがって、同じエクスポート結果を得るコマンドとしてシェルに再
入力するのに適しています。
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fc [−r] [−e ename] [first [last] ]

fc −l [−nr] [first [last] ]

fc −s [old=new] [first]

fc −e − [old=new] [command]

以前に対話式シェルに入力されたコマンドをリストまたは編集し、再実行します。first から last まで
のコマンドの範囲が、ターミナルでタイプされた最後の HISTSIZE コマンドから選択されます。引き
数 first および last は、数値または文字列として指定できます。指定した文字列は、最も最近のコマ
ンドの位置を特定するのに使用されます。負の数は、現在のコマンド番号をオフセット指定するのに
使用されます。

−l を指定すると、コマンドを標準出力にリストします。−l がなければ、これらのキーボードコマン
ドがあるファイルに対してエディタープログラム ename を呼び出します。ename を指定しないと、
パラメータ FCEDIT の値 (デフォルトは /usr/bin/ed) がエディターとして使用されます。編集が終
了すると、コマンド (ある場合) が実行されます。last を省略すると、first によって指定されたコマン
ドだけが使用されます。first を指定しなければ、編集に対するデフォルトは前のコマンド、リストの
デフォルトは −16 です。

−r を指定すると、コマンドの順序を反転します。

−n を指定すると、リスト時のコマンド番号を抑止します。

−s を指定すると、エディターを呼び出さずにコマンドを再実行します。

old=new 引き数は、再実行するコマンド内の文字列 old の最初の出現箇所を、文字列 new で置き換え
ます。

fg [job]...

それぞれの job を指定された順序でフォアグラウンドにします。job を指定しなければ、現在のジョブ
がフォアグラウンドになります。job のフォーマットの説明については、「ジョブ」の項を参照してく
ださい。また、bg 特殊コマンドも参照してください。

getopts optstring name [arg]...

引き数リスト、引き数リストがない場合は位置パラメータで、オプションが有効かどうかを検査しま
す。実行ごとに、name の次のオプションを戻します。使用法と説明については、getopts(1) を参照し
てください。

オプションは + または − で始まります。+ または − で始まらない引き数、または引き数 −− に
よって、オプションが終了します。optstring には getopts が認識する英字が入っています。英字の
後に : が続いていると、そのオプションに引き数があるものとみなされます。オプションと引き数は
空白で区切ることができます。

−letter と指定されているオプションでは、name が letter に設定されます。 +letter と指定されてい
るオプションでは、name が +letter に設定されます。次の arg のインデックスは OPTIND に格納さ
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れます。オプション引き数があれば、OPTARG に格納されます。オプション引き数が見つからない
か、または見つかったオプションが引き数をとらない場合は、OPTARG は設定されません。

optstring に先行 : を指定すると、getopts は無効なオプション文字を OPTARG に格納し、name

を未定義のオプションの場合は ? に、また必要とされるオプションが欠落している場合は : に設定
します。そうでなければ、getopts はエラーメッセージをプリントします。それ以上オプションがな
い場合、終了ステータスはゼロ以外になります。

& hash [utility]...

& hash −r

現在のシェル環境がユーティリティの位置を記憶する方法を決めます。utility を指定すると、記憶し
ている位置リストにユーティリティ位置を追加します。引き数を指定しなければ、リストの内容をプ
リントします。−r を指定すると、それまで記憶していたすべてのユーティリティ位置を消去します。

jobs [−lnp] [job]...

指定した各ジョブに関する情報、または job を指定していなければすべてのアクティブなジョブに関
する情報をリストします。−l を指定すると、通常の情報に加えてプロセス ID をリストます。−n を
指定すると、最後に通知されてから停止または終了したジョブのみを表示します。−p を指定すると、
プロセスグループのみをリストします。job のフォーマットの説明については、「ジョブ」の項を参照
してください。

kill [−s signal] process ...

kill −l

kill [−signal] process ...

シグナル 15 (SIGTERM、終了) または指定した signal を、指定したジョブまたはプロセスに送信しま
す。送信されたシグナルが、TERM (terminate) または HUP (hangup) の場合、停止中のジョブやプロ
セスに対しては CONT (continue) シグナルが送信されます。使用法と説明については、kill(1) を参照
してください。

−l を指定すると、シグナル名とシグナル番号をリストします。

let arg ...

(( arg ...))

各 arg を、別個の算術式として評価します。算術式評価の説明については、「算術評価」の項を参照
してください。終了ステータスは、最後の式の値がゼロ以外ならば 0、ゼロならば 1 です。

% newgrp [−] [group]

現在のシェルを、group をユーザーのグループとしてもつ新しいシェルで置き換えます。デフォルト
のグループはユーザーのログイングループです。− を指定すると、ユーザーの .profile ファイル
および $ENV ファイルも実行されます。使用法と説明については、newgrp(1) を参照してください。
exec newgrp arg ... と等価です。
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print [−nprRsu[n] ]  [arg]...

シェル出力メカニズム。オプションを指定しないか、オプション − または −− を指定すると、引き数
を echo(1) の記述に従って標準出力にプリントします。printf (1) も参照してください。

−n を指定すると、出力に改行文字を追加しません。

−p を指定すると、標準出力ではなく |& で生成されたプロセスのパイプに引き数を書き出します。

−R または −r (raw モード) を指定すると、echo のエスケープ規則を無視します。−R を指定する
と、−n 以外の後続の引き数およびオプションをすべてプリントします。

−s を指定すると、標準出力ではなくヒストリファイルに引き数を書き込みます。

−u を指定すると、出力先の１桁ファイル記述子ユニット番号 n を指定できます。デフォルトは 1 (

標準出力) です。

pwd [−L −P]

現在の作業ディレクトリの名前をプリントします (print −r − $PWD に等価です)。−L を指定する
と (デフォルト)、現在のディレクトリの論理的意味を保存します。−P を指定すると、現在のディレ
クトリの物理的意味がシンボリックリンクの場合に、それを保存します。cd 特殊コマンド、cd(1)、
ln(1)、pwd(1) も参照してください。

read [−prsu[n] ]  [name?prompt] [name]...

シェル入力メカニズム。１行を (デフォルトでは標準入力から) 読み取り、それを IFS の文字をセパ
レータとして使用してワードに分割します。最初のワードは最初の name に、2 番目のワードは 2 番
目の name にと順に割り当てられていき、残りのワードが順に最後の name まで割り当てられます。
read(1) も参照してください。ファイル終わりが検出されなければ、戻りコードは 0 です。

−p を指定すると、入力行を |& を使ってシェルで生成されたプロセスの入力パイプからとります。
−p オプションがあるファイル終わりによって、別のプロセスを生成できるように、このプロセスのた
めのクリーンアップが行われます。

−r (raw モード) を指定すると、行末の \ が行の継続を意味しなくなります。

−s を指定すると、入力をコマンドとしてヒストリファイルに保存します。

−u を指定すると、読み取り先の 1 桁のファイル記述子ユニットをします。ファイル記述子は、exec

特殊コマンドでオープンできます。n のデフォルト値は 0 (標準入力) です。name を省略すると、
REPLY がデフォルトの name として使用されます。

最初の引き数に ? が入っていると、その引き数の残りの部分はシェルとの対話時に prompt として
使用されます。

指定したファイル記述子が書き込み用にオープンされており、ターミナル装置ならば、プロンプトは
そのユニットに出されます。そうでなければ、プロンプトはファイル記述子 2(標準エラー) に出され
ます。
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%& readonly [name[=value] ]...

%& readonly −p

指定する name を読み取り専用にマークします。これらの名前は、以降の割り当てによって変更する
ことはできません。

−p を指定すると、すべての読み取り専用変数の名前および値を、適切に引用を使用したフォーマット
で標準出力に書き出します。したがって、同じ属性設定結果を得るコマンドとしてシェルに再入力す
るのに適しています。

% return [n]

これにより、シェル関数は、n によって指定された戻りステータスで呼び出しスクリプトに戻りま
す。n を省略すると、戻りステータスは実行された最後のコマンドの戻りステータスになります。n

の下位 8 ビット (10 進 0 から 255 まで) だけが呼び出し元に渡されます。return が、関数または .

スクリプト ( . 特殊コマンドを参照) でないときに呼び出されると、exit コマンドと同じ働きをし
ます。

% set [{− +}abCefhkmnopstuvx] [{− +}o option]... [{− +}A name] [arg]...

実行オプションをセット (−) またはクリア (+) するか、配列割り当てを実行 (−A, +A) します。−A と
+A 以外のすべてのオプションを、シェルの呼び出し時に指定できます (「構文」の項および「シェル
の呼び出し」の項を参照してください)。

オプションの前で − の代わりに + を使用すると、そのオプションはオフになります。これらのオプ
ションはシェルの呼び出し時にも使用できます。現在設定されている 1 文字のオプションのリスト
が、シェル変数 − に含まれています。これは、コマンド echo $- を用いて調べることができます。

− および + オプションは同一のコマンド内で合わせて使用できますが、−A または +A オプション
は１つだけしか使用できません。

−A または +A を指定した場合を除き、残りの arg 引き数は位置パラメータ 1、2、 ... に順番に割
り当てられます。

引き数もオプションも指定しない set コマンドは、すべてのシェルパラメータの名前と値を標準出力
に表示します。env(1) も参照してください。

オプションは次のように定義されます。

−A 配列の割り当て。変数 name を設定解除し、リスト arg から順次に値を割り当てます。+A を
指定すると、変数 name は最初に設定解除されません。

−a その後定義されるパラメータを自動的にエクスポートします。

−b バックグラウンドジョブが完了するごとに、非同期にユーザーに通知します。シェルはユー
ザーにジョブの完了を通知する時点で、現在のシェル実行環境で知られているプロセス ID の
リストから、該当するジョブのプロセス ID を削除することができます。
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−C リダイレクト > が既存のファイルを切捨てないようにします。これがオンになっている場合
にファイルを切捨てるには、>| が必要です。

−e コマンドが、ゼロ以外の終了ステータスをもち、if、until、または while キーワードの
後に続く複合リストの一部ではなく、AND または OR リストの一部でもなく、! 予約語が先
頭についたパイプラインでもない場合に、ERR トラップが設定されていればそれを実行して
終了します。このモードは、プロファイル読み込み時には使用不能になります。

−f ファイル名生成を使用不能にします。

−h 名前が identifier である各コマンドを、最初に出現したときにトラックされる別名に指定しま
す。

−k すべてのパラメータ割り当て引き数 (単にコマンド名の前にあるものだけではなく) を、その
コマンドの環境に入れます。

−m バックグラウンドジョブを個別のプロセスグループで実行し、完了時に行をプリントします。
バックグラウンドジョブの終了ステータスは、終了メッセージでレポートされます。このオプ
ションは、対話型シェルで自動的にオンにされます。

−n コマンドを読み込み、それらに構文エラーがないかどうかチェックしますが、実行はしませ
ん。−n オプションは対話型シェルでは無視されます。

−o option 引き数を次のリストから設定します。−o オプションを繰り返すことによって、追加の
option 引き数を指定できます。

allexport −a と同じです。
bgnice バックグラウンドジョブをすべて下位の優先順位で実行します。
emacs コマンド入力用に emacs スタイルのインラインエディターを使用します。
errexit −e と同じです。
gmacs コマンド入力用に gmacs スタイルのインラインエディターを使用します。
ignoreeof シェルをファイル終わり ( stty で定義されている eof、デフォルトは ˆD)

で終了しません。exit 特殊コマンドを使用しなければなりません。
keyword −k と同じです。
markdirs ファイル名生成で生成されるすべてのディレクトリ名に後続の / を追加しま

す。
monitor −m と同じです。
noclobber −C と同じです。
noexec −n と同じです。
noglob −f と同じです。
nolog ヒストリファイルに関数定義を保存しません。
notify −b と同じです。
nounset −u と同じです。
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privileged −p と同じです。
trackall −h と同じです。
verbose −v と同じです。vi コマンド入力用に vi スタイルのインラインエディ

ターを使用します。
viraw vi モードでタイプするごとに各文字を処理します。 (常にオン)

xtrace −x と同じです。

−p $HOME/.profile ファイルの処理を使用不能にし、ENV ファイルではなくファイル
/etc/suid_profile を使用します。このモードは、有効ユーザー ID(グループ ID) が実
ユーザー ID(グループ ID) と等しくないときはつねにオンです。これをオフにすると、実ユー
ザー ID およびグループ ID が有効ユーザー ID およびグループ ID に設定されます。

−s 位置パラメータを並び換えます。

−t １つのコマンドを読み込んで実行した後で終了します。

−u アンセットパラメータを置換え時のエラーとして処理します。

−v シェル入力行を読み込むごとにプリントします。

−x コマンドが実行されるごとにコマンドおよび引き数をプリントします。

− −x および −v オプションをオフにし、そのオプションの引き数の検査を停止します。

−− オプションを変更しません。パラメータ 1 を − で始まる値に設定する際に有用です。このオ
プションの後に引き数がなければ、位置パラメータは設定されません。

% shift [n]

位置パラメータを、 n+1 ... から 1 ... に名称変更します。n のデフォルトの値は 1 です。n は、評
価値が $# より小さいか等しい負でない数値になる、任意の算術式とすることができます。

test [expr]

条件式 expr を評価します。使用法と説明については、test(1) を参照してください。また、「条件式」
の項も参照してください。

算術比較演算子は整数に制限されません。任意の算術式を使用できます。以下の追加基本式を使用で
きます。

−L file file がシンボリックリンクならば真
−e file file が存在する場合は真
file1 −nt file2 file1 が file2 より新しければ真
file1 −ot file2 file1 が file2 より古ければ真
file1 −ef file2 file1 のデバイスおよび i ノード番号が file2 と同じである場合は真
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% times

シェルおよびそのシェルからのプロセス実行に対して累積したユーザーおよびシステム時間をプリン
トします。

% trap [arg] [sig]...

arg を、シェルが sig シグナルを受信した場合に読みとって実行するコマンドとして設定します (arg

は、トラップが設定されたときに一度、トラップがとられたときに一度スキャンされることに注意し
てください)。それぞれの sig は、シグナルの番号または名前として指定ことができます。大文字か小
文字かは無視されます。たとえば、3、QUIT、quit、および SIGQUIT はすべて同じシグナルを指定
します。シグナルのリストを得るには、kill −l を使用してください。

トラップコマンドは、シグナル番号順に実行されます。現在のシェルに入る際に無視されたシグナル
にトラップを設定しようとしても効果はありません。トラップは、別の trap コマンドによって明示
的に変更されるまで、指定されたシェルに対してその効果が持続します。つまり、関数内で設定され
たトラップは、その関数が戻った後でも効果が持続します。

arg が − の場合 (または arg を省略して最初の sig が数字の場合)、各 sig についてすべてのトラッ
プを元の値にリセットします。

arg がヌル文字列 (’’ または "") ならば、各 sig はシェルとそれが呼び出すコマンドによって無視さ
れます。

sig が DEBUG ならば、arg は各コマンドの後で実行されます。sig が ERR ならば、コマンドにゼロ
でない終了コードがあるときはつねに arg が実行されます。sig が 0 であるか、または EXIT の場
合、コマンド arg はシェル終了時に実行されます。

引き数を指定しないと、各シグナル名に対応づけられたコマンドのリストをプリントします。

& typeset [{− +}LRZfilrtux[n] ]  [name[=value] ]... name=value [name=value]...

ローカルで指定されたパラメータ name にタイプと値を割り当てます。export 特殊コマンドも参照
してください。パラメータの割り当ては、コマンド完了後も有効です。関数内で呼び出されると、パ
ラメータ name の新しいインスタンスを作成します。パラメータの値およびタイプは、関数が終わる
と格納されます。

以下の属性リストを指定できます。オプションをオフにするには、− の代わりに + を使用してくださ
い。

−L value を左揃えにし、前にある空白を削除します。n がゼロ以外なら、それはフィールドの幅
を定義します。ゼロならば、最初の割り当ての値の幅によって決定されます。name が割り当
てられると、値は必要に応じて右側を空白で充てんされるか、またはフィールドに収まるよう
に切り捨てられます。−Z オプションも設定すると、先行するゼロは削除されます。−R オプ
ションはオフにされます。 leftjust n のフラグが付きます。
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−R 右揃えにし、前に空白を充てんします。n がゼロ以外なら、それはフィールドの幅を定義しま
す。ゼロならば、最初の割り当ての値の幅によって決定されます。パラメータが再割り当てさ
れると、フィールドは空白で左側を充てんされるか、または終端から切り捨てられます。−L

オプションはオフにされます。 rightjust n のフラグが付きます。

−Z 最初の非空白文字が数字で、−L オプションが設定されていない場合は右揃えにし、前にゼロ
を充てんします。n がゼロ以外なら、それはフィールドの幅を定義します。ゼロならば、最初
の割り当ての値の幅によって決定されます。 zerofill n および −L または −R のフラグの
フラグが付きます。

−f これにより、name は、パラメータ名ではなく関数名を参照します。typeset 文で宣言され
た name に割り当てを行うことはできません。その他の唯一の有効なオプションは −t (この
関数の実行トレースをオンにします) および −x (これにより、関数は同じプロセス環境で実行
されるシェルプロシージャに渡って有効なままとすることができます) です。function のフ
ラグが付きます。

−i パラメータは整数です。これにより、演算が高速になります。n がゼロでなければ、出力の基
数を定義します。ゼロならば、最初の割り当てで出力基数が決まります。integer [base n]

のフラグが付きます。

−l 大文字をすべて小文字に変換します。大文字 −u オプションはオフにされます。lowercase

のフラグが付きます。

−r 指定する name に「読み取り専用」のマークを付けます。その名前は、その後の割り当てに
よって変更できなくなります。readonly のフラグが付きます。

−t 指定したパラメータにタグを付けます。タグはユーザー定義可能で、シェルにとっての特殊な
意味はありません。tagged のフラグが付きます。

−u 小文字をすべて大文字に変換します。小文字 −l オプションはオフにされます。uppercase

のフラグが付きます。

−x 指定する name に、それ以降実行されるコマンドの環境に自動的にエクスポートされるマーク
を付けます。export のフラグが付きます。

typeset のみを指定すると、パラメータ名の前に上記のフラグがついたリストが表示されます。

typeset − を指定すると、パラメータの後にその値がついて表示されます。リストを制限するに
は、１つ以上のオプション文字を指定してください。オプションによっては、同時に指定できないも
のもあります。

typeset + を指定すると、パラメータ名だけが表示されます。リストを制限するには、１つ以上の
オプション文字を指定してください。オプションによっては、同時に指定できないものもあります。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 16 −  Hewlett-Packard Company 385



sh-posix(1) sh-posix(1)

ulimit [−HSacdfnst] [limit]

リソースの制限を設定または表示します。limit を使用すると、指定するリソースに制限を設定するこ
とができます。limit の値には、各リソースに指定されている単位で表した数値、またはキーワード
unlimited を指定することができます。

−H および −S フラグは、リソースに物理制限を設定するか論理制限を設定するかを指定するもので
す。物理制限は、一度設定すると後から大きくすることはできません。論理制限は、最大で物理制限
まで大きくすることができます。−H も −S も指定しないと、その値が両方の制限に適用されます。
limit を省略すると、現在のリソースの制限がプリントされます。その場合、−H を指定しない限り論
理制限がプリントされます。複数のリソースを指定すると、値の前に制限の名前と単位がプリントさ
れます。

オプションを指定しないと、−f とみなされます。

−a 現在のすべてのリソースの制限をリストします。
−c コアダンプのサイズの 512バイトブロック数。
−d データ領域のサイズのキロバイト数。
−f 子プロセスによって書き込まれたファイルの 512バイトブロック数 (どのサイズのファイル

も読み取ることができます)。
−n ファイル記述子の数。
−s スタック領域のサイズのキロバイト数。
−t 各プロセスで使用される秒数。

umask [−S] [mask]

ユーザーファイル作成マスクを mask に設定します。mask は、8 進数とするか、または umask(1) に
説明のあるシンボリック値とすることができます。シンボリック値は、アンマスクされるパーミッ
ションを示します。8 進数はマスクをかけられるパーミッションを示します。

mask を省略すると、マスクの現在の値をプリントします。−S を指定すると、値をシンボリック
フォーマットでプリントします。−S を指定しないと、値を 8 進数でプリントします。どちらの
フォーマットからの出力も umask のその後の呼び出しの mask として使用できます。

unalias name ...

unalias −a

各 name を、別名リストから削除します。−a を指定すると、すべての alias 定義を現在のシェル
実行環境から削除します。alias 特殊コマンドも参照してください。

% unset [−fv] name ...

指定したシェルパラメータをパラメータリストから削除します。それらの値と属性が消去されます。
読み取り専用の変数は設定解除できません。−f を指定すると、name は関数名を参照します。−v を
指定すると、 name は変数名を参照します。 _、 ERRNO、 LINENO、 MAILCHECK、 OPTARG、
OPTIND、RANDOM、SECONDS、および TMOUT を設定解除すると、後で割り当てても、特殊な意味が
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削除されます。

wait [job]

指定した job が終了または停止するまで待ち、そのステータスをレポートします。このステータスは
wait コマンドの戻りコードになります。job を指定しないと、現在アクティブなすべての子プロセス
が終了または停止するまで待ちます。戻される終了ステータスは、最後のプロセスの終了ステータス
です。job のフォーマットの説明については、「ジョブ」の項を参照してください。

whence [−pv] name ...

それぞれの name ごとに、コマンド名として使用されたときにどのように解釈されるかを示します。
−v を指定すると、より詳細なレポートを生成します。−p を指定すると、別名、関数、または予約語
のいずれが使用されても name のパス検索を行います。

コメント
# で始まる word により、そのワードとその後の改行までのすべての文字は無視されます。

別名指定
各コマンドの最初のワードは、このワードの別名が定義されていれば、別名のテキストで置き換えられます。
別名の名前は、メタキャラクタ、引用文字、ファイル拡張文字、パラメータおよびコマンド置換え文字、およ
び = を除いた任意個数の文字で構成されます。置換え文字列には、上記のリストに示したメタキャラクタを含
めて、任意の有効なシェルスクリプトを入れることができます。置き換えられたテキストにおける各コマンド
の最初のワードは、置き換え途中のプロセスにおけるもの以外は、追加別名についてテストされます。別名値
の最後の文字が blank ならば、別名の後のワードも別名置換えについてチェックされます。別名は、特殊コ
マンドの再定義に使用できますが、「複合コマンド」の項にリストに示したキーワードの再定義には使用でき
ません。別名は alias コマンドで作成、リスト、エクスポートができ、unalias コマンドで削除できま
す。エクスポートされた別名は、サブシェルでは有効なままですが、シェルの個別の呼び出しごとに再初期化
しなければなりません (「シェルの呼び出し」の項を参照)。

別名定義は、実行時にではなくスクリプトが読み込まれたときに実行されます。したがって有効にするために
は、別名を参照するコマンドが読み込まれる前に alias が実行されなければなりません。

別名は絶対パス名の短縮操作として頻繁に使用されます。別名機能に対するオプションにより、別名の値を対
応するコマンドの絶対パス名に自動的に設定できます。これらの別名を トラックされた別名と呼びます。ト
ラックされた別名の値は、識別子の初回読み込み時に定義され、PATH 変数がリセットされるたびに、定義設
定解除されます。これらの別名は、次の参照でその値が再定義されるようにトラックされたままです。いくつ
かのトラックされた別名は、シェルにコンパイルされています。set コマンドの −h オプションは、iden-

tifier である各コマンド名をトラックされた別名に変換します。

以下のエクスポートされた別名がシェルにコンパイルされていますが、設定解除または再定義できます。

autoload=’typeset −fu’

command=’command ’

functions=’typeset −f’
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history=’fc −l’

integer=’typeset −i’

local=typeset

nohup=’nohup ’

r=’fc −e −’

stop=’kill −STOP’

suspend=’kill −STOP $$’

type=’whence −v’

ティルドの置換え
別名の置換えが行われた後、各ワードは引用されていないティルド (˜) で始まるかどうかチェックされます。
この場合、/ までのワードがチェックされ、/etc/passwd ファイルのユーザー名に一致するかどうか調べ
られます。一致が見つかると、˜ および一致したログイン名が一致したユーザーのログインディレクトリに置
き換えられます。これをティルド置換えといいます。一致するものがなければ、元のテキストがそのまま変化
しません。単独、または / の前にある ˜ は、HOME パラメータの値で置き換えられます。˜ とその後の +

または − は、それぞれパラメータ PWD および OLDPWD の値で置き換えられます。さらに、ティルドの置換
えは、パラメータ割り当ての値が ˜ から始まる場合に試みられます。

コマンドの置換え
ドル記号 ($(...)) または一対の抑音符号 (‘...‘) が前に付いている小かっこで囲まれたコマンドからの標準出力
を、ワードの一部または全部として使用できます。後続の改行は削除されます。第 2 (旧式の) 形式では、抑音
符号の間の文字列はコマンドの実行前に、特殊引用文字に対して処理されます。「引用」の項を参照してくだ
さい。コマンド置換え $(cat file) は、等価で高速な $(<file) に置き換えることができます。入出力の
リダイレクトを行わない大部分の特殊コマンドのコマンド置換えは、別のプロセスを作成することなく実行さ
れます。

ドル記号 ($((...))) が前に付いて、二重のかっこで囲まれた算術式は、二重かっこ内の算術式の値に置き換え
られます。算術式の説明については、「算術評価」の項を参照してください。

パラメータの置換え
パラメータは、識別子、１つ以上の数字、または !、#、$、*、−、?、@、_ の文字のいずれか１つです。名
前付きパラメータ (識別子によって表されたパラメータ) には、１つの値およびゼロ個以上の属性がありま
す。名前付きのパラメータには、typeset 特殊コマンドで値および属性を割り当てることができます。エク
スポートされたパラメータは、値および属性を環境に渡します。

シェルは、限定された 1次元の配列機能をサポートします。配列パラメータの要素は、添え字によって参照さ
れます。添え字は、[ とその後の算術式、およびその後の ] によって表されます。「算術評価」の項を参照
してください。配列に値を代入するには、 set −A name value ... を使用します。0 から 1023 までの範
囲でなければなりません。配列を宣言する必要はありません。有効な添え字がある名前付きパラメータへの参
照はすべて正当であり、必要ならば配列が作成されます。添え字なしで配列を参照することは、最初の要素を
参照することと等価です。

−i 整数属性が name に設定されると、value は以下に説明される算術評価を受けます。
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位置パラメータ、数値によって表されたパラメータは、set 特殊コマンドで代入された値とすることができま
す。パラメータ 0 は、シェルの呼び出し時に引き数ゼロから設定されます。

置換え用のパラメータの値を指定するには、接頭文字として $ を使用します。

$parameter

${parameter}

${parameter[subscript]}

もしあれば、パラメータの値を置き換えます。中かっこは、parameter の後に、名前の一部
として解釈してはならない英字、数字、またはアンダースコアがくるか、または名前付きパラ
メータに添え字が付けられている場合に必要です。parameter が１つまたは複数の数字なら
ば、それは位置パラメータです。複数の数字の位置パラメータは中かっこで囲まなければなり
ません。シェルは、${ から対応する } までのすべての文字を、それに中かっこまたはメタ
キャラクタが入っていても、同じワードの一部として読み取ります。

parameter が * または @ ならば、1 から始まるすべての位置パラメータが置き換えられま
す (フィールドセパレータ文字で区切られます)。「引用」の項を参照してください。

添え字 * または @ をもつ配列パラメータを使用すると、それぞれの要素ごとの値が置き換
えられます (フィールドセパレータ文字で区切られます)。

${#parameter}

parameter が * または @ ならば、その数の位置パラメータが置き換えられます。そうでな
ければ、その長さの parameter の値が置き換えられます。

${#parameter[*]}

配列のその数の要素を置き換えます。

${parameter:-word}

parameter が設定され、ヌルでなければ、その値を置き換えます。そうでなければ word を
置き換えます。

${parameter:=word}

parameter が設定されていないかまたはヌルならば、word に設定し、次にパラメータの値を
置き換えます。位置パラメータはこのように割り当てることはできません。

${parameter:?word}

If parameter が設定され、ヌルでなければ、その値を置き換えます。そうでなければ、word

をプリントしてシェルを終了します。word を省略すると、標準メッセージがプリントされま
す。

${parameter:+word}

parameter が設定され、ヌルでなければ、word を置き換えます。そうでなければ、何も置き
換えません。
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${parameter#pattern}

${parameter##pattern}

シェル pattern が parameter の値の先頭に一致すると、この置換えの値は一致する部分が削
除された parameter の値です。そうでなければこの parameter の値が置き換えられます。前
者の場合では、最も小さい一致パターンが削除されます。後者の場合では、最も大きい一致パ
ターンが削除されます。# または % の各文字は、バックスラッシュ (\) または引用符 (’’) に
よってエスケープしてください。

${parameter%pattern}

${parameter%%pattern}

シェル pattern が parameter の値の終端に一致すると、一致する部分が削除されて parame-

ter の値が削除されます。そうでなければ、parameter の値を置き換えます。前者では、最も
小さい一致パターンが削除されます。後者では、最も大きい一致パターンが削除されます。#

または % の各文字は、バックスラッシュ (\) または引用符 (’’) によってエスケープしてくだ
さい。

上記では、word は、置き換えられた文字列として使用されない限り、評価されません。したがって、以下の
例では、pwd は d が設定されていないか、またはヌルである場合に限って実行されます。

echo ${d:-$(pwd)}

上記の式からコロン (:) を省略すると、シェルは parameter が設定されているかどうかを判別するために
チェックだけします。

• 以下のパラメータがシェルによって自動的に設定されます。

0 コマンドまたはスクリプトの呼び出しに使用する文字列で、呼び出し引き数ゼロから設定され
る。

1、 2、 ... 位置パラメータ。

*、 @ 設定されているすべての位置パラメータで、フィールドセパレータ文字で区切られる。「引
用」の項を参照。

# 10 進数の設定された位置パラメータ数。

− 呼び出し時または set コマンドの実行によって、シェルに与えられたフラグ。

? 最後に実行されたコマンドによって戻された 10 進の終了ステータス。

$ このシェルのプロセス番号。

_ 初期値は、環境で渡される、実行中のシェルまたはスクリプトの絶対パス名。その後は、前の
コマンドの最後の引き数を割り当てられます。このパラメータは、非同期であるコマンドに対
しては設定されません。また、このパラメータは、メールがあるかどうかチェックする際に、
一致する MAIL ファイルの名前を保持するのに使用されます。
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! 呼び出された最後のバックグラウンドコマンドのプロセス番号。

ERRNO 最後に異常終了したシステムコールによって設定された errno の値。この値はシステム依存
で、デバッグを目的としたものです。

LINENO 実行対象のスクリプトまたは関数内の現在の行の行番号。

OLDPWD cd コマンドによって設定された以前の作業ディレクトリ。

OPTARG getopts 特殊コマンドによって処理された最後のオプション引き数の値。

OPTERR 0 に設定されると、OPTERR は getopts 特殊コマンドからのエラーメッセージを抑止しま
す。OPTERR は初めに 1 に設定されます。

OPTIND getopts 特殊コマンドによって処理された最後のオプション引き数のインデックス。

PPID シェルの親のプロセス番号。

PWD cd コマンドによって設定された現在の作業ディレクトリ。

RANDOM このパラメータが評価されるたびに、0 から 32767 までの間で一様に分布する整数の乱数が
生成されます。乱数のシーケンスは、数値を RANDOM に代入することによって初期化できま
す。

REPLY select 複合コマンドによって、また name を指定しない場合は read 特殊コマンドによっ
て、設定されます。

SECONDS このパラメータが参照されるたびに、シェル呼び出しからの秒数が戻されます。このパラメー
タに値が代入されると、参照で戻される値は、代入された値に代入からの秒数を加えた値で
す。

• 以下のパラメータがシェルによって使用されます。

CDPATH cd コマンドの検索パスで、コロンで区切られたディレクトリのリスト。

COLUMNS この変数が設定されると、その値はシェルエディットモードおよび select リストのプリン
ト用のエディットウィンドウの幅を定義するのに使用されます。

EDITOR この変数の値が emacs、gmacs、または vi で終了し、VISUAL 変数が設定されていない
と、対応するオプションがオンになります (set 特殊コマンドを参照)。

ENV このパラメータが設定されると、パラメータの置換えがその値に対して行われ、シェル呼び出
し時に実行されるスクリプトのパス名が生成されます (「シェルの呼び出し」の項を参照)。
このファイルは通常、alias および function 定義で使用されます。

FCEDIT fc コマンドのデフォルトエディター名。

FPATH 関数定義の検索パス、コロンで区切られたディレクトリのリスト。このパスは、−u 属性があ
る関数が参照された場合、およびコマンドが見つからない場合に検索されます。実行可能ファ
イルが見つかると、それが読み込まれ、現在の環境で実行されます。
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HISTFILE このパラメータがシェル呼び出し時に設定されていると、その値はコマンドヒストリの格納に
使用されるファイルのパス名です。デフォルト値は $HOME/.sh_history です。ユーザー
がスーパーユーザーであり、HISTFILE を指定しなければ、ヒストリファイルは使用されま
せん。「コマンドリエントリー」の項および「警告」の項を参照してください。

HISTSIZE このパラメータがシェル呼び出し時に設定されていると、このシェルにアクセス可能な以前に
入力されたコマンドの数は、この数値より大きいか、または等しくなります。デフォルトは
128 です。

HOME cd コマンドのデフォルト引き数 (ホームディレクトリ)。cd

IFS 内部フィールドセパレータ、通常はスペース、タブ、および改行で、コマンドまたはパラメー
タの置換えにより発生するコマンドワードを区切る際、および特殊コマンド read でワード
を区切るために使用されます。IFS パラメータの最初の文字は $* 置換えで引き数を区切る
ために使用されます (「引用」の項を参照)。IFS の値がスペース、タブ、および改行である
か、または IFS が未設定で、コマンドまたはパラメータの置換えの結果を区切るために使用
されると、IFS 文字のシーケンスはすべてワードを区切るために使用されます。そうでなけ
れば、IFS における文字の各出現箇所がワードを区切るのに使用されます。IFS の値がヌル
ならば、ワード分割は行われません。

LANG 言語、地域、コードセットの 3つの部分からなる、システムのロケール。デフォルトは C ロ
ケールです。environ(5) を参照。

LC_ALL LANG および LC_* 変数のオーバーライド値。environ(5) を参照。

LC_COLLATE 名前をソートする場合およびパターン内で文字範囲が発生する場合の照合順序。environ(5)

を参照。

LC_CTYPE 使用する文字分類情報。シェルの起動後に LC_CTYPE の値を変更しても、現在のシェル実行
環境またはそのサブシェルでのシェルコマンドの照合処理には影響はありません。environ(5)

を参照。

emacs、gmacs、または vi 編集モードが選択されている場合、シェルは LC_CTYPE を使
用して入力に含まれている印字不可能な文字を検出し、処理しようと試みます。LC_CTYPE

を設定した後に新しいシェルセッションを開始しない場合は、emacs、gmacs、または vi

編集モードにおける印字不可能な入力文字の表示に影響します。

LC_MESSAGES システムメッセージに使用される言語、およびシステムがユーザーの yes および no 文字列
入力に使用されるとみなす言語。environ(5) を参照。

LC_MONETARY 通貨記号および金額表記のフォーマット。environ(5) を参照。

LC_NUMERIC 数値表記のフォーマット。environ(5) を参照。

LC_TIME 日付 / 時刻表記のフォーマット。environ(5) を参照。
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LINES この変数が設定されていると、この値は、select リストのプリント時のカラム長を決定す
るのに使用されます。select リストは、LINES 行の約 3 分の 2 が満たされるまで、垂直
にプリントされます。

MAIL このパラメータがメールファイルの名前に設定され、MAILPATH パラメータが設定されてい
なければ、シェルはユーザーに指定ファイルにメールが到着したことを通知します。

MAILCHECK MAILPATH または MAIL パラメータによって指定される任意のファイルの修正時の変更を、
シェルがチェックする頻度 (秒単位)。デフォルト値は 600 秒です。この時間が経過したら、
シェルは次のプロンプトを出す前にチェックを行います。

MAILPATH コロンで区切ったファイル名のリスト。このパラメータが設定されると、シェルはユーザーに
最後の MAILCHECK 秒以内に発生した指定ファイルに対する変更を通知します。各ファイル
名の後には、? を付けることができ、メッセージをプリントできます。この場合メッセージ
はパラメータおよびコマンドの置換えを受け、パラメータ $_ は変更されたファイルの名前
として定義されます。デフォルトメッセージは you have mail in $_ です。

NLSPATH メッセージカタログの検索パスで、コロンで区切られたディレクトリのリスト。

PATH コマンドの検索パスで、コロンで区切られたディレクトリのリスト。「実行」の項を参照。

PS1 このパラメータの値は、パラメータ置換えのために展開され、一次プロンプト文字列を定義し
ます。デフォルト値は"$ "。一次プロンプト文字列の文字 ! はコマンド番号に置き換えられ
ます。「コマンドリエントリー」の項を参照。

PS2 コマンド完了の 2次プロンプト文字列。デフォルト値は"> "。

PS3 select ループ内で使用される選択プロンプト文字列。設定しない場合、デフォルト
は"#? "。

PS4 実行トレースの各行の前に置かれる実行トレース文字列。set −x 特殊コマンドを参照。設
定しない場合、デフォルトは"+ "。

SHELL シェルのパス名は環境で保持されます。呼び出し時、この変数の値でベース名に r がある
と、シェルは制限されます。

TMOUT ゼロより大きい値に設定すると、コマンドが PS1 プロンプト発行後に規定秒数以内に入力さ
れなければ、シェルは終了します。 (シェルは、超過する可能性のないこの値の最大限界値で
コンパイルできることに注意してください)。

VISUAL この変数の値が emacs、gmacs、または vi で終了すると、対応するオプションを呼び出し
ます。set −o 特殊コマンドを参照。

シェルは IFS、MAILCHECK、PATH、PS1、PS2、および TMOUT にデフォルト値を与えます。一方、MAIL、
ENV、HOME 、および SHELL はシェルによって自動的に設定されることはありません (ただし、HOME、
MAIL、および SHELL は login によって設定されます。login(1) を参照)。
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空白の解釈
パラメータおよびコマンドの置換えの後、置換えの結果からフィールドセパレータ文字 ( IFS で定義されてい
るもの) がスキャンされ、そのような文字が見つかると、異なる引き数に分割されます。sh は明示的なヌル
引き数 ("" または ’’) を保持しますが、暗黙のヌル引き数 (ヌルの値をもつパラメータにより生成されるも
の) は削除します。

ファイル名生成
置換えの後、各コマンド word は、set −f 特殊コマンドで展開が使用不能になっている場合を除いてファイ
ル名展開のパターンとして処理されます。パターンの形式は regexp(5) によって定義されるパターンマッチン
グ表記です。ワードはパターンに一致する並び換えられたファイル名に置き換えられます。パターンに一致す
るファイル名がない場合、ワードは変化しません。

regexp(5) に説明がある表記に加えて、sh は、| で互いに区切られた１つまたは複数のパターンで構成され
る複合パターンを認識します。複合パターンは以下の１つまたは複数の項目で構成できます。

?(pattern-list) 指定されたパターンのいずれかに一致します。
*(pattern-list) 指定されたパターンのゼロ以上の出現箇所に一致します。
+(pattern-list) 指定されたパターンの１つまたは複数の出現箇所に一致します。
@(pattern-list) 指定されたパターンのただ１つに一致します。
!(pattern-list) 指定されたパターン以外のものに一致します。

引用
各メタキャラクタ (「定義」の項を参照) にはシェルにとって特別な意味があり、引用しない限り、ワードを終
了させます。文字は、その前にバックスラッシュ (\) を付けることにより 引用できます (つまり、それ自体を
表すようにします)。 \改行のペアは無視され、現在の行と後続の行が連結します。

一対のアポストロフィ (’...’) の間に囲まれた文字はすべて引用されます。アポストロフィをアポストロフィの
中に入れることはできません。

引用符 ("...") の中では、パラメータおよびコマンドの置換えが発生します。\ は、\、‘、"$ の各文字を引
用します。

抑音符号 (‘...‘) の中では、\ は \、‘、$ の各文字を引用します。引用符の中に抑音符号があると、\ は文
字 " も引用します。

$* および $@ の意味は、引用されない場合またはパラメータ割り当て値やファイル名として使用された場合
と同じです。ただしコマンド引き数として使用されると、"$*" は "$1d$2d..."と等しく、"$@" は
"$1"d"$2"d... と等しくなります。 (ここで、d は IFS の最初の文字です)。

キーワードまたは別名の特別な意味は、名前の任意の文字を引用することによって取り除けます。関数名また
は特殊コマンド名の認識は、それらを引用することによって変更することはできません。

算術評価
整数算術演算の機能は、特殊コマンド let によって用意されています。評価は倍長整数演算を使って行われ
ます。定数の形式は、 base#n または n で、base は基数を表す 2 から 36 までの間の 10 進数、n はその基数
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の数値です。 base# を省略すると、基数 10 が使用されます。

算術式では、C 言語の式と同じ構文、優先順位、および結合法則を使用します。++、−−、?:、および以外の
整数演算子はすべてサポートされます。変数は、パラメータ置換え構文を使用することなく、算術式の中の名
前によって参照できます。変数が参照されると、その値は算術式として評価されます。

変数は、typeset 特殊コマンドの −i オプションを用いて、typeset -i[base] name という形式で整数に
指定できます。算術評価は、−i 属性の変数への代入ごとに値に対して行われます。基数を指定しなければ、
変数に対する最初の代入で基数が決まります。この基数は、パラメータの置換えが発生すると使用されます。

多数の算術演算子が引用を必要とするため、let コマンドの別の形式が用意されています。((で始まるコマ
ンドでは、対応する )) までのすべての文字が引用された式として処理されます。より正確には、((...)) は
let "..."と等しくなります。

let コマンドで指定した算術式 ((...)) および $((...)) は、演算子 ++、−−、?:、および , を除き、
ISOC 標準に従って処理されます。

プロンプト
対話的に使用する際、シェルは、コマンドを読み込む前に PS1 の値のプロンプトを表示します。改行を受け
取り、コマンドを完成するのにさらに入力が必要な場合には、2次プロンプト ( PS2 の値) を出します。

条件式
条件式は、ファイルの属性をテストし文字列を比較するために、[[ 複合コマンドとともに使用します。ワー
ド分割およびファイル名生成は、[[ および ]] の間のワードでは行われません。(test 特殊コマンドも参
照してください。) 式は、以下の単項式または 2 項式を１つまたは複数用いて構成できます。

−a file file が存在すれば真
−b file file が存在し、ブロック型特殊ファイルであれば真
−c file file が存在し、キャラクタ型特殊ファイルであれば真
−d file file が存在し、ディレクトリならば真
−e file file が存在すれば真
−f file file が存在し、通常のファイルならば真
−g file file が存在し、setgid ビットがセットされていれば真
−h file file が存在し、シンボリックリンクならば真
−k file file が存在し、スティッキービットがセットされていれば真
−n string string の長さがゼロでなければ真
−o option option という名前の設定されたオプションがオンならば真
−p file file が存在し、fifo 特殊ファイルまたはパイプならば真
−r file file が存在し、現在のプロセスによって読み取り可能ならば真
−s file file が存在し、サイズがゼロより大きければ真
−t fildes ファイル記述子番号 fildes がオープンされており、ターミナル装置に対応づけ

られていれば真
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−u file file が存在し、setuid ビットがセットされていれば真
−w file file が存在し、現在のプロセスによって書き込み可能ならば真
−x file file が存在し、現在のプロセスによって実行可能ならば真。file が存在してディ

レクトリならば、現在のプロセスには、そのディレクトリで検索を行うパー
ミッションがあります。

−z string string の長さがゼロならば真
−L file file が存在し、シンボリックリンクならば真
−O file file が存在し、このプロセスの有効ユーザー ID によって所有される場合は真
−G file file が存在し、そのグループがこのプロセスの有効グループ ID に一致する場合

は真
−S file file が存在し、ソケットならば真
file1 −nt file2 file1 が存在し、file2 より新しければ真
file1 −ot file2 file1 が存在し、file2 より古ければ真
file1 −ef file2 file1 および file2 が存在し、同じファイルを参照する場合は真
string = pattern string が pattern に一致する場合は真
string != pattern string が pattern に一致しなければ真
string < string2 string1 が、その文字の ASCII 値に基づいて string2 よりも前にあれば真
string > string2 string1 が、その文字の ASCII 値に基づいて string2 の後にくる場合は真
exp1 −eq exp2 exp1 が exp2 に等しければ真
exp1 −ne exp2 exp1 が exp2 に等しくなければ真
exp1 −lt exp2 exp1 が exp2 より小さければ真
exp1 −gt exp2 exp1 が exp2 より大きければ真
exp1 −le exp2 exp1 が exp2 より小さいか、または等しければ真
exp1 −ge exp2 exp1 が exp2 より大きいか、または等しければ真

複合式は、以下の任意の項目を使って、これらのプリミティブから構成できます。このリストは優先順位の高
いものから低いものへの順に示してあります。

(exp) exp が真ならば真。式をまとめるのに使用します。
!exp exp が偽ならば真
exp1 && exp2 exp1 および exp2 がともに真ならば真
exp1 || exp2 exp1 または exp2 のいずれかが真ならば真

入出力
コマンドの実行前に、シェルによって解釈される特殊表記を使って入出力をリダイレクトできます。以下の項
目は、単純コマンド内の任意の位置、またはコマンドの前後に入れることができ、呼び出されるコマンドに渡
されません。コマンドパラメータの置換えは以下に示す場合を除いて word または digit が使用される前に発
生します。ファイル名生成は、パターンが単一のファイルに一致し、空白の解釈が行われない場合に限って発
生します。
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<word ファイル word を標準入力 (ファイル記述子 0) として使用します。

>word ファイル word を標準出力 (ファイル記述子 1) として使用します。ファイルが存在し
なければ、作成されます。ファイルが存在し、noclobber オプションがオンなら
ば、エラーが発生します。そうでなければ、ファイルはゼロ長に切り捨てられます。

>|word > と同じです。ただし、noclobber オプションを置き換える点が異なります。

>>word ファイル word を標準出力として使用します。ファイルが存在する場合、出力は (最
初にファイルの終わりを検索することにより) それに追加されます。そうでなけれ
ば、ファイルが作成されます。

<>word ファイル word を標準入力として読み書きオープンします。

<<[−]word シェル入力が word に一致する行か、またはファイル終わりまで読み込まれます。パ
ラメータ置換え、コマンドの置換え、またはファイル名生成は word では行われませ
ん。生成されるドキュメントを here-document と呼び、これが標準入力になりま
す。「警告」の項も参照してください。

word の文字が引用されている場合、ドキュメントの文字に対して解釈は行われませ
ん。そうでなければ、パラメータおよびコマンドの置換えが発生し、 \改行は無視さ
れます。\ は、文字 \、$、‘、および word の最初の文字を引用するのに使用しな
ければなりません。

− が << に追加されると、すべての先行するタブは word およびドキュメントから
削除されます。

<&digit 標準入力がファイル記述子 digit から複写されます (dup(2) を参照)。

>&digit 標準出力がファイル記述子 digit に複写されます (dup(2) を参照)。

<&- 標準入力がクローズされます。

>&- 標準出力がクローズされます。

<&p コプロセスからの入力が標準入力に移動されます。

>&p コプロセスに対する出力が標準出力に移動されます。

上記のリダイレクトいずれかの前に数字 (0 から 9 まで) が付いている場合、使用されるファイル記述子番号
はデフォルトの 0 (標準入力) または 1 (標準出力) ではなく、その数字によって指定されます。以下に例を示
します。

2>&1

これは、ファイル記述子 2 をファイル記述子 1 の複写として書き込みオープンすることを意味します。ファイ
ル記述子 2 への出力は、ファイル記述子 1 への出力と同じ位置に書き込まれます。

リダイレクトでは順序に意味があります。シェルは、評価時の (file descriptor, file) 割り当てに関して各リダ
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イレクトを評価します。以下に例を示します。

1> fname 2>&1

これはまずファイル記述子 1 をファイル fname に割り当てます。次に、ファイル記述子 2 をファイル記述子
1 に割り当てられたファイルに代入します (つまり、fname )。

次の場合のようにリダイレクトの順序が反転された場合、

2>&1 1> fname

ファイル記述子 2 は、ファイル記述子 1 に割り当てられているファイル (おそらくターミナル) に割り当てら
れ、次にファイル記述子 1 がファイル fname に割り当てられます。

上記のリダイレクト演算子を使用することにより、coprocess の入出力は、番号付きファイル記述子に移動
し、他のコマンドで読み書きできるようにすることができます。現在のコプロセスの入力が番号付きのファイ
ル記述子に移動されると、別のコプロセスを起動できます。

コマンドの後に & があってジョブ制御がアクティブではない場合、コマンドのデフォルト標準入力は、空の
ファイル /dev/null です。そうでなければ、コマンドの実行環境には、入出力指定によって修正された呼び
出しシェルのファイル記述子があります。

環境
環境 ( environ(5) を参照) は、実行されるプログラムに通常の引き数リストと同様に渡される名前と値のペ
アのリストです。名前は識別子でなければなりません。また、値は文字列です。シェルは、いくつかの方法で
環境と対話します。シェルは、呼び出されると環境をスキャンし、見つかった名前ごとにパラメータを作成し
て、それに対応する値を与え、エクスポートのマークを付けます。実行されたコマンドは環境を継承します。
ユーザーがこれらのパラメータの値を修正するか、または export または typeset −x 特殊コマンドを
使って新しい値を作成すると、その値が環境の一部になります。したがって、実行されたコマンドによって調
べられる環境は、シェルによって元来継承された名前と値のペアで構成されます。この値は、現在のシェル
と、また export または typeset −x コマンドに記す必要のある追加によって修正できます。

任意の単純コマンドまたは関数の環境は、その前に１つまたは複数のパラメータ割り当てを付けることによっ
て増大することができます。パラメータ割り当て引き数の形式は、 identifier=value です。たとえば

TERM=450 cmd args

(export TERM; TERM=450; cmd args)

はどちらも、 (cmd の実行が、前にパーセント (%) が付いた特殊コマンドでない限り) 同じです。

−k オプションを設定するると、すべてのパラメータ割り当て引き数は、コマンド名の後で発生する場合でも
環境に置かれます。以下のエコー文は、a=b c をプリントします。−k オプションが設定された後、第 2 エ
コー文は c のみをプリントします。

echo a=b c → a=b c

set −k

echo a=b c → c
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この機能は、シェルの初期バージョンのために書かれたスクリプトで使用することを目的としたものであり、
新しいスクリプトでは使用しないように強くお勧めします。これは将来なくなる可能性があります。

関数
関数コマンド (「コマンド」の項で説明) は、シェル関数を定義します。シェル関数は内部で読み込みおよび格
納が行われます。別名は、関数の読み取り時に解決されます。関数はコマンドと同様に実行され、引き数は位
置パラメータとして渡されます (「実行」の項を参照)。

関数は呼び出し元と同じプロセスで実行され、すべてのファイルおよび現在の作業ディレクトリを呼び出し元
と共有します。呼び出し元で定義されたトラップは、別の trap コマンドが実行されるまで、その関数内で効
果が持続します。関数内で設定されたトラップは、その関数が戻った後でも効果が持続します。通常、変数は
呼び出しプログラムと関数との間で共有されます。ただし、typeset 特殊コマンドは関数内で使用し、有効
範囲に現在の関数が入るローカル変数と、それが呼び出す関数をすべて定義できます。

return 特殊コマンドは、関数呼び出しから戻るのに使用されます。関数内のエラーにより、制御は呼び出し
元に戻されます。

関数識別子のリストは、typeset 特殊コマンドの +f オプションで表示できます。関数識別子および対応す
る関数のテキストは、-f オプションで表示できます。関数は、unset 特殊コマンドの -f オプションで定
義設定解除できます。

通常、シェルがシェルスクリプトを実行すると、関数は設定解除されます。typeset コマンドの -xf オプ
ションにより、関数はシェルを再呼び出しすることなく実行されるスクリプトにエクスポートできます。シェ
ルの個別の呼び出しに渡って定義しなければならない関数は ENV ファイルに入れるようにしてください。

ジョブ
set コマンドの monitor オプションをオンにすると、対話型シェルは job を各パイプラインに対応付けま
す。これは、jobs コマンドによってプリントされる現在のジョブのテーブルを保持し、それらに小さい整数
の番号を割り当てます。ジョブが & で非同期に開始されると、シェルは以下のような行をプリントします。

[1] 1234

これは、ジョブ番号 1 が非同期に実行され、プロセス ID が 1234 である１つの (最上位) プロセスがあること
を示します。

ジョブを実行しており、別の処理を行いたい場合は、停止文字 ( stty; で定義される susp 文字。stty(1) を
参照) をタイプして SIGSTOP シグナルを現在のジョブに送信することができます。シェルは次に、ジョブが
停止されたことを示し、別のプロンプトをプリントします。ユーザーは次に、bg コマンドでこのジョブを
バックグラウンドに入れることにより、このジョブの状態を操作し、他のコマンドを実行し、そして最後に
fg コマンドでジョブをフォアグラウンドに戻すことができます。bg 停止は即座に有効になります。これは
割込みに似ています。これは、停止が入力されると、保留中の出力および未読入力が廃棄されるためです。

バックグラウンドで動作するジョブは、ターミナルから読み込みを行おうとすると停止します。バックグラウ
ンドジョブにより、通常は出力を生成できますが、stty tostop コマンドによって使用不能にできます。
ユーザーがこのターミナルオプションを設定すると、バックグラウンドジョブは、出力生成時に停止します。
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シェルでジョブを参照する方法がいくつかあります。ジョブは、ジョブにおける任意のプロセスのプロセス
ID によって、または以下のいずれかによって参照できます。

%number 指定された番号のジョブ
%string コマンド行が string で始まる任意のジョブ
%?string コマンド行に string がある任意のジョブ
%% 現在のジョブ
%+ %% と等価
%- 前のジョブ

シェルは、プロセスが状態を変更すると即座にそれの情報を取得します。これは、ジョブがブロックされ、以
降の進行が防止されるとユーザーに通知しますが、その直前にのみプロンプトをプリントします。

モニターモードがオンのとき、各バックグラウンドジョブが終了すると、SIGCHLD に対して設定されたト
ラップをトリガーします。

ジョブの停止中にシェルを終了しようとすると、You have stopped jobs. というメッセージで警告が出
されます。jobs コマンドを使用してそれらを識別できます。ここですぐに再び終了しようとすると、シェル
は 2 度目には警告を出さず、停止していたジョブは終了します。

ジョブの実行中にシェルを終了しようとすると、警告は出されません。シェルはそのままメッセージを出さず
に終了し、実行中のジョブの親を init プロセス (番号 1) に設定します。

シグナル
呼び出されたコマンドの SIGINT および SIGQUIT シグナルは、コマンドの後に & があり、monitor オプ
ションがオフならば無視されます。そうでなければ、シグナルには、シェルによって親から継承された値があ
ります。ただし、シグナル SIGSEGV は除きます (trap 特殊コマンドも参照)。

実行
コマンドが実行されるたびに置換えが行われます。sh はコマンド名をチェックして特殊コマンドに一致する
かどうかを判別します。一致する場合、これは現在のシェルプロセス内で実行されます。

次に sh は、コマンド名をチェックしてユーザー定義の関数に一致するかどうか判定します。一致する場合、
sh は、位置パラメータを保存し、次にそれらを関数呼び出しの引き数に設定します。位置パラメータ 0 は変
化しません。関数が完了するか、または return を発行すると、sh は位置パラメータリストを格納します。
関数の値は、実行された最後のコマンドの値です。関数は現在のシェルプロセスで実行されます。

コマンド名がユーザー定義の関数または特殊コマンドではない場合、sh はプロセスを作成し、 exec*() シ
ステムコールを使ってコマンドを実行しようとします (exec(2) を参照)。

シェルパラメータ PATH は、コマンドがあるディレクトリの検索パスを定義します。代替ディレクトリ名はコ
ロン (:) で区切られます。デフォルトパスは、/usr/bin: です (/usr/bin および現在のディレクトリをこ
の順序で指定します)。現在のディレクトリはヌルパス名によって指定されることに注意してください。これ
は、等号の直後、コロンデリミタの間、またはパスリストの終わりに置くことができます。検索パスは、コマ
ンド名に / が入っている場合は使用されません。そうでなければ、パスの各ディレクトリから実行可能ファ
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イルが検索されます。ファイルに実行パーミッションがあるが、ディレクトリではないか、または実行可能オ
ブジェクトコードファイルでなければ、それはスクリプトファイルであるものと仮定されます。これは、イン
タプリタに対するデータのファイルです。スクリプトファイルの最初の 2 文字が #! ならば、 exec*()

は、インタプリタパス名が次にくることを予期します。 exec*() は次に、指定されたインタプリタを別のプ
ロセスとして実行し、スクリプトファイル全体を読み込もうとします。 exec*() の呼び出しが異常終了する
と、sh が生成され、スクリプトファイルを解釈します。すべてのエクスポートされない別名、関数、および
名前付きパラメータは、この場合、削除されます。シェルコマンドファイルに読出しパーミッションがない
か、または setuid および setgid、またはそのいずれかのビットがファイルでセットされていると、シェ
ルはエージェントを実行してパーミッションをセットアップし、シェルコマンドファイルをオープンファイル
として渡してシェルを実行します。かっこで囲まれたコマンドは、エクスポートされていない量を削除するこ
となくサブシェルでも実行されます。

コマンドリエントリー
ターミナル装置から入力された最後の HISTSIZE (デフォルト 128) コマンドのテキストはヒストリファイル
に保存されます。ファイル $HOME/.sh_history は、HISTFILE 変数が設定されていないか、または書き
込み可能でない場合に使用されます。シェルは、同じ名前の HISTFILE を使用するすべての対話型シェルの
コマンドにアクセスできます。特殊コマンド fc は、このファイル部分のリストまたはエディットを行うのに
使用します。エディットまたはリストするファイルの部分は、数値で選択するか、またはコマンドの最初の文
字を与えることによって選択できます。単一のコマンド、またはコマンドの範囲を指定できます。エディター
プログラムを fc への引き数として指定しなければ、パラメータ FCEDIT の値が使用されます。FCEDIT を
定義しなければ、/usr/bin/ed が使用されます。編集されたコマンドは、エディター終了時にプリント、再
実行されます。エディター名 − は、編集フェーズのスキップおよびコマンドの再実行に使用されます。この
場合、形式 old=new の置換えパラメータを使用して、コマンドを使用するために、実行前に修正することが
できます。たとえば、r が fc −e − に別名指定されている場合、r bad=good c とタイプすると、英字 c

で始まる最後のコマンドを再実行し、文字列 bad の最初の出現箇所を文字列 good に置き換えます。

ヒストリファイルは、以下の条件がすべて満たされた場合にトリミングされます。

ファイルのサイズが４キロバイトを超える場合。

ファイル内のコマンド数が HISTSIZE を超える場合。

ファイルが 10 分前から変更されていない場合。

ユーザーが、ヒストリファイルが格納されているディレクトリの書き込みパーミッションを持ってい
る場合。

上記の条件のいずれか１つでも満たされない場合には、ヒストリファイルはトリミングされません。ヒストリ
ファイルがトリミングされた時点で、そのヒストリファイル内で最新の HISTSIZE コマンドが使用できま
す。

コマンド行編集
通常、ターミナル装置でタイプされるそれぞれのコマンド行には、改行またはリターンが後続します。
emacs、gmacs、vi、または viraw オプションのいずれかが設定されていると、ユーザーはコマンド行を編
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集できます。VISUAL または EDITOR 変数がこれらのオプション名の１つで終了する値を割り当てられるた
びに、編集オプションが自動的に選択されます。

編集機能では、ユーザーのターミナルがラインフィードのないリターンを受け入れることが必要で、スペース
(" ") は画面の現在の文字をオーバーライトしなければなりません。ADM ターミナルユーザーは、
"space − advance" スイッチを "space" に設定してください。HP のターミナルユーザーは、ストラップを
"bcGHxZ etX" に設定してください。

編集モードでは、ユーザーは現在の行でウィンドウを調べることができます。デフォルトウィンドウ幅は、
COLUMNS の値が定義されない限り 80 です。行がウィンドウ幅から 2 を引いた値より長い場合、ウィンドウ
の終端に表示されるマークでユーザーに通知します。マークは次のずれかです。

> 行は右に広がる。
< 行は左に広がる。
* 行はウィンドウの両側に広がる。

カーソルが移動し、ウィンドウ境界に到達すると、ウィンドウはカーソルが中心になるように移動します。

それぞれの編集モードにおける検索コマンドは、ヒストリファイルへのアクセスを可能にします。文字列だけ
が一致し、パターンは一致しません。ただし、文字列の先行 ˆ は、一致を行で最初の文字から始まるように
制限します。

LC_TYPE 環境変数を変更すると、エディターに影響があります。「パラメータの置換え」の項を参照してく
ださい。

emacs/gmacs 編集モード
このモードは、emacs または gmacs オプションのいずれかによって呼び出されます。これらの唯一の相違
は、Control-T の処理です。

編集するには、ユーザーは、カーソルを修正を必要とする位置に移動し、文字またはワードを挿入または削除
します。編集コマンドはすべて、制御文字またはエスケープシーケンスです。制御文字の表記は、脱字符号
(ˆ) とその後の文字です。たとえば、ˆF はコントロール -F の表記です。これは CTRL(コントロール) キーを
押したまま f を押すことによって入力します。シフトキーは押しません 。表記 ˆ? は削除 (DEL) キーを示
します。

エスケープシーケンスの表記は M- とその後の文字です。たとえば、M-f (メタ f と読みます) はエスケープ
(Esc ) とその後に f を押すことによって入力します。M-F は、エスケープとその後のシフト (大文字) F

の表記です。

すべての編集コマンドは、行の任意の位置から (先頭だけではなく) 動作します。編集コマンドの後は、注記の
ある場合を除いて、リターン (ˆM) キーでも改行 (ˆJ) キーでも入力されません。

ˆF カーソルを 1 文字順方向 (右) に移動します。
M-f カーソルを順方向に 1ワード移動します (ワードについてのエディターの考え方は、

英字、数字、およびアンダースコアのみからなる文字列です)。

402 Hewlett-Packard Company − 33 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



sh-posix(1) sh-posix(1)

ˆB カーソルを 1 文字逆方向に移動させます。
M-b カーソルを 1ワード逆方向に移動します。
ˆA カーソルを行の先頭に移動します。
ˆE カーソルを行の終端に移動します。
ˆ]char カーソルを現在の行の文字 char に順方向に移動します。
M-ˆ]char カーソルを現在の行の文字 char に逆方向に移動します。
ˆXˆX カーソルおよびマークを交換します。
erase 前の文字を削除します。erase 文字は stty コマンドによってユーザー定義が可能な

消去文字です。通常は ˆH に設定します。システムのデフォルトは、# です。
ˆD 現在の文字を削除します。
eof 現在の行がヌルならば、シェルを終了させます。eof 文字は、stty コマンドによっ

てユーザー定義が可能なファイル終わり文字です。通常は ˆD に設定します。システ
ムのデフォルトは、ˆD です。

M-d 現在のワードを削除します。
M-ˆH 前のワードを削除します(メタバックスペース)。
M-h 前のワードを削除します。
M-ˆ? 前のワードを削除します (メタ削除)。割込み文字が ˆ? (デフォルト DEL) ならば、

このコマンドは動作しません)。
ˆT 現在の文字を emacs モードでは、現在の文字を次の文字と置き換えます。gmacs

モードでは、前の２つの文字を置き換えます。
ˆC 現在の文字を大文字にします。
M-c 現在のワードを大文字にします。
M-l 現在のワードを小文字に変更します。
ˆK カーソルから行の終端まで削除します。値が現在のカーソル位置よりも小さい数値パ

ラメータが前に付いている場合、与えられた位置からカーソルまでを削除します。値
が現在のカーソル位置より大きい数値パラメータが前に付いている場合、カーソル位
置から与えられた位置までを削除します。

ˆW カーソルからマークまでを抹消します。
M-p カーソルからマークまでの領域をスタック上にプッシュします。
kill 現在の行全体を抹消します。２つの抹消文字が連続して入力されると、それ以降の連

続した抹消文字はすべてラインフィードを発生します (紙ターミナル使用時に有用)。
kill 文字は、stty コマンドによってユーザー定義が可能な抹消文字です。通常は
ˆX または ˆU に設定します。システムのデフォルトは、@ です。

ˆY 行から削除された最後の項目をリストアします (項目を行に戻します)。
ˆL ラインフィードを行い、現在の行をプリントします。
ˆ@ マークを設定します (ヌル文字)。
M- マークを設定します (メタスペース)。
ˆJ 現在の行を実行します (改行)。
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ˆM 現在の行を実行します (リターン)。
ˆP 前のコマンドをフェッチします。ˆP が入力されるたびに、ヒストリリストにある前

のコマンドがアクセスされます。
ˆN 次のコマンドをフェッチします。ˆN が入力されるたびに、ヒストリリストにある次

のコマンドがアクセスされます。
M-< 最も古いヒストリ行をフェッチします。
M-> 最も新しいヒストリ行をフェッチします。
ˆRstring string を内容とする前のコマンド行に対する検索ヒストリを反転します。ゼロのパラ

メータを指定すると、検索は順方向です。string はリターンまたは改行によって終了
します。string の前に ˆ が付いている場合、一致する行は string で始まらなければ
なりません。string を省略すると、最も最近の string を内容とする次のコマンド行
がアクセスされます。この場合、ゼロのパラメータは検索の方向を反転します。

ˆO 現在の行を実行し、現在の行に相対的にヒストリファイルから次の行をフェッチしま
す。

M-digits 数値パラメータを定義します。数字は、次のコマンドへのパラメータと解釈されま
す。パラメータを受け付けるコマンドは次のとおりです。erase、ˆB、ˆC、ˆD、
ˆF、ˆK、ˆN、ˆP、ˆR、ˆ]、M-ˆH、M-.、M-_、M-b、M-c、M-d、M-f、M-h、
M-l。

M-letter 別名リストから名前 _letter (アンダースコア - 英字) によって別名を検索します。こ
の名前の別名が定義されていると、その値が入力待ち行列に挿入されます。この let-

ter は、上記のメタ関数のいずれかであってはなりません。
M-. 前のコマンドの最後のワードが行上に挿入されます。数値パラメータが前に付いてい

る場合、このパラメータの値は、最後のワードではなくどのワードを挿入するかを決
定します。

M-_ M-. と同じです。
M-* 現在のワード上でファイル名生成を試みます。
M-ˆ[ ファイル名完了 (メタ - エスケープ) 。現在のワードをアスタリスクが追加された現

在のワードに一致するすべてのファイル名の最長の共通のプレフィックスに置き換え
ます。一致が一意ならば、ファイルがディレクトリである場合は / が、ファイルが
ディレクトリではなければスペースが追加されます。

M-= 現在のワードパターンに一致するファイルのリストを、アスタリスクが追加された場
合と同様に示します。

ˆU 次のコマンドのパラメータに 4 をかけます。
\ 次の文字をエスケープします。編集文字およびユーザーの消去、抹消、および割込み

文字は、\ が前に付いている場合、コマンド行または検索文字列で入力できます。\

は、次の文字の編集機能 (ある場合) を削除します。
ˆV シェルのバージョンを表示します。
M-# # を行の先頭に挿入し、それを実行します。これにより、コメントがヒストリファイ

ルに挿入されます。
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vi 編集モード
編集は、エスケープ (ESC) を受け取るまでは挿入モードで開始します。エスケープによって制御モードにな
り、カーソルの移動と編集コマンドの実行を行えるようになります。いずれのモードでも、リターンによって
行を送信します。

大部分の制御コマンドは、コマンドより前のオプションの反復 count を受け付けます。

大部分のシステムの vi モードでは、標準処理が初めに使用可能にされ、コマンドは、スピードが 1200 ボー
以上で制御文字が入っているか、プロンプトがプリントされてからの経過時間が 1 秒以内である場合、再びエ
コーされます。エスケープ (ESC) 文字は、残りのコマンドの標準処理を終了させ、ユーザーは次にコマンド行
を修正できます。このスキームには、raw モードの先行入力エコーによる標準処理の利点があります。

viraw オプションを設定するとつねに、ターミナルにおける標準処理が使用不能にされます。このモード
は、２つの代替行末デリミタをサポートしないシステムに対しては暗黙であり、特定のターミナルに対して有
用な場合があります。

挿入編集コマンド
デフォルトでは、エディターは挿入モードです。

erase 前に挿入した文字を削除します。erase 文字は stty コマンドによって定義された
ユーザー定義の消去文字で、通常は ˆH です。システムのデフォルトは # です。

kill 現在挿入されているすべての文字を削除します。kill 文字は stty コマンドによって
定義されたユーザー定義の抹消文字で、通常は ˆX または ˆU です。システムのデ
フォルトは @ です。

\ 次の erase または kill 文字をエスケープします。
eof 現在の行がヌルならば、シェルを終了させます。eof 文字は、stty コマンドによっ

てユーザー定義が可能なファイル終わり文字です。通常は ˆD に設定します。システ
ムのデフォルトは、ˆD です。

ˆV 次の文字をエスケープします。編集文字と消去または抹消文字はコマンド行で入力す
るか、または ˆV が前に付いている場合は検索文字列で入力できます。これは次の文
字の編集機能 (ある場合) を削除します。

ˆW 前の空白で区切られたワードを削除します。

移動編集コマンド
これらのコマンドはカーソルを移動します。count の使用により、コマンドは引用された回数だけ繰り返され
ます。

[count]l カーソルを順方向 (右) に 1 文字移動します。
[count]w カーソルを順方向に 1 英数ワード移動します。
[count]W カーソルを順方向に空白の後の次のワードの先頭まで移動します。
[count]e カーソルを順方向にワードの終端まで移動します。
[count]E カーソルを順方向に現在の空白で区切ったワードの終端まで移動します。
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[count]h カーソルを 1 文字逆方向 (左) に移動します。
[count]b カーソルを逆方向に 1ワード移動します。
[count]B カーソルを逆方向に前の空白で区切られたワードまで移動します。
[count]| カーソルをカラム count に移動します。デフォルトは 1 です。
[count]fc 現在の行で次の文字 c を探します。
[count]Fc 現在の行で前の文字 c を探します。
[count]tc fc およびそれに続く h と等価です。
[count]Tc Fc およびそれに続く l と等価です。
[count]; 最後の 1 文字検索コマンド f、F、t、または T を繰り返します。
[count], 最後の 1 文字検索コマンドを反転します。
0 カーソルを行の先頭に移動します。
ˆ カーソルを行における最初の非空白文字に移動します。
$ カーソルを行末に移動します。

ヒストリ検索コマンド
これらのコマンドは、コマンドヒストリにアクセスします。

[count]k 前のコマンドをフェッチします。k が入力されるたびに、ヒストリリストにある前の
コマンドがアクセスされます。

[count]− k と等価です。
[count]j 次のコマンドをフェッチします。j が入力されるたびに、ヒストリリストにある次の

コマンドがアクセスされます。
[count]+ j と等価です。
[count]G コマンド番号 count がフェッチされます。デフォルトは、ヒストリリストにある最初

のコマンドです。
/string string を内容とする前のコマンドに対するヒストリを通じて逆方向に検索します。

string は、リターンまたは改行によって終了します。string の前に ˆ が付いている
場合、一致する行は string で始まらなければなりません。string がヌルならば、前
の文字列が使用されます。

?string / と同じですが、順方向に検索します。
n 最後のパターンの次の一致を / または ? コマンドまで検索します。
N 最後のパターンの次の一致を / または ? まで検索しますが、逆方向です。

テキスト修正編集コマンド
これらのコマンドは、行を修正します。

a 現在の文字の後で挿入モードに入ります。
A 行末にテキストを追加します。$a と等価です。
[count]cmotion

c[count]motion カーソルを motion によって指定される文字位置まで順方向に移動し、元のカーソル
位置と新しい位置との間の文字をすべて削除して挿入モードに入ります。motion が
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c ならば行全体が削除されます。
C 現在の文字から行末まで削除し、挿入モードに入ります。c$ と等価です。
S cc と等価です。
[count]dmotion

d[count]motion カーソルを motion によって指定される文字位置に移動し、元のカーソル位置と新し
い位置との間の文字をすべて削除します。motion が d ならば行全体が削除されま
す。

D 現在の文字から行末まで削除します。d$ と等価です。
i 現在の文字の前で挿入モードに入ります。
I 行の先頭で挿入モードに入ります。2 文字シーケンスの 0i と等価です。
[count]P 前のテキスト修正をカーソルの前に挿入します。
[count]p 前のテキスト修正をカーソルの後に挿入します。
R 挿入モードに入り、画面上の文字を、オーバーレイ方式でタイプした文字に置き換え

ます。
[count]rc 現在の文字を c に置き換えます。
[count]x 現在の文字を削除します。
[count]X 前の文字を削除します。
[count]. 前のテキスト修正コマンドを繰り返します。
˜ 現在の文字の大文字と小文字を逆にし、カーソルを進めます。
[count]_ 前のコマンドの count ワードを現在のカーソル位置に追加し、追加されたテキストの

終端で挿入モードに入ります。count を省略すると、最後のワードが使用されます。
* * を現在のワードに追加し、ファイル名生成を試みます。一致がなければ、ベルを鳴

らします。一致が見つかると、ワードをファイル名の一致した文字列に置き換え、挿
入モードに入ります。

escape

\ 現在のワード上でファイル名完了を試みます。現在のワードを、アスタリスクが追加
された現在のワードに一致するすべてのファイル名の最長の共通のプレフィックスに
置き換えます。一致が一意ならば、ファイルがディレクトリの場合は / を、また
ファイルがディレクトリでなければスペースを追加します。

その他の編集コマンド
[count]ymotion

y[count]motion 現在の文字から motion がカーソルを移動する文字まで記憶し、それらを削除バッ
ファーに置きます。テキストおよびカーソルは不変です。

Y 現在位置から行末まで記憶します。y$ と等価です。
u 最後のテキスト修正コマンドを取り消します。
U その行で行ったすべてのテキスト修正コマンドを取り消します。
[count]v 入力バッファーでコマンド fc −e ${VISUAL:-${EDITOR:-vi}} count を実行し

ます。count を省略すると、現在の行が使用されます。これは、現在の行を入力
「ファイル」としてエディターを実行します。エディターを終了すると、結果が実行
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されます。
ˆL ラインフィードを行い、現在の行をプリントします。
ˆJ モードとは関係なく、現在の行を実行します (改行)。
ˆM モードとは関係なく、現在の行を実行します (リターン)。
# # を現在の行の先頭と組み込まれた各改行の後に挿入し、その行を実行します。現在

のコマンド行を実行しないでヒストリリストに挿入する際に有用です。
= アスタリスクが追加されている場合、現在のワードに一致するファイル名のリストを

示します。
@letter 別名リストから、 _letter (アンダースコア - 英字) の名前をもつ別名を検索します。

この名前の別名が定義されていると、その値が現在の行でコマンドシーケンスとして
実行されます。これによって、簡単なマクロ機能が得られます。

多言語化対応
環境変数

LC_COLLATE は、ファイル名生成のためのパターンマッチング表記を評価する際に使用される照合順序を決
定します。これが定義されていないか空白の場合、デフォルトは LANGの値になります。

LC_CTYPE は、英字としての文字の分類を決定し、それらの文字がパターンマッチング表記の文字クラス表現
によって一致されます。これが定義されていないか空白の場合、デフォルトは LANG の値になります。

LANG が定義されていないか空白の場合、デフォルトは C になります (lang(5) を参照)。

多言語対応変数のいずれかの設定が無効な場合には、すべてがデフォルトの C になります (environ(5) を参
照)。

サポートされるコードセット
シングル / マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

戻り値
構文エラーなどのシェルによって検出されたエラーにより、シェルは、ゼロでない終了ステータスを戻しま
す。そうでなければ、シェルは実行された最後のコマンドの終了ステータスを戻します。exit 特殊コマンド
も参照してください。

シェルが非対話的に使用される場合、シェルファイルの実行は放棄されます。シェルによって検出された実行
時エラーは、コマンドまたは関数名とエラー状態をプリントすることによってレポートされます。エラーが発
生した行番号が 1 より大きい場合、行番号もコマンドまたは関数名の後に大かっこ ([]) で囲んでプリントさ
れます。

警告
一部のファイル記述子が POSIX シェルによって内部的に使用されます。For HP-UX リリース 10.10 以降の
場合、ファイル記述子 24 から 30 までは予約済みです。HP-UX リリース 10.00 および 10.01 では、記述子
54 から 60 までが予約済みです。

トラックされた別名であるコマンドが実行され、同じ名前のコマンドが検索パスにおけるディレクトリでオリ
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ジナルのコマンドが見つかったディレクトリの前にインストールされている場合、シェルはオリジナルのコマ
ンドのロードおよび実行を続けます。この状況を訂正するには alias コマンドの −t オプションを使用して
ください。

現在のディレクトリ、またはそれより１つ上位のディレクトリを移動する場合、pwd は、正しい応答を行うこ
とができません。この状況を訂正するには、絶対パスを付けて cd コマンドを使用してください。

非常に古いシェルスクリプトの中には、パイプ文字 (|) の同義語として脱字符号 (ˆ) が入っているものがあり
ます。sh は脱字符号をパイプ文字として認識しません 。

コマンドがシェルコマンドに引き渡されると、シェルコマンドで設定されている変数はすべて、コマンドが終
わると失われます。

複合コマンドの中で fc 内蔵コマンドを使用することにより、コマンド全体がヒストリファイルから消えま
す。

. file の場合のように、ドット (.) 特殊コマンドはコマンドの実行前にファイル全体を読み込みます。した
がって、ファイルの alias および unalias コマンドは、ファイルで定義されている関数には適用されませ
ん。

トラップは、シェルがフォアグラウンドジョブを行おうとしたときには処理されません。したがって、
SIGCHLD のトラップは、フォアグラウンドジョブが終了するまで実行されません。

export 特殊コマンドは配列を適切に処理しません。配列の最初の要素だけが環境にエクスポートされます。

非対話的シェルから起動されるバックグラウンドプロセスは、ジョブ制御コマンドを使ってアクセスできませ
ん。

ユーザー環境の IFS 変数の値は、スクリプトの動作に影響を与えます。

照合順序
サポートされているコードセット環境では、文字の並びはマシン照合順序文字値のバイナリ並びによってでは
なく、LC_COLLATE の値によって決まります。これにより、特にファイル名生成パターンで範囲式を使用す
る際に、ある特定の危険がもたらされます。たとえば、コマンド

rm [a-z]*

は、小文字の英字で始まるすべてのファイル名に一致することが予期されます。しかしながら、辞書の並びが
LC_COLLATE によって指定されると、これは大文字で始まるファイル名にも一致します (アクセント文字で始
まるものも)。逆に、デンマーク語やノルウェー語などの言語における z 後に照合された英字には一致できま
せん。

サポートされるコードセット環境において、特定の文字クラスを一致させる正しい (そして安全な) 方法とし
て、以下の形式のパターンを使用してください (regexp(5) を参照)。

rm [[:lower:]]*

これは LC_CTYPE を使用して、すべてのサポートされる言語およびコードセットの文字クラスおよび作業を
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予測的に決定します。非インターナショナルシステムで (または上記の危険に対して検討しないで) 生成された
シェルスクリプトは、非 NLS 環境で実行するようにお勧めします。これには、その LANG、LC_COLLATE な
どが C に設定されるか、またはまったく設定されないことが必要です。

ヒストリファイルとロケール
ヒストリファイルは、同一ファイル内に複数ロケールが混在している状態をサポートしません。複数ロケール
のユーザーは HISTFILE を次のように設定してください。

HISTFILE=$HOME/.sh_hist_${LANG}

ヒストリファイル内で現在のロケール設定に一致しない文字を検出すると、シェルはユーザーにメッセージを
表示して、ユーザー入力の処理を継続します。そのようなセッションでは、ユーザーはヒストリ機能を使用す
ることはできません。新しいヒストリファイルを設定するか、現在のヒストリファイルを削除した後にシェル
を再起動することで、ヒストリ機能を使用できるようになります。

ヒアドキュメントの一時ファイル
ヒアドキュメントの内容は、 /var/tmp/shpid.number という名前の一時ファイルに保存されます。通常、
このような一時ファイルは使用後に削除されますが、設計上の制限から、シェルの終了後もこれらの一時ファ
イルが削除されない場合があります。pid は、シェルのプロセス ID です。number は、ヒアドキュメント
ファイル用のシーケンス番号です。

著者
sh は、AT&T、OSF、および HP で開発されました。

ファイル
$HOME/.profile 読み込んでユーザーのカスタム環境をセットアップ
/etc/passwd ホームディレクトリを検索
/etc/profile 読み込んでシステム環境をセットアップ
/etc/suid_profile セキュリティプロファイル
/sbin/sh アーカイブされた実行プログラム、特にルートアクセス用
/tmp/shpid.number /var/tmp がアクセス不能な場合のドキュメント用
/usr/bin/sh POSIX シェル用の標準実行プログラム
/var/tmp/shpid.number /var/tmp がアクセス可能な場合のドキュメント用

参照
cat(1), cd(1), command(1), echo(1), ed(1), env(1), getopts(1), kill(1), ln(1), login(1), newgrp(1), printf(1),

pwd(1), read(1), stty(1), test(1), time(1), umask(1), vi(1), dup(2), exec(2), fork(2), pipe(2), stty(2), ulimit(2),

umask(2), wait(2), rand(3C), a.out(4), profile(4), environ(5), lang(5), regexp(5), signal(5)

標準準拠
sh: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4、POSIX.2

.: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4、POSIX.2

:: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4、POSIX.2
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break: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4、POSIX.2

case: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4、POSIX.2

continue: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4、POSIX.2

eval: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4、POSIX.2

exec: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4、POSIX.2

exit: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4、POSIX.2

export: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4、POSIX.2

for: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4、POSIX.2

if: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4、POSIX.2

read: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4、POSIX.2

return: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4、POSIX.2

set: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4、POSIX.2

shift: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4、POSIX.2

time: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4

trap: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4、POSIX.2

unset: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4、POSIX.2

until: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4、POSIX.2

while: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4、POSIX.2
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名称
shar − シェルアーカイブパッケージの作成

構文
shar [options] [file dir] ... > package

説明
shar コマンドは、指定ファイルおよびディレクトリをメール転送または移動に適した単一の配布パッケージ
にまとめます。ファイルには、実行可能なものを含めたどんなデータでも指定できます。標準出力に書き出さ
れる生成パッケージは、エディット(メッセージを先頭に追加するなどが可能な)シェルスクリプトファイルで
す。

package をアンパックするには、引き数として以下のようなパッケージ名とともに sh コマンドを使用してく
ださい。

sh package

アンパックする際、package におけるファイルおよびディレクトリは、アーカイブで記録されたパス名に書き
出されます。

ディレクトリを指定し、−d オプションを与えなければ、そのディレクトリのファイルはすべてアーカイブさ
れます。

スペシャルファイルを指定すると、適切な mknod コマンドがファイルを再び作成するためにエミットされま
す (mknod(1M) を参照)。

必要ならば、@文字をそれぞれの行頭に挿入することにより、shar は含まれているファイルをメール処理か
ら保護します。ファイルに異常なデータがある場合、データは uuencode フォーマットに変換され、パッ
ケージが sh によって正しくアンパックできるように、uudecode スクリプトが package に入れられます。
メールプログラムおよびファイル修正の詳細については、「警告」を参照してください。

アクセスモードは、ディレクトリとファイルの両方のために保存されます。

オプション
shar が認識するオプションは以下のとおりです。

−a ファイルを内容とは関係なく、shar に渡すものとします。すなわち、特にファイルの保
護はしません。shar は保存能力がありますので、保護を必要としないということをユー
ザーが知っている特殊文字(Ctrl-Gなど)を含むファイルでも、uuencode する場合があり
ます。

−A オプションのアクセス制御リストエントリーに関する警告メッセージを抑止します。shar

は、ファイルのアクセス制御リストにあるオプションのアクセス制御リストエントリーを
アーカイブしません (acl(5) を参照)。通常、オプションのアクセス制御リストエントリー
があるファイルごとに警告メッセージがプリントされます。
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−b 指定される元のパス名とは関係なく、ベース名でファイルをアーカイブします。したがっ
て、その内容は、最初に指定されたパス名にではなく現在のディレクトリにアンパックさ
れます。これにより、数多くのディレクトリからファイルをアーカイブして、単一のディ
レクトリにアンパックすることができます。また、これによってファイルをオーバライト
するのではなく、例えば /usr/share/lib/termcap を ./termcap にアンパックして
/etc にある元のファイルを残すことができます。

−c wc を使って単純なデータの完全性のチェックをパッケージに追加してその内容が移動中に
損傷されなかったことを確認します (wc(1) を参照)。このチェックはアンパック後に自動的
に行われます。以下の「警告」も参照してください。

−C アーカイブの前に −−− cut here −−− という書式の行を挿入します。

−d ディレクトリを指定した場合、その内容を送信せずに空のディレクトリのみを作成しま
す。

−Ddir アーカイブはユーザーに現在のディレクトリが dir と異なっている場合、それを通知しま
す。これは絶対パスでなければなりません。ユーザーが dir になければ、アーカイブの質
問に yes と応答することによってアンパックを続けることができます。

−e アーカイブは shar がアンパックの際、既存のファイルをオーバライトしないようにする
コードを含みます。

−ffile ファイル名のリストを file から読み出し、これらのファイルが引き数として与えられてい
るかのようにアーカイブします。

−h シンボリックリンクを、通常ファイルまたはディレクトリであるかのようにたどります。
このオプションを指定しなければ、shar はリンクをアーカイブします。

−m ファイルのアンパック時に修正時刻およびアクセス時刻をファイル上に保持します。

−o ユーザーおよびグループ所有権をファイルおよびディレクトリに保存します。

−r アーカイブは、アンパックするユーザーが root であることを必要とするコードを内容と
します。これはシステムアーカイブの処理に便利です。

−s sum を使ってエラーチェックを行います (sum(1) を参照)。−c と −s は両方とも、エ
ラーチェックの改良に指定することができます。以下の「警告」も参照してください。

−t 診断およびメッセージを標準エラーではなく、ターミナルに直接書き込みます。これは、(

通常は標準エラーを標準出力と結合する vi などの)プログラムから shar を起動する際
に便利です。−t を指定すると、−v (詳細表示)オプションも起動します。

−u リモートサイトにアンパック用の uudecode があるものとします。このオプションを指定
しないと、非ASCIIファイルがアーカイブされる場合は uudecode が送信されてコンパイ
ルされます。
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−v パックされるときにアーカイブされたファイル名を告知します。−t オプションは、これら
の告知の宛先を決定します。

−Z compress を使ってファイルを圧縮します (compress(1) を参照)。

大部分のオプションは生成されるパッケージのヘッダーでフラグを立てられます。これにより、アーカイブの
フォーマットを記録します。アーカイバの名前、システム、およびアーカイブの日時もヘッダーに記録されま
す。

例
すべてのホームディレクトリのファイルをアーカイブするには、以下のようにタイプしてください。

cd; shar −cmos .

あるいは、

shar −cmos $HOME

/dev ディレクトリを保存するには、以下のようにタイプしてください。

shar −mor /dev >save_dev_files

ホームディレクトリにおけるディレクトリ newstuff の最新プログラムを友人に送信するには、以下のよう
にタイプしてください。

cd; shar −cmos newstuff | mailx −s ’new source’ friend

戻り値
shar は、正常終了する場合はゼロを戻します。引き数に関する問題が発生した場合はゼロ以外を戻します。

診断
−b オプションを指定すると、shar はディレクトリをアーカイブすることを拒否します。

警告
修正およびアクセス時刻のリストアでは、時間帯を考慮に入れていません。

名前に改行文字があるファイルは目次が見づらくなります。

名前にホワイトスペースがある非ASCIIファイルはアンパックしません。

elm(1) などのメーラが package を別のシステムに転送するのに使用され、メーラがタブを展開するように(デ
フォルトであろうとなかろうと)設定されている場合は、アーカイブにおけるファイルにタブがあれば修正され
ます。−c または −s オプションがアーカイブの作成に使用されると、データの完全性のチェックは、スペー
スに変換されたタブ文字のある package におけるファイルのアンパック時に異常終了します (ネットワーク上
でファイルを転送する際にタブを展開するメーラの中には、ファイルを発信者またはローカルシステム上のそ
の他のユーザーに転送する際にタブを展開する場合としない場合があります)。エディタが package における
ファイルを修正するために使用される場合、変更されたファイルのデータの完全性のチェックも異常終了しま
す。
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著者
shar はパブリックドメインです。shar のこのバージョンはHPで開発されました。

ファイル
/dev/tty

$TMPDIR/unpack* 非ASCIIファイルのアンパック用 (環境変数 TMPDIR が設定されていて、その
ディレクトリが使用できる場合)

/var/tmp/unpack* 非ASCIIファイルのアンパック用 (環境変数 TMPDIR に値が設定されていな
い、または、指定されているディレクトリが使用できない場合で、/var/tmp

が使用できる時)

/tmp/unpack* 非ASCIIファイルのアンパック用 (環境変数 TMPDIR に値が設定されていな
い、または、指定されているディレクトリが使用できない場合で、/var/tmp

が使用できない時)

$TMPDIR/compress* -Z オプション付きでパックされたファイルの圧縮解除用 (環境変数 TMPDIR

が設定されていて、そのディレクトリが使用できる場合)

/var/tmp/compress* -Z オプション付きでパックされたファイルの圧縮解除用 (環境変数 TMPDIR

に値が設定されていない、または、指定されているディレクトリが使用できない
場合で、/var/tmp が使用できる時)

/tmp/compress* -Z オプション付きでパックされたファイルの圧縮解除用 (環境変数 TMPDIR

に値が設定されていない、または、指定されているディレクトリが使用できない
場合で、/var/tmp が使用できない時)

参照
ar(1), compress(1), cpio(1), find(1), tar(1), acl(5)
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名称
shl − シェル階層マネージャ

構文
shl

説明
shl は、シェル階層を使って単一のターミナルから複数のシェルと対話処理を行う方法です。階層とは、仮想
デバイスにバインドされているシェルです。仮想デバイスは、stty および ioctl() を使って実際のターミ
ナルのように操作することができます (stty(1) および ioctl(2) を参照)。階層ごとに独自のプロセスグループ
ID があります。ユーザーは下記のコマンドを使ってこれらの階層を制御します。

現在の階層は、キーボードから入力を受け付けられる階層です。キーボードから読み出そうとするその他の階
層はブロックされます。複数の階層からの出力はターミナルにマルチプレックスされます。現在使用されてい
ない階層の出力のブロックには、stty オプション loblk を階層内で設定できます。

stty 文字 swtch ( NUL の場合は ˆZ に設定)は、階層から shl に制御を切り換えるのに使用されます。
shl には、階層と区別するための独自のプロンプト >>> があります。

定義
name は、スペース、タブ、または改行文字によって区切られる文字列です。最初の8文字だけが意味があり
ます。create, name などのコマンドへの引き数として与えられると、name の形式は n または (n) にはで
きません (n は10進数)。

コマンド
以下のコマンドを shl プロンプトレベルから発行できます。任意の重複しないプレフィックスが受け付けら
れます。

create [-[ name ] name [ command ] ]

name という階層を作成して、それを現在の階層にします。引き数を与えなければ、
階層は形式 (n), の名前で作成されます。n は内部テーブルにおける次の空きスロッ
トの番号です。この階層の将来の参照は、小かっこを付けても付けなくても作成でき
ます。name の後にコマンドが続く場合、そのコマンドはシェルではなく階層で実行
されます。- が最初の引き数ならば、「ログインシェル」が階層で作成されます。
シェルプロンプト変数 PS1 は階層とこの後にスペースが続いた名前に設定されま
す。

name [ oldname ] newname

階層 oldname を newname に名称変更します。oldname を指定しなければ、現在の
階層名が変更されます。

! [ command ] サブシェルを起動し、command を実行します。command を与えなければ、シェル
は SHELL 環境変数に従って実行されます。
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block name [ name ... ]

name ごとに、現在の階層ではないときに対応する階層の出力をブロックします。こ
れは、階層内で stty の loblk オプションを設定するのと同じです。

delete name [ name ... ]

name ごとに、対応する階層を削除します。階層のプロセスグループにおけるプロセ
スにはすべて SIGHUP シグナルが送信されます (signal(5) を参照)。

help (または ?)

shl コマンドの構文をプリントします。

layers [-l] [ name ... ]

name ごとに、階層名およびそのプロセスグループをリストします。-l オプション
は ps(1) と同じようなリストを作成します。引き数を与えなければ、情報はすべての
既存の階層に対して示されます。

resume [ name ]

name によって参照される階層のステータスを現在の階層のステータスに変更しま
す。引き数を与えなければ、最後の既存の現在の階層が変更されます。

toggle 直前の現在の階層のステータスを、現在の階層のステータスに変更します。

unblock name [ name ... ]

name ごとに、現在の階層ではないときに対応する階層の出力をブロックしません。
これは階層内で stty の −loblk オプションを設定するのと同じです。

quit shl を終了します。階層にはすべて SIGHUP シグナルが送信されます。

name name によって参照される階層のステータスを現在の階層のステータスに変更しま
す。重複しない任意のプレフィックスが受け付けられます。

警告
コマンド

block および unblock shl の動作は、SHELL 環境変数の設定が /usr/bin/csh (csh(1) の場合 )か
/usr/bin/ksh (ksh(1) の場合)であるとき、または各コマンドがそのシェルから対話的に起動される前後に
シェルが (termio(7) で定義)tty状態をセーブしてリストアするときには保証されません。/usr/bin/csh と
/usr/bin/ksh, の両方については、stty の loblk または -loblk オプションを階層内から使用してその
階層の出力のブロックまたはアンブロックができます。

ptydaemon
shl が正しく動作するには、システム上で ptydaemon プロセスが実行中でなければなりません。システム
がデスクトップ HP-UX 製品でインストールされている場合、ptydaemon プロセスはデフォルトでは起動さ
れません。このデーモンを起動するには、PTYDAEMON_START の /etc/rc.config.d/ptydaemon

ファイルで "0" を "1" に変更します。この変更は、システムをリブートしない限り有効にはなりません。また
は次のように入力して、手操作でデーモンを起動することもできます。
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/usr/sbin/ptydaemon

なお、システムに DesktopConfig.LITECONFIG ファイルセットがインストールされている場合、あるいはシ
ステム管理者がすでに SAM ユーティリティを使用して、SAM の Kernel Configuration 画面から Apply Lite

HP-UX Configuration Action を選択してある場合は、ptydaemon は使用できなくなります。

ファイル
$SHELL 使用するシェルのパス名を内容とする変数(デフォルトは /usr/bin/sh です)

参照
sh(1), stty(1), ioctl(2), signal(5)

標準準拠
shl: SVID2, SVID3, XPG2
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名称
show_patches − HP-UX パッチのディスプレイユーティリティ

構文
show_patches [−a] [−s] [−i] [−o] [−t] [−d target] [−l { product|fileset}]

説明
show_patches ユーティリティは、swlist (swlist(1M) を参照 ) コマンドの出力より理解しやすい出力
フォーマットで、アクティブなパッチと置き換えられたパッチを表示します。システムにインストールされた
パッチをリスト表示すると、show_patches は SD のパッチ属性 patch_state と superseded_by を
使って、いずれのパッチがアクティブか、いずれのパッチが置き換えられたかを判別します。

パッチは、インストール前やインストール後に手動での操作を必要とする場合があります。show_patches

ユーティリティはソースデポを走査し、対象となるパッチに記載されている Special Installation Instructions

と Other Dependencies をリスト表示します。

オプション
オプションが何も指定されていない場合、show_patches は、ローカルシステムにあるアクティブなパッチ
を、sd で説明されている product レベルで表示します。

show_patches ユーティリティは以下のオプションをサポートします。

−a システムにあるアクティブなパッチを表示します。アクティブなパッチとは、ターゲッ
トシステムで新しいパッチによって置き換えられていないインストール済みのパッチの
ことです。

−s システムにある置き換えられたパッチを表示します。置き換えられたパッチとは、ター
ゲットシステムにインストールされた新しいパッチによって置き換えられたパッチのこ
とです。

−d target 解析するターゲットシステムやデポを指定します。デフォルトはローカルシステムで
す。

−i リスト表示されたパッチに関連する Special Installation Instructions を表示します。
Special Installation Instructions には、正しくインストールするために必要な手動での
操作が記載されています。

−o リスト表示されたパッチに関連する Other Dependencies を表示します。手動での操作
が必要なオプションの依存関係や複雑な依存関係が記載されています。

−t Special Installation Instructions や Other Dependencies を表示しない限り、パッチを
リスト表示しません。

−l level パッチ情報を SD の product レベル、あるいは fileset レベルで表示します。
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注記: −i オプションや −o オプションを指定すると、このオプションは無視されます。

注記
ターゲットがデポの場合、patch_state 属性と superseded_by 属性は定義されず、すべての関係は
supersedes 属性の値によって決定されます。

可用性
このコマンドは、HP-UX 11i v3 では標準のコマンドです。HP-UX 11i v2 では、パッチ PHCO_32220 また
はその後継パッチで提供されます。HP-UX 11i v1 では、パッチ PHCO_27780 またはその後継パッチで提供
されます。

著者
show_patches は HP で開発されました。

参照
sysdiff(1), check_patches(1M), cleanup(1M), swlist(1M), swremove(1M), swverify(1M)
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名称
size − オブジェクトファイルのセクションサイズのプリント

構文
size [-d] [-o] [-x] [-V] [-v] [-f] [-F] [-n] [-U] files

説明
size はオブジェクトファイルのセクションごとにセクションサイズ情報を生成します。テキスト、データ、
bss(非初期化データ)のセクションのサイズをオブジェクトファイルの全サイズとともにプリントします。アー
カイブファイルを size コマンドに入力すると、すべてのアーカイブメンバーの情報が表示されます。

オプション
size が認識するオプションは以下のとおりです。

-d 10進数でサイズをプリントします。これはそのデフォルトです。

-o 8進数でサイズをプリントします。

-x 16進数でサイズをプリントします。

-V size コマンドのバージョン情報をプリントします。

-v オブジェクトファイルにあるサブスペースの冗長リストをプリントします。各サブスペース
は、サイズ、物理アドレス、および仮想アドレスとともに個別の行にリストされます。

-f 割り当て可能な各セクションのサイズをプリントします (ELF のみ)。

-F ロード可能な各セグメントのサイズおよびパーミッションビットをプリントします (ELF の
み)。

-n ロード不可能なセグメントのサイズおよび割り当て不可能なセクションのサイズをプリント
します (ELF のみ)。

-U 使用法をプリントします。

多言語化対応
環境変数

size の実行には、次の多言語化対応変数が影響を与えます。

LANG LC_ALL 、および LC_* の環境変数が指定されていない場合にセットされる母国語、ローカ
ルな慣習、およびコーディング文字セットを決めます。 LANG がセットされていない場合、
またはヌルの場合は、デフォルトとして "C" ( lang(5) を参照) が ( LANG ではなく) 使用され
ます。

LC_ALL

すべてのロケールカテゴリに対する値を決めます。これは、 LANG や、その他の LC_* 環境
変数より優先して使用されます。
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LC_MESSAGES

標準エラーに書き込む診断メッセージのフォーマットと内容を決めるロケールを指定します。

LC_NUMERIC

数値フォーマットに対するロケールカテゴリを指定します。

LC_CTYPE

文字処理関数に対するロケールカテゴリを指定します。

ST_SIZECAT

NLSPATH

LC_MESSAGES の処理に使用するメッセージカタログの位置を決めます。

多言語対応変数の内容が無効な設定である場合、 size は、多言語対応変数がすべて"C"に設定されたものと
しては動作します。 environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングル/マルチバイト文字コードセットがサポートされています。

診断
size: name: cannot open name は読み込むことができません。

size: name: bad magic name は適切なオブジェクトファイルではありません。

例
プログラムの2つのバージョンのテキスト、データ、bssのセクションのサイズを比較します。

size ./version1 ./version2

参照
システムツール

as(1) アセンブリコードをマシンコードに変換します。
cc(1) HP-UX C コンパイラを起動します。
ld(1) リンクエディタを起動します。

その他
a.out(4) アセンブラ、コンパイラ、およびリンカの出力
ar(4) アーカイブフォーマット

標準準拠
size: SVID2, SVID3, XPG2, XPG4
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名称
sleep − 一定期間の間の実行停止

構文
sleep time

説明
sleep は time 秒間実行を停止します。以下のように、一定の時間の後にコマンドを実行するのに使用しま
す。

(sleep 105; command)&

または、以下のように定期的にコマンドを実行するのに使用します。

while true

do

command

sleep 37

done

戻り値
sleep は以下の値のいずれかで終了します。

0 実行は正常に time 秒間停止しました。または、 SIGALRMシグナルを受け付けました。

>0 time 引き数がない、10進整数でない、負である、または UINT_MAX より大きい場合、 sleep

は終了ステータス2で戻ります。

参照
alarm(2), sleep(3C)

標準準拠
sleep: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
slp − 非シリアルプリンターのプリントオプションの設定

構文
slp [-a] [-b] [-c cols ] [-d] [-i indent ] [-k] [-l lines ] [-n] [-o] [-r] [-C pages ] [-O pages ]

説明
slp は、ページの行数、行の文字数、および字下げなどのプリンターフォーマッティング オプションを設定
します。これらの特性は、 lp(7) に説明があるプリンタードライバによって制御されます。 slp は現在の標
準出力に対して動作します。

オプション
slp は以下のオプションおよび引き数を認識します。

-a オプションの設定値をすべてレポートします。

-b バックスペース文字をそのままドライバに通すキャラクタ型プリンターを指定しま
す。このオプションがなければラインプリンターを示します。ドライバは、バックス
ペース文字を取り込むために必要な動作を行います。

-o プリンターをラインプリンターモードにリセットします。

-ccols プリントカラム数を cols に制限します。指定した制限を超過する文字は切り捨てられ
ます。

-d オプションを装置のデフォルトにリセットします。この動作は、次に装置がオープン
されるまで行われません。

-iindent 最初のカラムをプリントする前に、 indent カラムを字下げします。

-k cookedモードを選択します。cookedモードは、文字 r が前に付いていないlpニーモ
ニックによって識別される、cookedデバイス スペシャルファイルで使用しなければ
なりません。

-llines ページの lines 数を指定します。各ページの最後の改行文字はフォームフィードに変
更されます。

-n ページサイズを無限に設定します。ページの最後の改行は決して出現しないため、改
行文字はフォームフィードに変更されません。

-r グラフィックスダンプに対してrawモードを選択します。 -a を除いて、その他のオ
プションはすべて無視されます。 -r オプションを指定しなければ、 -k が仮定され
ます。

-Cpages 装置の最後のクローズの後で、ゼロ枚以上の pages を排出します。

-Opages 装置をオープンした際に、ゼロ枚以上の pages を排出します。
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例
プリンターをページ間フォームフィードなし、80カラム、字下げなしに設定する代表的な例を以下に示しま
す。

slp -c80 -i0 -n >/dev/lp

警告
lp スプーラ( lp(1) を参照)とともに slp コマンドを使用すると、予期しない副作用を起こすことがありま
す。スプーラモデルファイルは設定に関して仮定を行い、デフォルトの値が変更されると、混乱した状態にな
ります。ほとんどのオプションが問題なく変更できますが、ページ行数およびページカラム数を調整すること
により、特別な問題が発生することがあります。

著者
slp はHPで開発されました。

参照
lp(1), ioctl(2), lp(7)
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名称
soelim − nroff入力からの.soの除去

構文
soelim [ file ... ]

説明
soelim は、指定ファイルまたは標準入力を読み込み

.so some_file

の形式の nroff 指令が入力行の先頭にある場合、それらによって暗示されるテキストの包含を実行します。
これは、通常はこのような処理を行わない tbl(1) などのプログラムを使用する際に有効です。これにより、別
ファイルにある個々の表またはその他のテキストオブジェクトの配置を大きなドキュメントの一部として実行
することができます。

マイナス (-) のみの引き数は、標準入力に相当するファイル名であると解釈されます。

次のように、行の先頭に . の代わりに ’ を使用すると、包含を抑止できることに注意してください。

’so /usr/share/lib/tmac/tmac.s

例
soelim は以下のようなコンテクストで頻繁に使用されます。

soelim exum?.n | tbl | nroff -mm | col | lp

警告
ソースコマンドのフォーマットに異常があってはなりません。つまりファイル名の前に空白が必ず1つなけれ
ばならず、後には空白があってはなりません。

参照
more(1), nroff(1), tbl(1)
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名称
sort − ファイルのソート/マージ

構文
sort [-m] [-o output] [-bdfinruM] [-t char] [-k keydef ] [-y [kmem]] [-z recsz] [-T dir] [file ...]

sort [-c] [-AbdfinruM] [-t char] [-k keydef ] [-y [kmem]] [-z recsz] [-T dir] [file ...]

説明
sort は、以下のいずれかの機能を実行します。

1. 指定されたすべてのファイルを一括ソートして、結果を指定出力に書き出します。

2. 指定されたすべての (ソート済み) ファイルをマージして、結果を指定出力に書き出します。

3. 単一の入力ファイルが正しくソートされているかチェックします。

ファイル名に、- を使用した場合、または入力ファイルを指定しない場合には、標準入力が読み取られます。

比較は、入力の各行から抽出したソートキーに基づいて行われます。デフォルトでは、ソートキーは1つだけ
で、それは入力行全体です。ソートの順序は現在のローカル実行環境の照合順序による文字単位の辞書順に従
います。ローカル実行環境が指定されていない場合、あるいは POSIX ローカル実行環境に設定されている場
合には、ソートの順序はマシンの照合順序によるバイト単位の辞書順に従います。ローカル実行環境にマルチ
バイト文字が含まれる場合は、シングルバイト文字がマルチバイト文字に先立ってマシンの照合順序で比較さ
れます。

動作変更オプション
次のオプションにより、デフォルトの動作仕様を変更することができます。

-A 各文字のコード化された値を使用して、バイト単位でソートします。一部のシステムで
は拡張された文字が負の値とみなされて、ASCIIキャラクタよりも前にソートされま
す。非C/POSIXロケールでASCIIキャラクタをソートする場合には、このフラグを使用
すると実行速度が非常に高くなります。

-c 単一の入力ファイルが順序づけの規則に従ってソート済みであるかどうかをチェックし
ます。出力はされません。終了コードに結果が示されます。

-m ファイルのマージだけを行います。入力ファイルはすでにソート済みであるものとしま
す。

-o output 引き数には、標準出力以外に使用する出力ファイルを指定します。このファイルは、入
力ファイルの1つと同じであってもかまいません。

-u 複数の行に同じキーがある場合には、1行だけを出力して、その他の行を抑制します。
-c オプションと併用する場合は、入力ファイルがソート済みかどうかチェックするとと
もに重複するキーを持つ行がないことをチェックします。
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-y [kmem] ソート処理に使用するメインメモリーの量は、パフォーマンスに大きな影響を与えるこ
とがあります。このオプションを省略すると、sort は、最初にデフォルトのメモリー
サイズからソート処理を始め、以降、必要に応じてさらにスペースを消費していきま
す。このオプションにより、kmem の値を指定すれば、その値がメモリー管理上の最小
または最大の限度を超えない限り、sort は、最初に指定されたキロバイト数のメモ
リーを使用して実行を開始します。範囲を超える場合は、それぞれの最小値または最大
値が使用されます。したがって、 -y 0 と指定すると、必ず最小のメモリーから実行が
開始されます。引き数なしで -y を指定すると、通常、最大のメモリーから実行が開始
されます。

-z recsz 読み取られた最長行のサイズをソート段階で記録しておき、マージ段階で必要なバッ
ファーが割り当てられるようにします。-c または -m のオプションによってソート段
階を省略すると、通常のシステムデフォルトのサイズが使用されます。バッファーサイ
ズより長い行があると、sort は異常終了します。この場合、実際にマージする最長行
のバイト数 (またはそれより大きい値) を指定すれば、異常終了は避けることができま
す。

-T dir デフォルトのディレクトリではなく dir を一時スクラッチファイルとして使用します。
デフォルトのディレクトリは以下のうちのいずれかで、試される順に示します。TMPDIR

環境変数で指定されたディレクトリ、/var/tmp、および /tmp。

順序規制オプション
順序付けオプションが限定付きソートキー指定の前に指定されると、順序付け規則はすべてのソートキーにグ
ローバルに適用されます。順序付けオプションを特定のソートキーに結合した場合 (下記で説明) は、そのオプ
ションはそのキーについてすべてのグローバルな順序付けオプションを無効にします。

以下のオプションはデフォルトの順序付けオプションを無効にします。

-d 疑似辞書順。比較においては LC_CTYPE で定義される英数字と空白 (スペースとタブ)

のみが意味があります (environ(5) 参照)。 (XPG4のみ) -iまたは-nも適用されるソート
キーについては、動作は未定義です。

-f 大文字/小文字を区別しません。比較を行う前に、LC_CTYPE で定義されるすべての英小
文字は実際には大文字に変換されます。

-i 数字以外の比較で、LC_CTYPE で定義されるすべての印字不能文字を無視します。
ASCII キャラクタセットでは8進文字コード 001 - 037 と 0177 が無視されます。

-n ソートキーは、オプションの空白、オプションのマイナス符号、オプションの小数点文
字を付けたゼロ個以上の数字、およびオプションの桁区切り文字から構成される最初の
数字列に限定されます。小数点文字と桁区切り文字は、LC_NUMERIC で定義されます。
フィールドは算術値でソートされます。空の (省略された) 数値フィールドは算術値ゼロ
として扱います。先行するゼロおよびゼロに付けた正負符号は順序付けに影響を与えま
せん。-n オプションがあると、-b オプションも意味します (下記参照)。
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-r 比較の意味を反転します。

-M 月名として比較します。フィールド中にあるブランク以外の最初の3文字が大文字に変換
され、langinfo(5) の項目、ABMON_1 < ABMON_2 < ... < ABMON_12 という形式で比較
されます。無効なフィールドは、文字列、ABMON_1 より小さいものとみなされます。例
えば、英語の月名を比較すると JAN < FEB < ... < DEC となります。無効なフィールド
はいずれの月より小さいものとみなされます。-M オプションは暗黙の指定として、-b

オプションも含んでいます (下記の説明参照)。

フィールド分離記号オプション
フィールド分離記号の扱いはオプションを使用して変更できます。

-t char char をフィールド分離記号として使用します。char はフィールドには含まれません (た
だし、ソートキーには含めることができます)。char が現れるたびにフィールドを分離
します (例えば、 <char><char> は空のフィールドを区切ります)。-t を指定しない
と、空白文字がデフォルトのフィールド分離記号になります。空白以外の文字の後にあ
る空白文字の最大の連なりがフィールド分離記号です。

-b 限定付きソートキーの開始および終了位置を判定する際に先行する空白を無視します。
-b オプションが最初の -k (+pos1 引き数) オプションの前に指定されると、 それはす
べての -k (+pos1 引き数) オプションに適用されます。そうでない場合は、-b オプ
ションは各 -k field_start または field_end オプション (+pos1 または (-pos2 引き数、
下記参照) に個別に組み合わせることができます。なお、-b オプションは、限定付き
ソートキー指定がある場合にのみ有効です。

限定付きソートキー
-k keydef keydef 引き数が限定付きソートキーを定義します。この定義の形式は以下のとおりで

す。

field_start [ type ] [,field_end [ type ] ]

これは、field_start で始まって field_end で終わるキーフィールドを定義します。field_start と
field_end の位置にある文字は、field_end の方が field_start よりも前にある場合を除いて、キー
フィールドに含まれます。field_end を省略すると、行末の意味になります。フィールドとフィールド
内の文字には、1 から順次番号が付きます。これは、0から番号を付けた旧形式の限定付きソート
キーとは異なるので注意してください (下記の「警告」参照)。

field_start および field_end の指定にはフィールドの概念が適用され、最小構成の文字の並び
の後に、フィールド区切り記号または改行を続けます。デフォルトの場合、ブランクの並びの
最初にあるブランクが、フィールド区切り記号とみなされます。ブランクの並びに含まれるブ
ランクはすべて、次のフィールドの一部とみなされます。例えば、行の先頭にあるブランクは
すべて最初のフィールドの一部とみなされることになります。
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引き数 field_start と field_end はそれぞれ m.n という形式で、これには以下の1個以上の
type オプションが任意で後続します。b, d, f, i, n, r, または M 。これらの修飾子の効果は、
それぞれ対応するコマンド行オプションがレコード全体に対して持つのと同じ機能をこのキー
の中だけに適用するものです。

m.n で指定する field_start は、m 番目のフィールドの n 番目の文字を意味します。n がない
場合は .1 を表し、m 番目のフィールドの最初の文字を意味します。-b オプションが指定
されている場合、n は m 番目のフィールドの最初のブランク以外の文字からカウントされま
す。

field_end を指定する m.n は、m 番目のフィールドの n 個目の文字を意味します。n がない
場合は、m 番目のフィールドはフィールドの最後の文字で終了します。-b オプションが指定
されている場合、n は m 番目のフィールドの最初の空白以外の文字からカウントされます。

複数の -k オプションを指定することができます。ただし、コマンド行での順序には意味があ
ります。最大9個の -k オプションを指定できます。-k オプションを指定しないと、デフォ
ルトの行全体のソートキーが使用されます。複数のソートキーが存在する場合は、前にある
キーがすべて等価である場合にのみあとのキーが比較されます。ほかの場合に等価になる行
は、すべてのバイトを有意にして順序付けられます。指定したすべてのキーが等価である場合
は、レコード全体が最終キーとして使用されます。

-k オプションは、旧形式 [+pos1 [+pos2 ] ] の表記を、それぞれ field_start と field_end に置
き換えるものです。完全に指定された [+pos1 [+pos2 ] ] 形式

+w.x-y.z

は、以下と等価です。

-k w+1.x+1,y.0 (if z = =  0)

-k w+1.x+1,y+1.z (if z > 0)

旧形式の限定付きソートキー
+pos1 -pos2 の指定により、ソートキーが pos1 で始まり、pos2 で終わるように制限します。pos1 と pos2

の位置にある文字は、ソートキーに含まれます (ただし、pos2 が pos1 より前にある場合は除きます)。 -pos2

がない場合は、行の終わりを示します。

pos1 および pos2 の指定にはフィールドの概念が適用され、最小構成の文字の並びの後に、フィールド分離記
号または改行を続けます。デフォルトの場合、ブランクの並びの最初にあるブランク (スペースまたはタブ)

が、フィールド分離記号とみなされます。ブランクの並びに含まれるブランクはすべて、次のフィールドの一
部とみなされます。例えば、行の先頭にあるブランクはすべて最初のフィールドの一部とみなされることにな
ります。

pos1 と pos2 はそれぞれ、 m.n の形式で、この後にオプションとしてフラグ、bdfinrM を1つ以上続けた
ものです。 +m.n で指定する開始位置は、m+1 番目のフィールドの n+1 番目の文字を意味します。 .n がな
い場合は .0 を表し、m+1 番目のフィールドの最初の文字を意味します。b フラグがあると、n は m+1 番目
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のフィールドの最初のブランク以外の文字からカウントされます。 +m.0b は、フィールド m+1 の最初のブ
ランク以外の文字を表します。

-m.n で指定する終了位置は、m 番目のフィールドの最後の文字の (分離記号を含む) n 個目の文字を意味し
ます。 .n がない場合は .0 を表し、m 番目のフィールドの最後の文字を意味します。b フラグがあると、n

は m+1 番目のフィールドの先行ブランクの最後の1つからカウントされます。 -m.1b は、m+1 番目の
フィールドの最初のブランク以外の文字を表します。

多言語化対応
環境変数

LC_COLLATE により、ソート処理に適用するデフォルトの順序づけ規則を決定します。

LC_CTYPE により、テキストデータの一連のバイトを文字として解釈する場合のローカル実行環境(例えば、
引き数や入力ファイル内のシングルバイト文字とマルチバイト文字)、および -b, -d, -f, -i, -n の各オプ
ションについての文字分類の方法を決定します。

LC_NUMERIC により、-n オプションの小数点文字および桁区切り文字の定義を決定します。

LC_TIME により、-M オプションの月名を決定します。

LC_MESSAGES により、メッセージの表示に使用する言語を決定します。

LC_ALL により、他のすべての国際化変数の値をオーバライドするローカル実行環境を決定します。

NLSPATH により、LC_MESSAGES の処理に使用するメッセージカタログの位置を決定します。

LANG は、設定されていないまたはヌルの国際化変数に対してデフォルトの値を用意します。LANG が設定さ
れていないかヌルの場合には、デフォルト値 "C" (lang(5) を参照)が使用されます。

国際化変数のいずれかに無効な設定値が含まれていると、sort はすべての国際化変数が "C" に設定されてい
るものとして動作します。environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

例
infile の内容について、2番目のフィールドをソートキーとしてソートします。

sort -k 2,2 infile

infile1 および infile2 の内容を降順にソートし、その結果を outfile に出力します。ソートキーに
は、2番目のフィールドの最初の2文字を使用します。

sort -r -o outfile -k 2.1,2.2 infile1 infile2

infile1 および infile2 の内容を降順にソートします。ソートキーには、4番目のフィールドの最初のブ
ランク以外の文字を使用します。
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sort -r -k 4.1b,4.1b infile1 infile2

パスワードファイル (/etc/passwd) を、数値ユーザー ID (コロンで区切られた3番目のフィールド) でソート
して出力します。

sort -t: -k 3n,3 /etc/passwd

ソート済みのファイル infile の行を出力します。ただし、3番目のフィールドが等しくなる行のうち、最初
の行だけをプリントし、これ以降を抑制するものとします。

sort -mu -k 3,3 infile

診断
sort は以下の値のいずれかで終了します。

0 すべての入力ファイルが正常に出力されました。あるいは -c が指定されましたが入力ファイル
は正しくソートされていました。

1 -c オプションが指定されましたがファイルはソートされていませんでした。あるいは -c およ
び -u オプションの両方が指定されましたが、2つの入力行には等価のキーがありました。この
終了ステータスは、-c オプションを使用しない場合には戻されません。

>1 1つまたは複数の入力行が長すぎた場合などのエラーが発生しました。

入力ファイルの最後の行に改行文字がない場合、sort は、改行を追加し、警告メッセージを出力して、処理
を続行します。

指定された言語の照合規則があるテーブルにアクセスしている間に、エラーが発生すると、sort は警告メッ
セージを出力し、デフォルトの設定として、ローカル実行環境 POSIX を使用します。

マルチバイト文字の言語に -d, -f, -i のいずれかのオプションを指定すると、sort は警告メッセージを出
力して、そのオプションを無視します。

警告
フィールドおよびフィールドに含まれる文字のナンバリング (-k オプション)は、POSIX 標準に準拠するよ
う変更されました。HP-UX リリース 9.0 以降、-k オプションによるフィールドおよびフィールドに含まれ
る文字のナンバリングは、1 から開始されます。リリース 9.0以前では、0 から開始されていました。

オプション -t で指定したフィールド分離記号は、シングルバイト文字の場合に限って、認識されます。

alpha, digit, space, および print の各文字タイプ分類カテゴリは、マルチバイト文字については定義さ
れていません。マルチバイト文字の言語の場合は、すべての文字が比較の対象になります。

テキストファイルではない入力ファイルが与えられた場合の動作は未定義です。

著者
sort はOSFおよびHPによって開発されました。
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ファイル
/var/tmp/stm???

/tmp/stm???

参照
comm(1), join(1), uniq(1), collate8(4), environ(5), lang(5)

標準準拠
sort: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
spell, hashmake, spellin, hashcheck − スペルミスの発見

構文
spell [-v] [-b] [-x] [-l] [-i] [+local_file ] [ files ]

/usr/lbin/spell/hashmake

/usr/lbin/spell/spellin n

/usr/lbin/spell/hashcheck spelling_list

説明
spell コマンドは、指定した files からワードを収集し、スペルリストでそれらを調べます。スペルリストの
ワードになく、または(語形変化や接頭辞、接尾辞を適用することにより得られる)派生語にも適合しないもの
は、標準出力にプリントされます。files を指定しなければ、ワードは標準入力から収集されます。

spell コマンドは、ほとんどの troff, tbl, および eqn 構文を無視します。

オプション
spell コマンドが認識するオプションは以下のとおりです。

-v 原形でスペルリストにないワードがすべてプリントされ、スペルリストのワードから
最も近い派生語が示されます。

-b 英国流のスペル法でチェックされます。centre, colour, programme, special-

ity, travelled などを選択するうえに、さらにこのオプションは standardise

などの特定のワードにおける -ise を採用します。

-x 各ワードごとに語幹が = とともにプリントされます。

デフォルトでは、インクルードされるファイルの名前の前に /usr/share/lib がない限り、troff/nroff

イントリンシックの .so および .nx を認識する deroff (deroff (1) を参照)と同様、spell はインクルー
ドされたファイルの最後に実行されます。-l オプションを使用すると、spell は すべてののインクルード
されたファイルのチェーンの後に実行されます。-i オプションにより、spell は、インクルードされた
ファイルのすべてのチェーンを無視します。

+local_file オプションを使用すると、local_file にあるワードは spell の出力から削除されます。local_file

は、1行に1語ずつで並び換え済みのワードリストがあるユーザー指定のファイル名です。このオプションによ
り、spell 自体のスペルリストに加えて、ジョブごとに正しいスペルのリストを指定できます。

スペルリストは多くのソースに基づいており、通常の辞書ほど整備されてはいませんが、固有名詞およびポ
ピュラーな技術用語に関してはかなり有効です。生物学、医療、および化学の専門語はあまり多くありませ
ん。

関連の補助ファイルは、名前の引き数によって指定できます(以下の「ファイル」および「変数」を参照)。以
下に、デフォルトの設定値とともに示します。すべての出力のコピーは、履歴ファイルに蓄積されます。停止
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リストは、通常ならばそのまま渡されてしまうスペルミス(thier=thy-y+ier など)を取り除きます。

spell によって使用されるハッシュリストの保守およびチェックに利用できるルーチンは以下の3つです。

hashmake ワードのリストを標準入力から読み込んで、対応する9桁のハッシュコードを標準出
力に書き出します。このプログラムは 30文字以内の長さの単語を受け付けます。30

文字を超える単語があると、標準エラーに診断メッセージが表示されます。

spellin n ハッシュコード n を標準入力から読み込んで、圧縮されたスペルリストを標準出力に
書き出します。ハッシュコーディングに関する情報は、標準エラーにプリントされま
す。

hashcheck 圧縮された spelling_list を読み込み、それに含まれるすべてのワードに対して9桁の
ハッシュコードを再び作成し、標準出力に書き出します。

多言語化対応
環境変数

D_SPELL ユー ザー ご と の ハッ シュ 調 整 さ れ た ス ペ ル リ ス ト ( デ フォ ル ト は
D_SPELL=/usr/share/dict/hlist[ab] です)

H_SPELL スペル履歴(デフォルトは H_SPELL=/var/adm/spellhist です)

S_SPELL ハッシュ調整された停止リスト(デフォルトは S_SPELL=/usr/share/dict/hstop です)

TMPDIR テンポラリファイルのディレクトリ。デフォルト /tmp に優先します。

例
1つの word のスペルをチェックするには以下のようにします。

echo word | spell

word のスペルが正しければ、プロンプトが戻されます。正しくなければ、プロンプトが戻される前に word

がプリントされます。複数のワードのスペルをチェックする場合は、同一のコマンド行グループとしてタイプ
することもできます。

echo worda wordb wordc ... | spell

デフォルトの米国流のスペルリストファイル /usr/share/dict/hlista にすでにあるワードを取り込んだ
個人的なスペルリストを作成するには以下のようにします。

cat /usr/share/dict/hlista | /usr/lbin/spell/hashcheck >tmp1

/usr/lbin/spell/hashmake <addwds >>tmp1

sort -u -o tmp1 tmp1

/usr/lbin/spell/spellin ‘wc -l <tmp1‘ <tmp1 >hlista

デフォルトの英国流のスペルリストファイル /usr/share/dict/hlistb を修正するには、上記の例に含ま
れる hlista をすべて hlistb に置き換えます。

デフォルトのスペルリストにワードを追加するには、ログインを root に変更し、現在のワークディレクトリ
を /usr/share/dict に変更し、上記の例にあるコマンドを実行します。
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警告
スペルリストのカバーする範囲は均一ではありません。新しいツールとして spell の使用を始めるときは、
過去数か月間の出力をモニタしてローカルに追加されたものを調べるようにお勧めします。通常、その追加は
上記のように spellin 経由でハッシュ調整された spelling_list に追加される別のローカルファイルに保存さ
れています。

英国流のスペルチェック機能は米国人によって開発されました。

ファイル hlista, hlistb, および hstop の起動バージョンは、ディレクトリ /usr/newcon-

fig/usr/share/dict にあります。これらのファイルまたは適当な同等のファイルが、ディレクトリ
/usr/share/dict に存在しなければ、spell は以下のようなメッセージを表示します。

spell: cannot initialize hash table

spell: cannot initialize hash table

spell コマンドは、X/Open標準から廃止されます。このコマンドを使用しているアプリケーションは、異機
種のシステムへは移植できない可能性があります。

ファイル
/usr/share/dict/hlist[ab] ハッシュ調整したスペルリスト、米国流と英国流
/usr/share/dict/hstop ハッシュ調整した停止リスト
/var/adm/spellhist 履歴ファイル
/usr/lbin/spell/spellprog 実行可能なプログラムファイル

参照
deroff(1), sed(1), sort(1), tbl(1), tee(1)

標準準拠
spell: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3
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名称
split − ファイルの分割

構文
split [-l line_count ] [-a suffix_length ] [ file [ name ]]

split [-b n[k m] ]  [-a suffix_length ] [ file [ name ]]

旧版
split [-n ] [ file [ name ] ]

説明
split は file を読み込んで分割し１組の出力ファイルに(デフォルト1000行)書き込みます。最初の出力ファ
イルの名前には、aa が追加され、以降英字順に zz までが追加される名前となります (ASCII 文字のみを使
用し、最大で676ファイル)。出力 name を指定しない場合、x がデフォルトになります。

入力 file を指定しないか、または - をその代わりに指定した場合、標準入力ファイルが使用されます。

オプション
split は以下のコマンド行オプションおよび引き数を認識します。

-l line_count 入力ファイルを、サイズ line_count 行で分割します。

-a suffix_length

suffix_length 英字は、出力ファイル名のサフィックスの形成に使用されます。このオ
プションにより、676を超える出力ファイルの作成が可能となります。作成された出
力ファイル名は、ファイルを含むディレクトリで許可されているファイル名の長さを
超えることはできません。

-b n 入力ファイルを、サイズ n バイトで分割します。

-b nk 入力ファイルを、サイズ n × 1024バイトで分割します。n と k の間にスペースは入
れません。

-b nm 入力ファイルを、サイズ n × 1 048 576バイトで分割します。n と m の間にスペース
は入れません。

-n 入力ファイルを、サイズ n 行で分割します。このオプションは旧版となっており、
-l line_count オプションを使用するのと同じです。

多言語化対応
環境変数

LC_CTYPE は、テキストをシングルバイトまたはマルチバイト文字として解釈する場合のロケールを決定しま
す。

LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使用する言語を決定します。

LC_CTYPE または LC_MESSAGES を環境で指定していないか空文字列に設定している場合には、LANG の値
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が未指定または空の各変数にデフォルトとして使用されます。LANG を指定していないか空文字列の場合に
は、デフォルトの "C" (lang(5) を参照) が LANG の代わりに使用されます。

多言語化対応変数のいずれかに無効な設定値が含まれていると、split はすべての多言語化対応変数が "C"

に設定されているものとして動作します。environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

戻り値
split は、次のいずれかの値で終了します。

0 正常終了。
>0 エラーが発生しました。

参照
csplit(1)

標準準拠
split: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
ssp − 多重のラインフィードを出力から削除

構文
ssp

説明
ssp (シングルスペース)は、冗長な空白行を標準入力から削除し、その結果を標準出力に送ります。ファイル
の先頭にある空白行はすべて削除され、ファイル内のそれ以外にある複数の空白行(ファイルの終わりを含む)

はすべて1行の空白行になります。

ssp は、通常次のようなパイプラインで使用します。

nroff -ms file1 | ssp

ssp は4.2BSDの cat -s コマンドと等価です。

ファイルの先頭を除く空白行をすべてファイルから削除するには、 rmnl を使用します ( rmnl(1) を参照)。
空白行をファイルの先頭を含めてすべてファイルから削除するには、 rmnl を ssp に、または ssp を
rmnl にパイプで接続します。

参照
cat(1), rmnl(1)
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名称
strings − オブジェクトまたは他のバイナリファイルからプリント可能な文字列を検索

構文
strings [-a] [-t format ] [-n number ] [ file ] ...

旧版
strings [-a] [-o] [-number ] [ file ] ...

説明
strings は、ファイルから ASCII 文字列を探します。file を指定しなければ、標準入力が使用されます。文
字列は、改行または null 文字で終了する４文字以上の表示可能な文字の列です。

strings はランダムなオブジェクトファイルとその他の多くのものを識別するのに便利です。

オプション
strings が認識するオプションは以下のとおりです。

-a デフォルトでは、strings は、 (マジック番号で認識される) オブジェクトファイルの
初期化データスペースのみを検索します。このフラグを使用すると、ファイル全体が
検査されます。標準入力を読み込む場合、およびファイルがオブジェクトファイルと
して認識されない場合、このフラグは常にセットされます。逆互換性のため、- は
-a の同義語として解釈されます。

-t format ファイルの先頭からのバイトオフセットを、各文字列の直前に表示します。オプショ
ン引き数 format で指定する１文字により、次のように書式を指定します。

d オフセットを 10進数で表示します。

o オフセットを８進で表示します。

x オフセットを 16進で表示します。

-n number 検出する文字列の長さの最短値 number を指定します。デフォルト値は 4 です。

-o それぞれの文字列の前には、ファイル内のオフセットが８進で付いています。このオ
プションは廃止予定であり、 -t o オプションを指定するのと等価です。

-number 文字列の最小の長さとして、デフォルトの 4 以外の number を指定します。このオ
プションは廃止予定であり、-n number オプションを使用するのと等価です。

多言語化対応
環境変数

LC_CTYPE は、テキストをシングルバイトまたはマルチバイト文字として解釈する場合のロケールを決定しま
す。

LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使用する言語を決定します。

LC_CTYPE または LC_MESSAGES を環境で指定していないか空文字列に設定している場合には、LANG の値
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が未指定または空の各変数にデフォルトとして使用されます。LANG を指定していないか空文字列の場合に
は、デフォルトの "C" (lang(5) を参照)が LANG の代わりに使用されます。

NLSPATH は LC_MESSAGES を処理するメッセージカタログの位置を決定します。

多言語化対応変数のいずれかに無効な設定値が含まれていると、strings はすべての多言語化対応変数が
"C" に設定されているものとして動作します。environ(5) を参照してください。

警告
文字列の識別に使用されているアルゴリズムは非常に単純です。

著者
strings はカリフォルニア大学バークレー校で開発されました。

参照
od(1)

標準準拠
strings: XPG4, POSIX.2
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名称
strip − オブジェクトファイルからシンボル情報と行番号情報を削除

構文
strip [-l] [-x] [-r] [-V] [-U] filename ...

説明
strip は、アーカイブを含むオブジェクトファイルからシンボルテーブルおよび行番号情報を削除します。
それ以降、そのファイルに対してはデバッグのためのシンボルによるアクセスはできません。したがって、通
常このコマンドは、デバッグおよびテストの済んだ製品モジュールにのみ実行してください。効果は ld の -s

オプションを使用することと大体同じです。

オプション
シンボルテーブルから削除する情報量は以下の任意のオプションを使って制御できます。

-l 行番号情報のみを削除します。シンボルテーブル情報は削除しません。

-x 静的シンボルまたは外部シンボル情報は削除しません。

シンボルテーブルは静的シンボルおよび外部シンボルのみを含んでいるため、 -l および -x

オプションは同じ機能になります。どちらのオプションでも、シンボリックデバッギング情
報およびロード不可能なデータのみを削除します。

-r シンボルテーブルへ再配置インデックスをリセットします (SOM のみ)。ELF ファイルに対
しては廃止になりました。このオプションは、 strip が再配置可能なファイルを対象とし
て動作するようにします。その場合も、シンボリックデバッギング情報およびロード不可能
なデータのみを削除することになります。

-V stripコマンドのバージョンを標準エラー出力にプリントします。

-U 使用法メニューをプリントします。

オブジェクトファイル内に再配置エントリーがあり、シンボルテーブル情報を削除する場合は、 strip は、
-r オプションを使用しないと、 filename を削除せずに警告を発行し、終了してしまいます。

strip をアーカイブファイルについて実行すると (ar(4) を参照)、アーカイブシンボルテーブルが削除されま
す。アーカイブを ld コマンドで使用する前に、 ar に s 演算子( ar(1) を参照) を付けて実行し、アーカイ
ブシンボルテーブルをリストアしなければなりません( ld(1) を参照)。 strip は、いつこのような状況が起
こるかを適切な警告メッセージによってユーザーに指示します。

このコマンドは、オブジェクトファイルによって消費されるファイル記憶のオーバーヘッドを減らす目的で使
われます。

多言語化対応
環境変数

以下の多言語対応変数は、strip の処理内容に影響します。
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LANG LC_ALL および他の LC_* 環境変数が指定されていない場合に、母国語のロケールカテゴリ、ローカ
ルカスタム、およびコード文字セットを定義します。LANG が指定されていない場合、または空文字
列が指定されている場合、デフォルトの C (lang(5) を参照) が LANG の代わりに使用されます。

LC_ALL

すべてのロケールカテゴリの値を定義し、LANG および他の LC_* 環境変数よりも優先的に使用され
ます。

LC_MESSAGES

標準エラーに書き込まれる診断メッセージのフォーマットおよび内容を変更するために使用するロ
ケールを定義します。

LC_NUMERIC

数値フォーマティングのためのロケールカテゴリを定義します。

LC_CTYPE

文字操作関数のローカルカテゴリを定義します。

ST_STRIPCAT

NLSPATH

LC_MESSAGES の処理を行うために、メッセージカタログの位置を定義します。

多言語対応変数のいずれかの設定が不適当な場合には、strip はすべての多言語対応変数が C に設定されて
いるものとして動作します。environ(5) を参照してください。

さらに、以下の環境変数は strip の処理内容に影響します。

TMPDIR

一時ファイル (tmpnam(3S) を参照) 用のディレクトリを指定します。

サポートされる国際的コードセット
シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

診断
strip:name:cannot open name を読み込むことができません。

strip:name:bad magic name は適切なオブジェクトファイルではありません。

strip:name:relocation entries present ; cannot strip

name は再配置エントリーを含んでおり、削除できません。 -r オ
プションが指定されませんでした。シンボルテーブル情報は削除す
ることはできません。

例
カレントディレクトリにある共用ライブラリ libfoo.so のサイズを小さくするため、シンボルテーブルおよ
びデバッグ情報を削除します。ライブラリを使用するために必要なシンボル情報は保存されます。
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strip ./libfoo.so

ファイル
/var/tmp/SGSstrp* 一時ファイル

参照
システムツール:

ar(1) アーカイブライブラリを作成
as(1) アセンブリコードをマシンコードに変換
cc(1) HP-UX C コンパイラを実行
ld(1) リンクエディターを実行

その他:
a.out(4) アセンブラ、コンパイラ、およびリンカーの出力
ar(4) アーカイブ形式

標準準拠
strip: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
stty − ターミナルポートに対するオプションの設定

構文
stty [−a −g options]

説明
stty は、現在の標準入力になっているデバイスに対するターミナル I/O オプションの設定と、現在の設定状
態の報告を行います。このコマンドは次の４つの形式で指定できます。

stty システム定義のオプションの設定状態を報告します。

stty −a 現在のオプション設定状態をすべて報告します。

stty −g 別の stty コマンドに対する引き数として使用できる形式で、現在の設定状態を
報告します。

stty options options で定義したターミナルの I/O オプションを設定します。

以下の制御モードからローカルモードまでの各項に示した各モードは非同期回線に関連しています。これらの
各モードの詳細については、termio(7) を参照してください。ハードウェアフロー制御モードの項に示した
モードの詳細については、termiox(7) を参照してください。

組み合わせモードの項に示す各オプションは、その前の項に示したオプションを使用して実現されます。無意
味なオプションの組み合わせも多数ありますが、妥当性のチェックは行われません。

options は、次のモードオプションの中から選択します。

制御モード
rows number ターミナルウィンドウの行数を number に設定します。

columns number ターミナルウィンドウのカラム数 (幅) を number に設定します。columns の省
略形として cols を使用することができます。

parenb (−parenb) パリティーの生成と検出の機能をオン (オフ) にします。

parodd (−parodd) 奇数 (偶数) パリティーを選択します。

cs5 cs6 cs7 cs8 文字サイズを選択します (termio(7) 参照)。

0 電話回線をただちに切断します。

50 75 110 134.5 150 200 300 600 900 1200 1800 2400

3600 4800 7200 9600 19200 38400 57600 115200 230400 exta extb

可能ならば、ターミナルのボーレートを指定の値に設定します (ハードウェアイン
タフェースによっては、ここに示した速度をサポートしない場合があります )。
38400 より大きい速度は、シリーズ 700 のみでサポートされます。
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ispeed number ターミナルの入力ボーレートを number に設定します。number がゼロの場合、
入力ボーレートは出力ボーレートの値に設定されます。

ospeed number ターミナルの出力ボーレートを number に設定します。number がゼロの場合に
は、モデム制御回線が解放され、それにより回線が切断されます。

hupcl (−hupcl) 最後のクローズ時に、モデム接続を切断します (切断しません)。

hup (−hup) hupcl (−hupcl) と同じです。

cstopb (−cstopb) １文字について２ビット (1ビット) のストップビットを使用します。

cread (−cread) 受信側をオン (オフ) にします。

crts (−crts) 送信要求をオン (オフ) にします。

clocal (−clocal) 回線をモデム制御なし (モデム制御付き) として操作します。

loblk (−loblk) 現在のレイヤー以外のレイヤーからの出力をブロックします (ブロックしませ
ん)。

+resetGSP コンソールのGSP (Guardian Service Processor)をリセットします。このモード
は、スーパーユーザーだけが使用できます。また、このモードは、一部のハード
ウェアでのみサポートされています。

入力モード
ignbrk (−ignbrk) 入力時にブレークを無視します (無視しません)。

ienqak (−ienqak) ENQ-ACK ハンドシェークをオン (オフ) にします。

brkint (−brkint) ブレークで INTR シグナルを生成します (生成しません)。

ignpar (−ignpar) パリティーエラーを無視します (無視しません)。

parmrk (−parmrk) パリティーエラーをマークします (マークしません)。termio(7) を参照してくださ
い。

inpck (−inpck) 入力パリティーチェックをオン (オフ) にします。

istrip (−istrip) 入力文字を７ビットにストリップします (スト
リップしません)。

inlcr (−inlcr) 入力時に改行文字 (NL) を復帰文字 (CR) に変換します (変換しません)。

igncr (−igncr) 入力時に CR を無視します (無視しません)。

icrnl (−icrnl) 入力時に CR を改行文字に変換します (変換しません)。

iuclc (−iuclc) 入力時に大文字を小文字に変換します (変換しません)。

ixon (−ixon) START/ST OP 出力制御をオン (オフ) にします。出力は ASCII DC3 を送信する
と停止し、ASCII DC1 を送信すると開始します。
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ixany (−ixany) 任意の文字 (DC1 のみ) により、出力を再開します。

ixoff (−ixoff) 入力待ち行列が空/いっぱいに近づいたときに START/ST OP 文字を送るように (

送らないように) システムに要求します。

imaxbel (−imaxbel) 入力行が長すぎるときに BEL をエコーします (エコーしません)。

出力モード
opost (−opost) 出力の後処理を行います (出力の後処理を行いません。他の出力モードをすべて無

視します)。

olcuc (−olcuc) 出力時に小文字を大文字に変換します (変換しません)。

onlcr (−onlcr) 出力時に改行文字 (NL) を復帰/改行 (CR/NL) の文字シーケンスに変換します (変
換しません)。

ocrnl (−ocrnl) 出力時に CR を改行文字に変換します (変換しません)。

onocr (−onocr) カラム０で CR を出力しません (出力します)。

onlret (−onlret) ターミナル上で、改行文字が CR として機能します (機能しません)。

ofill (−ofill) 遅延処理に充填文字を使用します (タイミングを使用します)。

ofdel (−ofdel) DEL ( NUL) を充填文字とします。

cr0 cr1 cr2 cr3 復帰用の遅延形式を選択します (termio(7) 参照)。

nl0 nl1 改行文字用の遅延形式を選択します (termio(7) 参照)。

tab0 tab1 tab2 tab3 水平タブ用の遅延形式を選択します (termio(7) 参照)。

bs0 bs1 バックスペース用の遅延形式を選択します (termio(7) 参照)。

ff0 ff1 改ページ用の遅延形式を選択します (termio(7) 参照)。

vt0 vt1 垂直タブ用の遅延形式を選択します (termio(7) 参照)。

ローカルモード
isig (−isig) 特殊制御文字 INTR および QUIT に対する文字のチェックをオン (オフ) にしま

す。

icanon (−icanon) 正規化入力 (ERASE と KILL) をオン (オフ) にします。

iexten (−iexten) 現在 icanon, isig, または ixon による制御の対象外となっているインプリメンテー
ション定義の特殊制御文字を使用可能 (使用不能) にします。

xcase (−xcase) 大文字および小文字を正規化して (未処理のまま) 表現します。

echo (−echo) 入力文字をすべてエコーバックします (エコーバックしません)。
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echoe (−echoe) ERASE 文字をバックスペース - スペース - バックスペースという文字列としてエ
コーします (その形式ではエコーしません)。注記: このモードでは、多くの CRT

ターミナルで、ERASE の対象となった文字が画面上から消去されます。ただし、
このモードはカラム位置を記録していないため、エスケープされた文字, タブ, お
よびバックスペースは正しく消去されないことがあります。

echok (−echok) KILL 文字の入力後に改行文字をエコーします (エコーしません)。

lfkc (−lfkc) (現在は使用されていません) echok (−echok) と同じです。

echonl (−echonl) 改行文字をエコーします (エコーしません)。

noflsh (−noflsh) INTR または QUIT の後にフラッシュします (フラッシュしません)。

echoctl (−echoctl) 削除文字としての制御文字 (ˆ? ) をエコーします (エコーしません)。

echoprt (−echoprt) 文字を消去するときに消去文字をエコーします (エコーしません)。

echoke (−echoke) 行削除の行全体を BS-SP-BS 消去します (BS-SP-BS 消去しません)

flusho (−flusho) 出力がフラッシュされます (フラッシュされません)。

pendin (−pendin) 次の読み取り文字、または入力文字で保留の出力を再入力します (再入力しませ
ん)。

tostop (−tostop) バックグラウンドジョブが出力を実行しようとすると SIGTT OU シグナルを生成
します (生成しません)。

ハードウェアフロー制御モード
以下のオプションは、termiox インタフェースを通じてハードウェアフロー制御をサポートしているデバイス
で使用するためのものです。この機能がサポートされている場合には、このインタフェースを使用しなければ
なりません。

rtsxoff (−rtsxoff) 入力時の RTS ハードウェアフロー制御をオン (オフ ) にします (termiox(7) 参
照)。

ctsxon (−ctsxon) 出力時の CTS ハードウェアフロー制御をオン (オフ ) にします (termiox(7) 参
照)。

制御の指定方法
control-character c control-character を c に設定します。ここで、 control-character は erase,

kill, intr, quit, eof, eol, eol2, werase, lnext, min または time です
(min と time は −icanon で使用されます。termio(7) を参照してください)。
ジョブ制御をサポートするシステムでは、susp 文字と dsusp 文字を設定する
こともできます。シェルレイヤーをサポートするシステムでは (shl(1) 参照 )、
swtch を設定することもできます。c の前に (シェルからエスケープされた) アク
セント符号 (ˆ) を付けると、対応する制御文字が値として使用されます (たとえ
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ば、ˆd は Ctrl-d を表します)。 ˆ? は DEL と解釈され、 ˆ- は未定義として解
釈されます。

line i 回線制御手順を i に設定します。 i は、ゼロから 127 (10進 ) の範囲の値です
(termio(7) 参照)。

組み合わせモード
evenp または parity parenb と cs7 をオンにします。

oddp parenb, cs7 および parodd をオンにします。

−parity, −evenp または −oddp

parenb をオフにし、cs8 を設定します。

raw (−raw または cooked)

入出力を raw モードで (すなわち、入力時の ERASE, KILL, INTR, QUIT, EOT

の処理と出力時の後処理なしで) 実行します (cooked モードで実行します)。「警
告」の項を参照してください。

nl (−nl) icrnl と onlcr の設定を解除します (設定します )。また、−nl は inlcr,

igncr, ocrnl および onlret の設定を解除します。

lcase (−lcase) xcase, iuclc および olcuc を設定します (設定を解除します)。

LCASE (−LCASE) lcase (−lcase) と同じです。

tabs (−tabs または tab3)

出力時にタブをそのまま使用します (スペースに展開します)。

ek ERASE および KILL 文字をデフォルトの # および @ にリセットします。

sane すべてのモードを一定の適切な標準値にリセットします。

term すべてのモードをターミナルタイプ term に適合する値に設定します。ここで、
term は tty33, tty37, vt05, tn300, ti700, hp または tek のいずれかです。

報告機能
size ターミナルウィンドウの大きさを標準出力に rows-and-columns の形式で出力し

ます。

+queryGSP コンソールのGSP (Guardian Service Processor)の状態を出力します。この機能
は、スーパーユーザーだけが使用できます。また、この機能は、一部のハードウェ
アでのみサポートされています。

制御文字のデフォルト割り当て
ターミナルポートをオープンすると、各制御文字がそれぞれのデフォルト値に割り当てられます (termio(7) を
参照)。使用するデフォルト値は、System V インタフェース定義第３版 (SVID3) に従って定義されます。た
だし、werase, および lnext の各制御文字は例外で、これらは、HP−UX の旧リリースとのバイナリ互換を

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 5 −  Hewlett-Packard Company 449



stty(1) stty(1)

保持する目的で、すべて _POSIX_VDISABLE にセットされます。

各制御文字のデフォルト値は、stty を使用して、stdin を /dev/ttyconf にリダイレクトすることによ
り、変更できます。上記の「説明」の項で示した４つのコマンド形式のどれを使用してもかまいません。ただ
し、制御文字のデフォルトだけが報告、または変更されます。その他のモードに対するデフォルトには影響は
ありません。

これらのデフォルトは、システムの全ターミナルポートに適用されるので、特定のポートを変更しても、これ
をオープン (再オープン) しない限り、有効にはならない点に注意してください。システムが稼働中は、システ
ムコンソールは再オープンせず、デフォルト制御文字列の指定は有効になりません。

デフォルトの制御文字の割り当てを変更する場合は、注意が必要です。制御文字の値をデフォルトとして割り
当てる前に、アプリケーション上でテストするようにしてください。

多言語化対応
環境変数

LC_CTYPE は、出力の際に有効な制御文字を決定します。

環境内で LC_CTYPE が指定されていない場合、または空の文字列の場合には、LANG の値が、その変数のデ
フォルトとして使用されます。LANG が指定されていない場合、または空の文字列の場合には、LANG の代わ
りに "C" (lang(5) 参照) がデフォルトとして使用されます。いずれかの多言語化対応変数に無効な値が設定さ
れている場合、stty は、すべての多言語化対応変数が "C" に設定されているものとして動作します。envi-

ron(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングルバイトの文字コードセットがサポートされています。

例
stty kill ’ˆX’ intr ’ˆC’

このコマンドは、行削除文字を ˆX (Ctrl−X) に、また割り込み文字を ˆC にそれぞれ設定します。このコマン
ドは、通常 .login または .profile ファイルに指定しておき、ユーザーがログインセッションごとに毎回
ˆX と ˆC を設定しなくて済むようにするのが普通です。

stty kill ’ˆX’ intr ’ˆC’ werase ’ˆW’ </dev/ttyconf

のコマンドは、削除行文字に対するデフォルト値を ˆX (Ctrl−X) に、割り込み文字を ˆC に、またワード消去
文字を ˆW にそれぞれセットします。このコマンドを実行した後にオープンされたターミナルポートでは、
kill, intr, および werase の各制御文字に新しいデフォルトが適用されます。

警告
raw モードを使用すると、副作用を生じることがあります。副作用の内容は過去のリリースごとに異なってお
り、また将来のリリースについても同様です。そのため、ある特定の副作用に依存した形でアプリケーション
を使用すると、将来、予想外の結果が生じる可能性があります。したがって、そのような使用形態は避けるよ
うにしてください。
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依存関係
サポートされていない機能の詳細については、termio(7) の「依存関係」の項を参照してください。

参照
shl(1), tabs(1), ioctl(2), termio(7), termiox(7)

標準準拠
stty: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
su − ユーザー名の切り換え

構文
su [−] [username [arguments] ]

su [−] -d [username]

説明
su (セットユーザーまたはスーパーユーザー) コマンドにより、ユーザーはログアウトせずに、別のユーザー
になることができます。

username は、/etc/passwd ファイル ( passwd(4) を参照) で定義されているユーザーの名前です。デフォ
ルト名は root (つまり、スーパーユーザー) です。

su を使用するには、現在のユーザーがスーパーユーザーでない場合、また、現在のユーザーがスーパーユー
ザーであって、-d オプションを指定する場合には、適切なパスワードを与える必要があります。正しいパス
ワードが入力されると、su は新しいシェルをこの実ユーザー ID と有効ユーザー ID、実グループ ID と有効
グループ ID、および指定されたユーザーのグループ ID に設定されたグループアクセスリストで実行します。
新しいシェルは、パスワードファイル /etc/passwd の新しいユーザー用エントリーのシェルフィールドに
指定されたシェルです。

新しいシェルの実行に際して arguments が渡されるため、新しいユーザーの特権でシェルプロシジャを実行
することができます。

新しいシェルを終了すると、以前のユーザー名と環境が復元されます。

別のユーザーになろうとする操作はすべて、異常終了した場合も含めて、/var/adm/sulog にログされま
す。正常終了は + 、異常終了は - というフラグが立てられます。さらに、syslog() (syslog(3C) を参照)

を使ったロギングも行われます。

オプション
su には、以下のオプションがあります。

− − オプションを指定すると、新しいユーザーが新しいログインセッションを開始したかの
ように、新しいシェルが起動します。− オプションを省略すると、サブシェルを起動する
ように、新しいシェルが起動されます。詳細は後述します。

-d 認証メカニズムとして DCE (分散コンピューティング環境) を使っている場合、-d オプ
ションを指定する必要があります。このオプションを指定すると、スーパーユーザーで
あっても、ユーザーパスワードの入力が必要になります。ユーザーの DCE 資格証明の入手
には、ユーザーパスワードが必要になります。

このオプションは、シェルの arguments としては、使えません。

- オプションを指定すると、新しいユーザーが新しいログセッションを起動したように、新しいシェルが起動
されます。ただし、以下の例外があります。

452 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



su(1) su(1)

• HOME 変数が、新しいユーザーのホームディレクトリにリセットされます。

• 新しいユーザー名が root の場合、パス変数とプロンプト変数が以下のようにリセットされます。

PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/sbin

PS1=#

他のユーザー名の場合は、以下のようにリセットされます。

PATH=/usr/bin

PS1=$

• TERM 変数が返されます。

• その他の環境は削除され、ログイン状態にリセットされます。しかし、いずれにせよログインファイルが
通常通り実行されるので、普通は、PATH およびその他の変数が通常と同じ値に復元されます。

- オプションを省略した場合、新しいシェルは、以下の点を除き、サブシェルとして起動されたときと同じよ
うに開始します。

• 新しいユーザー名が root の場合、パス変数およびプロンプト変数が以下のようにリセットされます。

PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/sbin

PS1=#

• 以前に定義された HOME および ENV 環境変数が削除されます。

• その他の環境は元のままです。

/etc/passwd に指定されたシェルが /usr/bin/sh の場合、su は、新しいシェルのパラメータ 0 の値
($0 として参照されます) を su に設定します。su コマンドの - オプションを指定した場合、su はパラ
メータ 0 を -su に設定します。

/etc/passwd に指定されたシェルが /usr/bin/sh でない場合、su は新しいシェルのパラメータ 0 の
値を shellname に設定します。su コマンドの - オプションを指定した場合、su はパラメータ 0 を
-shellname に設定します。たとえば、K シェルならば、これは ksh または -ksh になります。

これに対し、login コマンドは常にパラメータ 0 を -shellname に設定します。

HP-UX Smart Card によるログイン
ユーザーアカウントが Smart Card を使用するように設定されている場合には、そのユーザーパスワードはこ
のカード内に保存されます。このパスワードには、システム上に保存される通常のパスワードと同じ特性があ
ります。

Smart Card アカウントを使用して su を実行するには、宛先のユーザーアカウントからの Smart Card を
Smart Card リーダーに挿入しなければなりません。ユーザーは、認証中にパスワードの代わりに PIN を入力
要求されます。
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Enter PIN:

正しい PIN が入力されると、パスワードは自動的にその Smart Card から取り出されます。したがって、
PIN 以外にパスワードを知る必要はありません。

誤った PIN が 3回連続して入力されると、このカードはロックされます。ロックの解除を行えるのは、カード
の発行者だけです。

保護機能
root ユーザーを除くユーザーは、パスワード期限切れなどのアクセス上の制限のため、su を使用して、
ロックされているアカウントに変更することはできません。

このコマンドの動作に影響する構成パラメータについての詳細は、 security(4) マンページの
/etc/default/security ファイルを参照してください。現在、su コマンドにサポートされているパラ
メータは、次のとおりです。

SU_ROOT_GROUP

SU_DEFAULT_PATH

SU_KEEP_ENV_VARS

多言語化対応
環境変数

HOME ユーザーのホームディレクトリ。

LANG メッセージを表示するときに使用される言語。LANG が未指定またはヌルの場合、デフォル
トは C (lang(5) を参照) です。多言語対応変数のいずれかの設定が不適当な場合には、すべ
ての多言語対応変数はデフォルトの C になります (environ(5) を参照)。

LOGNAME ユーザーのログイン名。

PATH コマンド名検索パス。

PS1 デフォルトのプロンプト。

SHELL ユーザーのシェル名。

サポートされるコードセット
ログイン名として、 7 ビット US-ASCII コードセットの文字がサポートされています (ascii(5) を参照)。

例
以前にエクスポートされた環境を保持しながらユーザー bin になります。

su bin

ユーザー bin になりますが、環境は、最初から bin でログインしたときの環境に変更します。

su - bin
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ユーザー bin の環境とパーミッションを一時的に使用して、コマンド ’echo hello’ を実行します。この
例では、ユーザー binのシェルは、-c ’echo hello’ を引き数として起動されます。

su bin -c ’echo hello’

DCE 環境で、ユーザー DCEPrincipal になります。

su -d DCEPrincipal

警告
パスワードが (必要な場合) 正しく入力された後、su は、/etc/passwd および /etc/logingroup から
の情報を使用して、ユーザーのグループ ID およびグループアクセスリストを決定します。/etc/group が
/etc/logingroup にリンクされており、ログインしようとするユーザーのグループメンバー権がネット
ワーク情報サービス (NIS) によって管理されており、かつ応答可能な NIS サーバーがない場合、su はサー
バーが応答するまで待機します。

制約
組み込み可能認証モジュール (PAM)

PAM は、ユーザー認証、パスワード変更、およびアカウントの有効性のチェックに対する Open Group の標
準です。特に、su に関連するすべての関数を実行するために pam_authenticate() が呼び出されます。
この中には、パスワードの取出し、アカウントの有効性のチェック、およびエラーメッセージの表示が含まれ
ます。

ファイル
$HOME/.profile ユーザーのプロファイル
/etc/logingroup システムのデフォルトグループアクセスリストファイル
/etc/passwd システムのパスワードファイル
/etc/profile システムのプロファイル
/var/adm/sulog すべての実行のログ
/etc/default/security

セキュリティデフォルト構成ファイル

参照
env(1), login(1), sh(1), initgroups(3C), syslog(3C), group(4), passwd(4), profile(4), security(4), environ(5)

組み込み可能認証モジュール (PAM)
pam_acct_mgmt(3), pam_authenticate(3)

HP-UX Smart Card によるログイン
scpin(1)

標準準拠
su : SVID2, SVID3, XPG2
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名称
sum − 1つまたは複数のファイルのチェックサムおよびブロックまたはバイトカウントのプリント

構文
sum [-r] [-p] [file ...]

注釈
sum は旧版となっているので、システム間での移植性を考慮した新規アプリケーションでは使わないでくださ
い。代わりに cksum を使ってください( cksum(1) 参照)。

説明
sum は、各指定ファイルのチェックサムを標準出力にプリントします。また、512バイトブロックで切り上げ
たファイルサイズもプリントします。

デフォルトアルゴリズムは、オーバーフローを無視したバイトの16ビットサムです。 -r および -p オプ
ションで別のアルゴリズムも選択できます。

ファイル名を与えなければ標準入力が使われます。

システム間でファイルをコピーする場合、通常データの完全性を確認するのに sum を使います。

オプション
sum が認識するオプションは以下のとおりです。

-r チェックサム計算時に、16ビットサムを各バイトごとに正しくローテートする別のアルゴ
リズムを使います。

-p cksum が使う32ビットの巡回冗長検査 (CRC) アルゴリズムを使います。

戻り値
sum は、終了すると以下の値を返します。

0 ファイルはすべて正常に処理されました。

>0 1つまたは複数のファイルが読み込めなかったか、またはその他のエラーが発生しました。

アクセス不能なファイルがあると、 sum は残りのファイルも処理し続けますが、最後の終了ステータスは影
響を受けます。

診断
読み取りエラー状態は、ほとんどのデバイスではファイルの終わりと区別できません。ブロックまたはバイト
カウントをチェックしてください。

警告
このコマンドは、X/Open標準から廃止されます。このコマンドを使用しているアプリケーションは、異機種
のプラットフォームへは移植できない可能性があります。 cksum(1) の使用を推奨します。
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参照
cksum(1), wc(1)

標準準拠
sum: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3
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名称
sysdiff − HP-UX にインストールされたソフトウェアのコンパレータ

構文
sysdiff [-v] system1 system2

説明
sysdiff ユーティリティは、現在２つのシステムにインストールされている、SD-UX でパッケージされたソ
フトウェアとアクティブなパッチを比較します。プロダクトは、辞書式順列を使ったフォーマットで出力され
ます。

Product

system1 system2 description

------------- ------------- -----------------------------------

Version1 Version2 Product Description

------------- ------------- -----------------------------------

*PHCO_10000 PHCO_10100 Patch Description PHCO_10100

PHKL_11000 *PHKL_10111 Patch Description PHKL_11000

*PHKL_10222

PHKL_20000 Patch Description PHKL_20000

あるパッチのスーパーセッションチェーンで、異なるアクティブなパッチがそれぞれのシステムで検出される
と、古いパッチにはすべてアスタリスク (*) が付けられ、最新のパッチには、そのチェーンのパッチに関する
説明 (この例では PHCO_10100 と PHKL_11000) が表示されます。

オプション
オプションが何も指定されていない場合、sysdiff は、異なるバージョンのプロダクトや異なるパッチがイ
ンストールされているプロダクト、いずれか一方のターゲットシステムにのみインストールされているパッチ
のみ表示します。sysdiff ユーティリティは以下のオプションをサポートします。

−v インストール済みのソフトウェアとアクティブなパッチをすべて表示します。

注記
このコマンドのターゲットとしてデポはサポートされていません。

AVAILABILITY
このコマンドは HP-UX 11i v3 では標準コマンドです。11i v2 ではパッチ PHCO_32220 またはその更新パッ
チに含まれます。11i v1 ではパッチ PHCO_27780 またはその更新パッチに含まれます。

著者
sysdiff は HP で開発されました。

参照
show_patches(1), check_patches(1M), cleanup(1M), swlist(1M), swremove(1M), swverify(1M)
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名称
tabs − ターミナル上のタブ設定

構文
tabs [ tabspec ] [+mn ] [-T type ]

説明
tabs は、以前のタブ設定をすべてクリアした後、 tabspec で指定したタブ仕様に従って、ユーザーターミナ
ルにタブストップを設定します。ユーザーターミナルには、リモートから設定できるハードウェアタブを備え
ていなければなりません。

HP 以外のターミナルについては、一部のタブ設定に対する動作が異なることがあります。

tabspec では、内蔵、繰り返し、任意、ファイルの4種類のタブを設定できます。 tabspec を省略すると、
デフォルトとして -8 の UNIX 標準タブが使用されます。最小のカラム番号は1です。ターミナルによっては
カラムマーカが0から始まるものもありますが、 tabs では、必ずカラム1がターミナルの左端になります。

-code 内蔵タブのいずれか1つを指定します。 code に指定できる記号とその意味は、次のとおりです。

-a 1,10,16,36,72

アセンブラ、 IBM S/370、第1形式

-a2 1,10,16,40,72

アセンブラ、 IBM S/370、第2形式

-c 1,8,12,16,20,55

COBOL、標準形式

-c2 1,6,10,14,49

COBOL の圧縮形式 (カラム 1-6 を省略)。このコードを使用すると、最初にタイプした文字は
カードカラム7に相当し、スペース1つでカラム8、タブでカラム 12 に移動します。このタブ
設定を使用しているファイルは、以下の --file 書式仕様ファイルで指定する tabs を持つ必
要があります。 file は、次の書式仕様を入れる必要があります。

<:t-c2 m6 s66 d:>

-c3 1,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50,54,58,62,67

-c2 よりタブの数が多い COBOL の圧縮形式 (カラム 1-6 を省略)。 COBOL にはこの形式を
使用するのがよい方法です。仕様は次のとおりです。

<:t-c3 m6 s66 d:>

-f 1,7,11,15,19,23

FORTRAN
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-p 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53,57,61

PL/I

-s 1,10,55

SNOBOL

-u 1,12,20,44

UNIVAC 1100 アセンブラ

これらの内蔵形式のほかに、次の3種類のタブがあります。

-n 繰り返しの指定により、カラム 1+n, 1+2×n, のように繰り返してタブを設定するよう要求しま
す。特に、 UNIX 標準タブ設定の -8 が重要で、ほとんどのターミナルで、この設定が使用さ
れています。また、 -0 は、タブをまったく設定しないことを表します。

n1,n2,... 任意形式では、ユーザーが任意の数字をコンマで区切って、昇順で指定することができます。最
大 40 個までの指定することができます。数字 (最初のものを除く) の前に正符号を付けると、前
の値にその分だけ加算することを表します。したがって、タブリスト、 1,10,20,30 と
1,10,+10,+10 は等価になります。

--file ファイル名を指定すると、 tabs は、そのファイルの最初の行を読み取って、タブ形式の仕様を
検索します。仕様があれば、それに従ってタブストップを設定します。見つからない場合は -8

に設定します。この設定方法は、タブを入れたファイルを正しいタブ設定でプリントさせたり、
また pr(1) コマンドと併用する場合に利用できます。( pr(1) 参照)

tabs -- file; pr file

次の指定も可能です。同じフラグを何度か指定すると、最後の値が有効になります。

-Ttype tabs は、マージンを設定するときは必ず、またタブを設定するときはほとんどの場合、ターミナル
のタイプを認識しなければなりません。 type は term(5) にリストされている名称です。 -T フラグ
を省略すると、 tabs は 環境変数 $TERM の値を検索します (environ(5) 参照)。 TERM が環境変数
に定義されていない場合には、 tabs は通常のターミナルで有効な動作を試みます。

+mn ターミナルによっては、マージン引き数を使用できる場合があります。これを指定するとタブがすべ
て n カラムだけ右に移動し、カラム n+1 が左マージンになります。 n の値を指定せずに +m だけを
指定すると、値は10とみなされます。ほとんどのターミナルの基本(左端)マージンは +m0 で表せま
す。ほとんどのターミナルで、マージンは +m フラグを明示的に指定した場合に限って、リセットさ
れます。

タブおよびマージンの設定は、標準出力を介して実行されます。

多言語化対応
環境変数

LC_CTYPE により、ファイルをシングルバイト、またはマルチバイトのいずれの文字で解釈するかを決定しま
す。
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LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使用する言語を決定します。

LC_CTYPE または LC_MESSAGES が指定されていない場合、または空白の文字列に設定されている場合は、
デフォルトとして LANG の値が使用されます。 LANG が指定されていない場合、または空白の文字列に設定さ
れている場合は、デフォルトの "C" (lang(5) 参照) が LANG の値として使われます。

いずれかの多言語化対応変数が不当な場合、 tabs はすべての多言語化対応変数が "C" に設定されているも
のとして動作します。 environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングルバイト文字、およびマルチバイト文字のコードセットがサポートされています。

診断
illegal tabs

任意指定タブの順序に誤りがあります。

illegal increment

任意仕様に、増分がゼロであるか、増分の指定がありません。

unknown tab code

内蔵のコードがありません。

can’t open

--file オプションが指定されていますが、ファイルをオープンすることができません。

file indirection

--file オプションが指定されていますが、そのファイルの指定がまた別のファイルを指してい
ます。この形式で間接的に指定することはできません。

警告
タブのクリア、および左マージン設定の方法は、各種ターミナルごとに異なります。

通常、タブを設定せずに左マージンだけを変更することはできません。

tabs では、タブの設定を計 20 個までクリア (長いシーケンスを必要とするターミナルで) できますが、設定
は 64 個まで可能です。

参照
nroff(1), pr(1), tset(1), environ(5), term(5)

標準準拠
tabs: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
tail − ファイルの最後の部分の表示

構文
tail [-f] [-b number ] [ file ]

tail [-f] [-c number ] [ file ]

tail [-f] [-n number ] [ file ]

旧版
tail [±[ number ] [l b c] [-f] [ file ]

説明
tail は指定 file を指定位置から始めて標準出力にコピーします。 file を指定しない場合、標準入力が使用さ
れます。

コマンド形式
tail は、上記のように3つの形式で使用することができます。

tail -b number... ファイルの終端から number ブロック、またはファイルの先頭から、コピー
します。

tail -c number... ファイルの終端から number バイト、またはファイルの先頭から、コピーし
ます。

tail -n number...

または
tail number... ファイルの終端から number 行、またはファイルの先頭から、ファイルをコ

ピーします。

オプションを指定していない tail は tail -n 10 ... と同じです。

オプションおよびコマンド行引き数
tail は以下のオプションおよびコマンド行引き数を認識します。

-f followオプション。入力ファイルが通常のファイルである、または file が FIFO を指
定する場合は、入力ファイルの最後の行がコピーされた後に終了せずに、利用可能に
なったときに入力ファイルからバイトをさらに読み込んでコピーします (tail は無
限ループに入り、そこで1秒間スリープし、次に入力ファイルからレコードをさらに
読み込み、コピーしようとします)。これは、別のプロセスがファイルに書き込み中
のテキストをモニターする際に便利です。 file 引き数を指定せずに入力がパイプ
(FIFO)である場合、 -f オプションは無視されます。

number コピーする出力の量を示す10進整数であり、付随するオプションが指定する単位で計
測します。 number の前に + 文字が付いている場合、コピー操作はファイルの先頭
から number 単位の位置から始まります。 number の前に - 文字またはオプション
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名が付いている場合、コピー操作はファイルの終端から number 単位の位置から始ま
ります。 number の前に b, c, または n オプションが付いていない場合は、 -n と
みなされます。オプションと number の両方を指定しない場合は、 -n 10 とみなさ
れます。

-b number ファイルの終端から number 512バイトブロック、またはファイルの先頭から、ファ
イルをコピーします。 number を指定しない場合は、 -b 10 とみなされます。上記
の number の説明を参照してください。

-c number ファイルの終端から number バイト、またはファイルの先頭から、ファイルをコピー
します。 number を指定しない場合、 -c 10 とみなされます。上記の number の
説明を参照してください。

-n number ファイルの終端から number 行、またはファイルの先頭から、ファイルをコピーしま
す。 number を指定しない場合は、 -n 10 とみなされます。上記の number の説
明を参照してください。

file コピーするファイルの名前。指定しない場合、標準入力が使用されます。

-c オプションを指定すると、入力ファイルには任意のデータが入ります。これ以外の場合、入力ファイルは
テキストファイルになります。

旧形式
旧形式では、オプションの英字を number 引き数の後に連結してブロック、バイト、または行を選択すること
ができます。この構文を使用する場合には、 ±number は、最初に与える引き数でなければなりません。
number を指定しない場合、−10 とみされます。このバージョンは以前のバージョンとの互換性のためにのみ
提供されます。移植性のためには前述の形式をお勧めします。

多言語化対応
環境変数

LC_CTYPE により、テキストデータのバイトシーケンスを文字 (たとえば、引き数や入力ファイル中のシング
ルバイト文字、またはマルチバイト文字) として解釈するためのロケールが決定します。

LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使用する言語を決定します。

LC_CTYPE または LC_MESSAGES が指定されていない場合、または空白の文字列に設定されている場合は、
デフォルトとして LANG の値が使用されます。 LANG が指定されていない場合、または空白の文字列に設定
されている場合は、デフォルトの "C" lang(5) 参照) が LANG が使用されます。

いずれかの多言語化対応変数に無効な値が設定されている場合、 tail は、すべての多言語化対応変数が "C"

に設定されているものとして動作します。 environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングルバイト文字、およびマルチバイト文字のコードセットがサポートされています。ただし、 b と c オ
プションにより、マルチバイト文字が分断されることがあるので、マルチバイトを使用するロケール環境で
は、注意が必要です。
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例
ファイル file1 の最後の3行を標準出力にプリントし、 tail を‘‘follow’’モードのままにしておきます。

tail -fn 3 file1

または

tail -3 -f file1

ファイル logfile の最後の15バイト、および tail が開始されてから終了されるまでに logfile に追加
される行をすべてプリントします。

tail -fc15 logfile

または

tail -f -c 15 logfile

ファイル全体をプリントする方法は以下の3通りです。

tail -b +1 file

tail -c +1 file

tail -n +1 file

警告
キャラクタ型スペシャルファイルでは、さまざまな変則的な動作が発生することがあります。パイプ出力の場
合、 tail の出力は限定され、プロセス制限に依存します。

参照
dd(1), head(1)

標準準拠
tail: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
talk − 他のユーザーとの会話

構文
talk talk_party [ ttyname ]

説明
talk ユーティリティは、双方向のスクリーン指向通信プログラムです。

コマンド引き数 talk_party は次のいずれかの形式で指定します。

user

user@host

host!user

host:user

host.user

ここで、user はログイン名で host はホスト名です。

オプションのコマンド引き数 ttyname は、２箇所以上でログインしているユーザーと対話するときに使用する
ターミナルを指定します。この引き数を省略すると、talk は、ユーザーの最後に使用したターミナルで対話
を行います。

talk を最初に呼び出した時点で、 (callee) への接続を試みたユーザーに次のメッセージを送ります。

Message from

Talk_Daemon@callee_host

talk: connection requested by

caller@caller_host

talk: respond with: talk

caller@caller_host

この時点でメッセージを受信したユーザーは、次のように入力して応答できます。

talk

caller@caller_host

いったん通信が確立された後は、双方が同時に入力できるようになります。双方の出力はそれぞれ別個のター
ミナルウィンドウに表示されます。文字は次のように処理されます。

• LC_CTYPE の分類から文字を入力すると、 print または space は、この文字を受信側のターミナルに
送ります。

• <control>-L と入力すると、送信側の画面が更新されます。
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• 消去文字、取消文字、またはワード取消文字を入力すると、送信側のターミナルの最後の文字、行、または
単語が削除され、同じ処理が受信者のターミナルでも行われます。

• 割り込み文字を入力すると、ローカル側の talk ユーティリティが終了します。いずれか一方の talk セッ
ションが終了すると、もう一方の talk セッションにその旨が通知され、終了以外の操作ができなくなりま
す。

• 送信側のターミナルで入力されたその他の非印字文字は印字可能文字に変換してから、受信側のターミナル
に送ります。

talk メッセージの受信側になるためのパーミッションは、mesg ユーティリティを使用して許可、または拒
否することができます。ただし、別のユーザーのターミナルにアクセスするには、その他の特権が必要になる
場合があります。talk ユーティリティは、必要な特権がないと、異常終了します。

参照
mesg(1), who(1), write(1)

標準準拠
talk: XPG4
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名称
tar − テープファイルアーカイバ

構文
tar [-]key [arg ...] [file -C directory] ...

説明
tar コマンドは、磁気テープ、フレキシブルディスク、または通常ファイルに対して、ファイルのアーカイブ
の保存および復元を行います。デフォルトのアーカイブファイルは、/dev/rmt/0m です。下記の -f を参照
してください。このコマンドの動作は key 引き数により制御されます。

引き数
key １文字の機能英字、および０個以上の機能修飾子を任意の順序で指定した文字列で

す。key に空白文字を入れることはできません。key 文字列には(他の HP-UX コマン
ドでオプションを指定する場合のように)、ハイフン (-) を前に付けることが可能です
が、必須ではありません。

arg ... b および f の機能修飾子では、それぞれ arg 引き数が必要です (下記参照)。b と f

の両方を指定する場合、arg 引き数の順序は、修飾子の順序に一致していなければな
りません。arg 引き数を指定する場合は、key および arg 引き数同士を空白文字で区
切る必要があります。

file 復元または保存されるファイルを指定します。file がディレクトリ名の場合、そのディ
レクトリに含まれるファイルおよび(再帰的に)サブディレクトリを参照します。

-C directory tar は、directory への chdir() を実行します (chdir(2) を参照)。後続する引き数
file および -C directory は directory に相対です。これにより、近くの親または共通
した親も持たない複数のディレクトリでも、短い相対パス名でアーカイブできるよう
になります。

file の値は、アーカイブの中に格納されます。directory の値は格納されません。

機能キー
key の機能部分は以下の英字のいずれかにより指定します。

c 新しいアーカイブを作成します。最後のファイルの後に書き込むのではなく、アーカイブの先
頭から書き込みます。アーカイブ中の以前の情報は、すべて上書きされます。

r 指定された file をアーカイブの終端に追加します。アーカイブに追加するときのブロック化係
数は、アーカイブ作成のときと同じ値を使用しなければなりません。アーカイブがテープの場
合は、このオプションは使えません。

t アーカイブにある全ファイルの名前のリストを表示します。v 機能修飾子を追加すると、ファ
イルモードと所有者番号も表示されます。ファイルの名前は、テープ上に出現するたびに表示
されます。
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u 指定の file がアーカイブ中に存在しないか、または前回アーカイブに書き込まれてから修正が
行われている場合、アーカイブに追加します。アーカイブを更新するときのブロック化係数
は、アーカイブ作成のときと同じ値を使用しなければなりません。

x アーカイブから指定された file を抽出し、システムに復元します。指定されたファイルが、以
前アーカイブに内容が書き出されたディレクトリと一致する場合、このディレクトリは(再帰
的に)抽出されます。テープ上の指定された file がシステムに存在しない場合、file は以下のよ
うに作成されます。

• ユーザー、グループ、および他の保護機能はテープから復元されます。

• 機能修飾子 m を指定しない場合にのみ、修正時刻がテープから復元されます。

• ファイルのユーザー IDおよびグループ ID は、通常復元を行うプロセスのものになり
ます。

• セットユーザー ID、セットグループ ID、およびスティッキービットは自動設定されま
せん。機能修飾子 o および p が、保護機能の復元を制御します。詳細は以下を参照し
てください。

ファイルが存在する場合、モードは変更されませんが、セットユーザー ID、セットグループ
ID、およびスティッキービットはクリアされます。file 引き数を省略すると、アーカイブの内
容全体が抽出されます。アーカイブ内に同名のファイルが複数ある場合、最後のファイルが、
それ以前のファイルを上書きする点に注意してください。

機能修飾キー
上記の機能英字に加えて、以下の機能修飾子が使用できます(機能キーと修飾子の組み合せによっては、一緒に
指定できないものもあります)。

A tar がファイルのアクセス制御リストをアーカイブしなかったという警告メッセージを抑止
します。デフォルトでは、tar はオプションの ACL エントリーを持つファイルごとに警告
メッセージを書き出します。

b アーカイブレコードに対するブロック化係数として次の arg 引き数を使用します。デフォルト
は 20 です。最大値は、少なくとも 20 です。ただし、修飾子 f - で標準入力が指定された
場合、デフォルトのブロック化係数は1です。

９トラックテープの読み込み時 (キー文字 x および t)、ブロック化係数は自動的に決定され
ます。９トラックでは、物理テープレコード長はブロックサイズと同じです。ブロックサイズ
は、論理レコードサイズとブロック化係数 (１ブロックごとの論理レコード数) を掛けたもの
として定義されます。

フレキシブルディスクおよびカートリッジテープを読み込むとき、デフォルト以外のブロック
化係数で書き込まれていれば、ブロック化係数を指定しなければなりません。
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tar ファイルが、ファイルの書き込み時に使用されたブロック化係数と異なるブロック化係
数を使用して読み込まれた場合、ファイルの終わりではエラーが発生することがありますが、
読み込み時に実際のエラーが発生するとは限りません。この問題を避けるためには、性能はあ
る程度損なわれる可能性がありますが、ブロック化係数として 1 を使用します。

論理レコードが他のプログラムにより他の場所でどのように定義されているかにかかわらず(

例えば、 ASCII テキストファイル内の可変長レコード(行)など)、tar は 512バイトの論理レ
コードを書き込みます。

e アーカイブするファイルにエクステント属性があると、異常終了します。この理由で、tar

が異常終了した場合、一部作成されたあて先のファイルは削除されません。

f tar は、次の arg 引き数を /dev/rmt/0m の代わりにアーカイブの名前として使用します。
ファイルの名前が - の場合、tar は標準出力への書き込みまたは標準入力からの読み込みを
適宜行います。また、デフォルトのブロック化係数は 1 になります。したがって、tar がパ
イプラインの最初または最後に使用できます (「例」を参照)。

h 通常ファイルまたはディレクトリに対してと同様に、tar がシンボリックリンクをたどるよ
うに強制します。通常、tar はシンボリックリンクをたどりません。

l 保存するファイルに対するリンクをすべて解決できない場合にエラーメッセージを出すよう
に、tar に指示します。l を指定しないと、エラーメッセージは出力されません。

m アーカイブに書き込まれた修正時刻を復元しないように、tar に指示します。ファイルの修
正時刻は、抽出時刻となります。

N POSIXフォーマットのアーカイブを書き込みます。このフォーマットでは、ファイル名の長さ
は最大 256文字まで可能となり、通常のファイル、キャラクタ型およびブロック型の各特殊デ
バイス、リンク、シンボリックリンク、ディレクトリ、および FIFO特殊ファイルを正しく
アーカイブおよび復元することができます。また、各ファイルのユーザーおよびグループ名を
保存し、p 機能修飾子付きで復元する際にはファイルのユーザー ID およびグループ ID の決
定にこれらの名前を使用します。これはデフォルトフォーマットです。

o tar の旧バージョンでは入力しても扱えないディレクトリ情報を書き出さないようにしま
す。通常、tar はディレクトリの所有者およびモードを指定する情報をアーカイブに書き出
します。tar の旧バージョンは、この情報を検出すると、以下の形式のエラーメッセージを
出力します。

name - cannot create

o が読み込みに指定された場合、抽出された file のユーザー ID とグループ ID はテープ上の
値ではなくプログラムを実行中のユーザーのユーザー ID およびグループ ID になります。こ
れが一般ユーザーのデフォルトですが、機能修飾子 p を使用することにより、システム保護
で許容される限り、無効にすることができます。
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O POSIX以前の旧フォーマットのアーカイブを書き込みます。

p file は、可能ならばアーカイブに書き込まれた元のモードおよび所有者で復元されます。これ
がスーパーユーザーのデフォルトですが、機能修飾子 o により無効にすることができます。
システム保護のために一般ユーザーが chown() を実行できない場合、エラーは無視され、所
有者は復元するプロセスの所有者と同じになります (chown(2) を参照)。chown 操作が正常に
行われると、chmod() により定義された保護情報に従って、セットユーザー ID、セットグ
ループ ID、およびスティッキービット情報が復元されます。

n d 特定の９トラックテープドライブおよび記録密度を指定します。ここで、n はテープドライブ
番号 0−7 であり、d は以下のような記録密度となります。l = 低密度 (800 bpi)、m = 中密
度 (1600 bpi)、h = 高密度 (6250 bpi)。この修飾子は、９トラックテープをマウントするドラ
イブを選択します。デフォルトは 0m です。

v 通常、tar は何も表示しないで動作します。v (冗長)機能修飾子により、tar は処理する各
ファイル名を、前に機能の英字を付けて表示します。v を機能 t と併用すると、名前だけで
なくアーカイブエントリーに関するより詳細な情報を表示します。

V t オプションと併用すると、アーカイブされたファイルのタイプを示す英字も出力する点を除
いて、機能修飾子 v と同じです。

w tar は、これから実行する動作とファイル名を出力し、ユーザーの確認を待ちます。ユー
ザーが y と答えると、動作が実行されます。それ以外の入力はすべて"no"を意味します。

テープの終端に達すると、tar は新しい特殊ファイルをユーザーに要求し、処理を続行します。

９トラックテープドライブを出力装置として使用する場合は、バークレー互換モードになっていなければなり
ません (mt(7) を参照)。

機能修飾子 O および N は、tar がアーカイブを書き込む際のフォーマットを指示します。抽出において tar

は使用されている機能修飾子を問わず、どちらのフォーマットも読み取りできます。

多言語化対応
環境変数

LC_TIME は、-v オプションでアーカイブの内容をリストする際の日付および時刻文字列の出力のフォー
マットおよび内容を決定します。

LANG は各言語で y に相当する文字を決定します(yes/noの問合わせ用)。

LC_TIME が指定されていない場合、または空文字列に設定されている場合は、デフォルトとして LANG の値
が使用されます。

LANG が指定されていない場合、または空文字列に設定されている場合、デフォルトの "C" (lang(5) を参照)

が使用されます。

多言語対応変数に無効な値が設定されている場合、tar は、すべての多言語対応変数に "C" が設定されてい
るものとして動作します。environ(5) を参照してください。
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サポートされるコードセット
シングルバイト、およびマルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

診断
不当なキー文字が指定された場合、テープ読み込み/書き込みエラーが発生した場合、またはリンクテーブル用
のメモリーが不足した場合、tar はエラーの内容を説明するメッセージを出力します。

例
/dev/rfd.0 に新しいアーカイブを作成し、デフォルトのブロック化係数 20 を使用して、file1 および
file2 をそれにコピーします。key には、１文字の機能英字 (c) と、２文字の機能修飾子 (v および f) を指
定します。

tar cvf /dev/rfd.0 file1 file2

/usr/include および /etc からファイルをアーカイブします。

tar cv -C /usr/include . -C /etc .

パイプライン中で tar を使用して、fromdir の下のファイルシステム階層構造全体を todir にコピーしま
す。

cd fromdir ; tar cf - . | ( cd todir ; tar xf - )

現在のディレクトリ中の my_project ディレクトリにある全ファイルおよび全ディレクトリを、同じく現在
のディレクトリ中の my_project.TAR というファイルにアーカイブします。

tar -cvf my_project.TAR my_project

警告
業界標準に準拠し相互運用性を確保するために、tar は 8GB 以上のファイルのアーカイブや 2M 以上のユー
ザー/グループ ID を持つファイルはサポートしていません。2M を超えるユーザー/グループ ID を持つファイ
ルは、ユーザー名/グループ名が登録されていない場合は、現在のプロセスのユーザー/グループ ID でアーカ
イブおよび復元されます。 (tar(4) 参照)

HP-UXリリース 8.0 以降、デフォルトのフォーマットは O から N に変更されました。

ヘッダー構造の内部制限のため、N 機能修飾子を使用する際でも、256文字未満のファイル名がすべて扱える
とは限りません。ファイル名が扱えない場合、tar はメッセージを出力し、ファイルをアーカイブしません。

N 機能修飾子を使用する際も、リンク名は 100文字までに制限されます。

１つのファイルが複数回アーカイブされている場合、そのうちの n 番目のものを指定することはできません。

テープエラーはきちんと処理されません。

機能キー u を用いると低速になる可能性があります。

アーカイブがディスク、フレキシブルディスク、またはカートリッジテープ上のファイルであり、出力時に指
定されたブロック化係数がデフォルトではない場合、入力時にも同じブロック化係数を指定しなければなりま

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 5 −  Hewlett-Packard Company 471



tar(1) tar(1)

せん。これは、ブロック化係数はアーカイブに明示的に保存されないためです。この規則に従わずにアーカイ
ブの「更新」または「追加」を行うと、アーカイブを破壊する可能性があります。

tar の一部の前バージョンは、機能キー t にリストを指定した場合、ファイル名の選択的リスティングをサ
ポートしているとマニュアルに記載されていますが、この機能は元のソースコードにはないので、これはド
キュメントの誤りだと思われます。

絶対パス名を相対位置に復元する方法はありません。

tar は常に、アーカイブに書き出される情報をブロックサイズの次の倍数までパディングします。したがっ
て、小さなアーカイブを作成して１ブロックの情報を書き出す場合、tar は１ブロックが書き出されたと報告
しますが、機能修飾子 b を使用した場合、アーカイブの実際のサイズはこれより大きくなることがありま
す。

tar c0m は tar cm0 と同じでないことに注意してください。

ブロック型特殊デバイス上にアーカイブを作成しないでください。作成しようとすると、過度の摩耗が発生
し、寿命になる前にドライブハードウェア障害が起きます。

制約
r および u の機能キーは QICまたは 8mm デバイスではサポートされません。QICまたは 8mm でこれらの
オプションを使用すると、tar は異常終了して、次のメッセージを表示します。

tar: option not supported for this device

著者
tar は、 AT&T、カリフォルニア大学バークレー校、 HP、および POSIXで開発されました。

ファイル
/dev/rmt/*

/dev/rfd.*

/tmp/tar*

参照
ar(1), cpio(1), acl(5), mt(7)

標準準拠
tar: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3
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名称
tbl − テーブルを nroff用にフォーマット

構文
tbl [-TX] [ file ... ]

説明
tbl は nroff (1) 用にテーブルをフォーマットするプリプロセッサです。入力ファイルの内容の、.TS コマン
ドと .TE コマンドの間の行は、テーブルを記述する行とみなされ、tbl により再フォーマットされます。そ
れ以外の行は、標準出力へそのまま出力されます。(.TS および .TE コマンド行は tbl により変更されませ
ん)。

.TS の後には、グローバルオプションを指定します。使用可能なグローバルオプションは以下のとおりです。

center テーブルを中央揃えにします (デフォルトは左揃えです)。
expand テーブルの幅を現在の行の長さまで拡張します。
box テーブルをボックスで囲みます。
doublebox

テーブルを二重線のボックスで囲みます。
allbox テーブルの各項目をボックスで囲みます。
tab (x) 入力データ行で項目を区切るためにタブの代わりに文字 x を使用します。

グローバルオプションの指定はセミコロン (;) で終了させます。

次に、テーブルの各行のフォーマットを記述する行が続きます。そのようなフォーマット行は、それぞれ実際
のテーブルの１行について記述します。ただし、最後のフォーマット行 (ピリオドで終らなければなりません)

はテーブルの残りのすべての行を記述します。テーブルの各行の各カラムは１文字のキー文字により記述し、
対応項目のフォントおよびポイント数の決定、カラム間における縦線のあるべき場所の指示、またはカラム
幅、カラム間の間隔などの決定を行う指定子が後続します。これらの指定子は省略可能です。使用可能なキー
文字は以下のとおりです。

c 項目をカラムの中央に揃えます。
r 項目をカラムの右に揃えます。
l 項目をカラムの左に揃えます。
n 項目をカラム内で数値的に調整します。数値の単位位置は垂直に揃えられます。
s カラムを左側の直前の項目と連結します。
a カラム内で最も長い行を中央に揃え、カラム内のその他のすべての行を、その中央に揃えられ

た行に関して左に揃えます。
ˆ カラムの１つ上のエントリーと連結します。
_ エントリーを横線と置き換えます。
= エントリーを二重横線と置き換えます。

文字 B と I は、それぞれボールド体 (フォント位置 3) とイタリック体 (フォント位置 2) のフォントを表し
ます。文字 | は、カラムの間の縦線を示します。
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フォーマット行には、テーブルの実データを含む行、および最後に .TE が後続します。通常、データ行内で
は、データ項目はタブ文字で区切られます。

データ行が _ のみ、または = のみで構成される場合、それぞれの行には一重線または二重線がテーブルを横
切るように引かれます。データ行において単一の項目が _ のみ、または = のみで構成される場合、その項目
は、それぞれ一重線または二重線で置き換えられます。

部分的に垂直な行移動が不可能な装置 (ラインプリンターなど) に、より適した出力となるように、-TX オプ
ションは、tbl に対して完全な垂直行移動の使用のみを強制します。

ファイル名を引き数として指定しないと (または - を最後の引き数として指定した場合)、tbl は標準入力を
読み込むため、フィルターとして使用できます。neqn とともに使用する際には、パイプに渡されるデータの
容量を最小限にするために、tbl を最初に使用しなければなりません (neqn(1) 参照)。

多言語化対応
環境変数

LC_CTYPE は、シングルバイトおよびマルチバイトの文字、またはそのいずれかでテキストを解釈するか決定
します。

LC_NUMERIC は、数値データで使用される基数文字を決定します。

LANG は、メッセージの表示言語を決定します。

LC_CTYPE または LC_NUMERIC が環境で指定されていないか、または空の文字列に設定された場合、LANG

の値はそれぞれ未指定または空の変数のデフォルトとして使用されます。

LANG が指定されない、または空の文字列に設定された場合、LANG ではなくデフォルトの "C" (lang(5) を参
照) が使用されます。多言語対応変数の内容が無効な設定である場合、tbl はすべての多言語対応変数に "C"

が設定されたものとして動作します。environ(5) を参照してください。

サポートされる国際的コードセット
シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

例
タブ文字をセミコロンに再定義する場合、以下のように入力します。

.TS

center box tab(;) ;

cB s s

cI | cI s

ˆ | c c

l | n n.

Household Population

_

Town;

;Number;Size

474 Hewlett-Packard Company − 2 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



tbl(1) tbl(1)

=

Bedminster;789;3.26

Bernards Twp.;3087;3.74

Bernardsville;2018;3.30

Bound Brook;3425;3.04

Bridgewater;7897;3.81

Far Hills;240;3.19

.TE

結果

Household Population

Number Size
Town

Bedminster 789 3.26

Bernards Twp. 3087 3.74

Bernardsville 2018 3.30

Bound Brook 3425 3.04

Bridgewater 7897 3.81

Far Hills 240 3.19

tbl コマンドは nroff および col とともによく使用されます (col(1) 参照)。一般的な使用法は以下のとお
りです。

tbl filename | nroff -m macro_package_name | col

警告
nroff (1) の警告を参照してください。

参照
col(1), mm(1), neqn(1), nroff(1), soelim(1), mm(5)
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名称
tcpdchk − TCP ラッパー構成の検査

構文
/usr/bin/tcpdchk [-a] [-d] [-i inet_conf ] [-v]

説明
tcpdchk は、TCP ラッパー構成を検査して、発生する可能性のある潜在的な問題や実際に起こっている障害
をすべてレポートします。このコマンドは tcpd アクセス制御ファイル ( デフォルトでは
/etc/hosts.allow および /etc/hosts.deny )を検査して、そのエントリーを inetd 構成ファイル内
のエントリーと比較します。

tcpdchk は、次のようなタイプの問題をレポートします。

実在しないパス名、

tcpd アクセス制御規則に含まれていても tcpd によって制御されないサービス、

ラップされるべきではないサービス、

実在しないホスト名、またはインターネットアドレスの形式に従わないアドレス、

正式なホスト名ではなくホストエイリアスの存在、

ホスト名とアドレスが矛盾しているホスト、

誤って使用されているワイルドカード文字列、

NIS ネットグループの不適切な使用や実在しない NIS ネットグループに対する参照、

実在しないオプションに対する参照、

オプションに対する無効な引き数。

tcpdchk を使用することにより、問題の解決に役立つ有用な情報を得ることができる場合があります。

オプション
tcpdchk では、次のオプションがサポートされています。オプションを指定しない場合は、ファイルのデ
フォルトの位置が使用されます。

-a ALLOW キーワードを明示的に使用しなくてもアクセスを許可するアクセス制御規則をレポートしま
す。

-d デフォルトディレクトリではなく、カレントディレクトリにある hosts.allow および
hosts.deny ファイルを検査します。

-i inet_conf

このオプションは、 tcpdchk が inetd.conf 構成ファイルを見つけられない場合や、 tcpdchk

が間違ったファイルを使用していると思われる場合に指定します。 inet_conf には、エントリーを検査
したい inetd.conf 構成ファイルのパス名を指定します。
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-v 各アクセス制御規則の内容を表示します。デーモンリスト、クライアントリスト、シェルコマンドお
よびオプションが印刷可能な形式で表示されます。この表示内容から、アクセス制御規則に関して、
ユーザーが設定したい内容と tcpdchk が解釈する内容との矛盾点がわかります。

著者
Wietse Venema (wietse@wzv.win.tue.nl),

Department of Mathematics and Computing Science,

Eindhoven University of Technology

Den Dolech 2, P.O. Box 513,

5600 MB Eindhoven, The Netherlands

ファイル
tcpd アクセス制御テーブルのデフォルトの位置は、次のとおりです。

/etc/hosts.allow アクセスを許可するデーモンとクライアントを (daemon, client) の形式で記述し
ます。

/etc/hosts.deny アクセスを禁止するデーモンとクライアントを (daemon, client) の形式で記述し
ます。

参照
tcpdmatch(1) では、様々な場合における tcpd の動作について説明しています。

inetd.conf (4) では、 inetd 制御ファイルの形式について説明しています。

hosts_access(5) では、 tcpd アクセス制御テーブルの形式について説明しています。

hosts_options(5) では、言語拡張の形式について説明しています。
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名称
tcpdmatch − TCP ラッパーサービス要求の評価

構文
/usr/bin/tcpdmatch [-d] [-i inet_conf ] daemon client

/usr/bin/tcpdmatch [-d] [-i inet_conf ] daemon[@server] [user@]client

説明
tcpdmatch は、TCP ラッパーが個々のサービスに対する要求をどのように処理するかを予測します。例は後
半部分に示します。

このプログラムは、 tcpd アクセス制御テーブル ( デフォルトでは /etc/hosts.allow および
/etc/hosts.deny) を検査してその結論を表示します。できるだけ正確な結論を出すために、 inetd 構成
ファイルからも追加情報を抽出します。

アクセス制御テーブル内に一致するものがあると、 tcpdmatch は一致した規則を特定します。さらに、オプ
ションのシェルコマンドまたはオプションを印刷可能な形式で表示することもできます。この表示内容から、
アクセス制御規則に関して、ユーザーが設定したい内容と tcpdmatch が解釈する内容との矛盾点がわかりま
す。

引き数
daemon および client 引数を必ず指定します。

daemon デーモンプロセス名。通常、デーモンの実行可能ファイルのパス名の最後の部分です。

client ホスト名またはネットワークアドレス、もしくは「unknown」または「paranoid」ワイルドカー
ド文字列のいずれかです。

クライアントホスト名を指定すると、 tcpdmatch は、そのクライアントのものとしてリストされ
る各アドレスについて予測を行います。

クライアントアドレスを指定すると、 tcpdmatch は、クライアント名の参照が失敗したときに
tcpd がどのように動作するかを予測します。

daemon@server の形式で指定されるオプション情報は次のとおりです。

server ホスト名またはネットワークアドレス、もしくは「unknown」または「paranoid」ワイルドカー
ド文字列のいずれかです。デフォルトのサーバー名は「unknown」です。

user@client の形式で指定されるオプション情報は次のとおりです。

user クライアントユーザー識別子です。通常、ログイン名または数値のユーザー ID です。デフォルト
のユーザー名は「unknown」です。

オプション
-d デフォルトディレクトリではなく、カレントディレクトリにある hosts.allow および

hosts.deny ファイルを検査します。
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-i inet_conf

このオプションは、 tcpdmatch が inetd.conf 構成ファイルを見つけられない場合や、
tcpdmatch が間違ったファイルを使用していると思われる場合に指定します。 inet_conf には、
エントリーを検査したい inetd.conf 構成ファイルのパス名を指定します。

例
ローカルシステムからの telnet 要求を tcpd がどのように処理するかを予測するには、次のように実行しま
す。

tcpdmatch telnetd localhost

同じ要求で、ホスト名の参照が失敗した場合は、次のように実行します。

tcpdmatch telnetd 127.0.0.1

クライアント名がクライアントアドレスと一致しない場合に tcpd がどのように動作するかを予測するには、
次のように実行します。

tcpdmatch telnetd paranoid

著者
Wietse Venema (wietse@wzv.win.tue.nl),

Department of Mathematics and Computing Science,

Eindhoven University of Technology

Den Dolech 2, P.O. Box 513,

5600 MB Eindhoven, The Netherlands

ファイル
tcpd アクセス制御テーブルのデフォルトの位置は、次のとおりです。

/etc/hosts.allow アクセスを許可するデーモンとクライアントを (daemon, client) の形式で記述し
ます。

/etc/hosts.deny アクセスを禁止するデーモンとクライアントを (daemon, client) の形式で記述し
ます。

参照
tcpdchk(1) では、 tcpd の構成を検査することができます。

inetd.conf (4) では、inetd 制御ファイルの形式について説明しています。

hosts_access(5) では、 tcpd アクセス制御テーブルの形式について説明しています。

hosts_options(5) では、言語拡張の形式について説明しています。
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名称
tee − パイプの設定

構文
tee [-i] [-a] [ file ] ...

説明
tee コマンドは、標準入力を標準出力にコピーし、同時にそのコピーを file に作成します。

オプション
-i このオプションでは、割り込みが無視されます。

-a このオプションでは、 files をオーバライトするのではなく、 files の最後に出力をアペンド
します。

多言語化対応
環境変数

LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使用する言語を決定します。

LC_MESSAGES が指定されていない場合、または空白の文字列に設定されている場合は、デフォルトとして
LANG の値が使用されます。 LANG が指定されていない場合、または空白の文字列に設定されている場合は、
LANG の代わりに、 "C" ( lang(5) 参照) がデフォルトとして使用されます。

いずれかの多言語化対応変数に無効な値が設定されている場合、 tee は、すべての多言語化対応変数が "C"

に設定されているものとして動作します。 environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングル／マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

戻り値
tee コマンドは正常終了するとゼロ、異常終了するとゼロ以外の数値をそれぞれ返します。

例
ユーザーのリストを画面に書き込むとともに、ファイル hunt の末尾にリストを追加します。

who | tee -a hunt

標準準拠
tee: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
telnet − TELNET プロトコルに対するユーザーインタフェース

構文
telnet [ [ options ] host [ port ] ]

説明
telnet は TELNET プロトコルを使って別のホストと通信するのに使用されます。 telnet が引き数なし
で呼び出されると、コマンドモードに入り、そのプロンプト (telnet>) によって示されます。このモードで
は、下記のコマンドを受け付け、実行します。 telnet が引き数を付けて呼び出されると、これらの引き数
を付けて open コマンド (以下を参照) を行います。

接続がオープンされると、 telnet は入力モードに入ります。入力モードは、リモートシステムがサポート
するものに応じて "character at a time" か "line by line" のどちらかになります。

"character at a time" モードでは、タイプされた大部分のテキストは処理のために即座にリモートホストに送
られます。

"line by line" モードでは、テキストはすべてローカルにエコーされ、 (通常) 終了した行のみがリモートホス
トに送られます。 "local echo character" (最初は ˆE ) を使用してローカルエコー (これは通常、パスワードを
エコーしないでパスワードを入力するために使用されます) をオフおよびオンにすることができます。

いずれかのモードで、 localchars トグルが TRUE ならば(ラインモードではデフォルトです。以下を参
照)、ユーザーの quit および intr 文字はローカルにトラップされ、 TELNET プロトコルシーケンスとし
てリモート側に送信されます。このようにして(リモートホストが TELNET シーケンスに応答するまで)次の
出力をターミナルに表示し、( quit および intr の場合には)前のターミナル入力を表示するオプションが
あります(以下の toggle autoflush および toggle autosynch を参照)。

リモートホストに接続すると、 telnet 「エスケープ文字」(最初は ˆ] )をタイプすることにより、 telnet

コマンドモードに入ることができます。コマンドモードでは、通常のターミナルエディット用規約が利用でき
ます。

リモートホスト上のサーバーと通信する際、 telnet は 8 ビット文字をサポートします。 8 ビット文字を使
用するには、ターミナルまたはリモートホストを適切に再設定しなければなりません ( stty(1) を参照)。さら
に、 binary トグルを使用して telnet とリモートホストの間で 8 ビットデータストリームをイネーブルし
なければならない場合があります。

注意: リモートホストによっては、8 ビット文字を必ずしもサポートしない場合があります。

telnet が接続上のサーバー間で読み書きできない場合は、メッセージ Connection closed by foreign

host. が標準エラーにプリントされ、 telnet は値 1 で終了します。

telnet は TAC User ID (TAC Access Control System または TACACS User IDともいう) オプションをサ
ポートします。ホストサーバー上でこのオプションを使用可能にすると、ユーザーは 2 回目のログインシーケ
ンスのプロンプトなしにホストへの telnet を行なうことが可能です。 The TAC User ID オプションは、リ
モートホストおよびユーザーからのアクセスを許可するために rlogin と同じセキュリティ機構を使ってい
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ます。システムアドミニストレータは、参加ホストに指定されているシステム上でのみ (telnetd) オプション
を使用可能にしなければなりません。またシステムアドミニストレータは各 TAC User ID のユーザーに対し
て、そのユーザーが機能の使用を許される全てのシステム上で同一の UID を割り当てなければなりません。
telnetd(1M) のマニュアルページおよび 『システム/ワークグループの管理』マニュアルを参照してくださ
い。

オプション
次のような telnet オプションが使用できます。

-8 ローカル tty 上のcs8 (8 ビット転送) をイネーブルします。

-e c telnet コマンドモードエスケープ文字をデフォルト値の ˆ] ではなく ˆc に設
定します。

-l TAC User ID オプションがクライアント上で使用可能であれば使用不能として、
ユーザーにログインユーザー名およびパスワードのプロンプトが与えられるように
します。 -l オプションを省略すると、デフォルト設定が実行されます。

Kerberos に固有のオプション
Kerberos バージョンの telnet は、デフォルトで、もしくは -a または -l オプションを使用することに
よって、 Kerberos V5 に基づいた認証をサポートするクライアントとして動作します。 telnet は、Ker-

beros クライアントとしてリモートシステムにアクセスするユーザーの認証および認可を行います。Kerberos

認証および認可についての詳細は、 sis(5) マンページを参照してください。ただし、整合性チェックを受けた
セッションや暗号化されたセッションはサポートされていません。

アプリケーション用のデフォルトの Kerberos オプションは、 krb5.conf 構成ファイル内で設定します。詳
細は、 krb5.conf (4) マンページの appdefaults セクションを参照してください。次のパラグラフで説明するオ
プション -a 、 -f 、 -F は、それぞれタグ名 autologin 、 forward 、 forwardable を使用して
krb5.conf ファイル内に設定することができます。詳細は、 krb5.conf (4) マンページの appdefaults セク
ションを参照してください。

fallback オプションは、 krb5.conf ファイルの appdefaults セクションで設定できます。 fallback

が true に設定されており、kerberos 認証が失敗した場合、 telnet は非セキュアモードの認証を使用しま
す。

注記: コマンド行オプションは、構成ファイルのオプションを上書きします。

以下は、Kerboros 固有のオプションです。

-a このオブションは、Kerberos V5 に基づくセキュアな環境でのみ適用できます。
Kerberos 領域への自動ログインを試みて、TAC User ID オプションを無効にして
ください。

注記: これはデフォルトのログインモードです。
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Authentication オプションの NAME サブネゴシエーションを使用してユーザー
名を送信します。使用されるユーザー名は、USER 環境変数によって返される現
在のユーザーのユーザー名です。USER 環境変数が定義されていない場合は、
getpwnam() (getpwent(3C) を参照) の戻り値が現在のユーザー ID と一致してい
れば、そのユーザー名が使用されます。一致しない場合は、ユーザー ID に関連付
けられているユーザー名が使用されます。

-P このオブションは、Kerberos V5 に基づくセキュアな環境でのみ適用できます。
Kerberos 方式の認証と認可を使用不能にします。このオプションを指定すると、
パスワードが要求され、パスワードが読み取り可能な形式でネットワークに送られ
ます。 (sis(5) を参照してください。)

-f このオブションは、Kerberos V5 に基づくセキュアな環境でのみ適用できます。
リモートシステムにローカル証明書が転送されます。指定できるのは、 -f オプ
ションまたは -F オプションのどちらか一方です。両方を指定することはできま
せん。

-F このオブションは、Kerberos V5 に基づくセキュアな環境でのみ適用できます。
ローカル証明書が、すでにローカルの環境に転送されたものも含むすべての証明書
を転送します。指定できるのは、 -f オプションまたは -F オプションのどちら
か一方です。両方を指定することはできません。

-l user このオブションは、Kerberos V5 に基づくセキュアな環境でのみ適用できます。
指定されたユーザーでの Kerberos 領域への自動ログインを試みて、TAC User ID

オプションを無効にしてください。指定されたユーザー名は、Authentication オ
プションの NAME サブネゴシエーションを使用して送信されます。 -l オプ
ションを省略すると、デフォルトの設定が実行されます。 -l オプションは１つ
しか使用できません。

コマンド
以下のコマンドがコマンドモードで利用できます。これを一意に識別するには、各コマンドのプレフィックス
を、識別に必要な分だけ入力します (これは、 mode, set, toggle, および display コマンドへの引き数の
場合にもあてはまります)。

open host [ port ]

示されたポートの指定されたホストへの接続をオープンします。ポートを指定しなけ
れば、 telnet は標準 TELNET ポートにある TELNET サーバーに連絡を取ろう
とします。 IPV4 環境では、ホスト名は公式名か gethostbyname() (gethos-

tent(3N) を参照) によって理解されるエイリアスのどちらか、あるいは、 hosts(4) に
説明されているようにドット表記で指定されたインターネットアドレスとすることが
できます。 IPv6 環境では、 ホスト名は公式名か getnameinfo() (getname-

info(3N) を参照) によって理解されるエイリアスのどちらか、あるいは、 hosts(4) に
説明されているようにコロン表記で指定されたインターネットアドレスとすることが
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できます。ホスト名を与えなければ、 telnet はホスト名を入力するように求めま
す。

close TELNET セッションをクローズします。セッションがコマンドモードから開始され
た場合、 telnet はコマンドモードに戻ります。そうでなければ telnet は終了し
ます。

quit オープンされている TELNET セッションをクローズして telnet を終了します。 (

コマンドモードでは) ファイルの終りでもセッションをクローズし、終了します。

z telnet を停止させます。 telnet がジョブ制御をサポートするシェル ( csh(1) ま
たは ksh(1) など) から実行される場合、 z コマンドは、 TELNET セッションを停
止させ、 telnet を呼び出したシェルにユーザーを戻します。次に、 fg コマンド
( csh(1) または ksh(1) を参照) でこのジョブを再開することができます。

mode mode telnet のユーザー入力モードを Mode に変更します。 mode, character ("char-

acter at a time" モード用)または line ("line by line" モード用)とすることができま
す。リモートホストは、要求されたモードに入るパーミッションを求められます。リ
モートホストがそのモードに入ることができる場合は、要求されたモードに入りま
す。 character モードでは、 telnet は、タイプ時に各文字をリモートホストに
送信します。 line モードでは、 telnet はユーザー入力を集めて行にし、ユー
ザーがキャリッジリターン、ラインフィード、または EOF (通常は ˆD、 stty(1) を参
照) をタイプすると、各行をリモートホストに送信します。

注意: ラインモードを設定すると、ローカルエコーも設定されます。ユーザー入力を
1 文字ずつ解釈するように期待するアプリケーション ( more, csh, ksh, および vi

など) は、ラインモードでは正しく機能しません。

status telnet の現在のステータスを示します。 telnet は現在のエスケープ文字をレ
ポートします。 telnet を接続すると、接続されるホストおよび現在の mode をレ
ポートします。 telnet をリモートホストに接続しなければ、 No connection と
レポートします。 telnet を接続すると、ローカルのフローコントロール切り替え
値を報告します。

display [ argument ... ]

set および toggle 値の全部または一部を表示します(以下を参照)。

? [ command ] ヘルプが表示されます。引き数を付けなければ、 telnet はヘルプ要約をプリント
します。コマンドを指定すると、 telnet は、そのコマンドについてのヘルプ情報
のみをプリントします。ヘルプ情報はコマンドの1行の説明に制限されます。

! [ shell_command ]

シェルエスケープ。 SHELL 環境変数にコマンドを実行するのに使用するシェルの名
前がないかどうかチェックされます。 shell_command を指定しなければ、シェルが
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起動され、ユーザーのターミナルに接続されます。 SHELL が不定ならば、
/usr/bin/sh が使用されます。

send arguments

単一または複数の特殊文字シーケンスをリモートホストに送信します。各 argument

に以下の値を入れることができます(複数の argument を各 send コマンドで指定す
ることができます)。

escape 現在の telnet エスケープ文字(最初は ˆ]) を送信します。

synch TELNET SYNCH シーケンスを送信します。このシーケンスにより、リ
モートシステムは前にタイプした (まだ読み込んでいない)入力をすべて廃
棄します。このシーケンスはTCP緊急データとして送信されます (システ
ムによっては機能しない場合があります。機能しない場合には、小文字‘‘r’’

がターミナル上でエコーされます)。

brk TELNET BRK シーケンスを送信します。これは、リモートシステムに意
味がある場合があります。

ip TELNET IP (Interrupt Process)シーケンスを送信します。これにより、
リモートシステムは現在動作中のプロセスを打ち切ります。

ao TELNET AO (Abort Output)シーケンスを送信します。これにより、リ
モートシステムはリモートシステム からユーザーのターミナル にすべて
の出力を表示します。

ayt TELNET AYT (Are You There)シーケンスを送信します。リモートシステ
ムはこのシーケンスに応答することを決める場合と決めない場合がありま
す。

ec TELNET EC (Erase Character)シーケンスを送信します。これにより、
リモートシステムは入力された最後の文字を消去します。

el TELNET EL (Erase Line)シーケンスを送信します。これにより、リモー
トシステムは現在入力中の行を消去します。

ga TELNET GA (Go Ahead)シーケンスを送信します。これは、リモートシ
ステムに対して重要ではありません。

nop TELNET NOP (No OPeration) シーケンスを送信します。

? send コマンドのヘルプ情報をプリントアウトします。

set variable_name value

telnet 変数の 1 つを特定の値に設定します。特殊な値 off は変数に対応する関数
をオフにします。変数の値は、 display コマンドを使って表示できます。以下の
variable_name を指定することができます。
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echo

これは、line by lineモードで、 (通常の処理のために) 入力された文字のロー
カルエコーと (たとえば、パスワードの入力のために) 入力された文字のエ
コーの抑止との切替えを行う値です (最初は ˆE )。

escape

これは、(リモートシステムに接続されたときに)エントリーを telnet コマ
ンドモードに入れる telnet エスケープ文字(最初は ˆ[ )です。

interrupt

telnet が localchars モード(以下の toggle localchars を参照)に
あり、 interrupt 文字がタイプされると、 TELNET IP シーケンス(上記の
send ip を参照)がリモートホストに送信されます。割込み文字の初期値は
ターミナルの intr 文字であると解釈されます。

quit

telnet が localchars モード(以下の toggle localchars を参照)に
あり、 quit 文字がタイプされると、 TELNET BRK シーケンス(上記の
send brk を参照)がリモートホストに送信されます。終了文字の初期値は
ターミナルの quit 文字であると解釈されます。

flushoutput

telnet が localchars モード(以下の toggle localchars を参照)に
あり、 flushoutput 文字がタイプされると、 TELNET AO シーケンス(上
記の send ao を参照)がリモートホストに送信されます。表示文字の初期値
は ˆO です。

erase telnet が localchars モード(以下の toggle localchars を参照)に
ある場合、および telnet がcharacter at a timeモードで動作中である場合
にこの文字がタイプされると、 TELNET EC シーケンス(上記の send ec

を参照)がリモートシステムに送信されます。消去文字の初期値はターミナル
の erase 文字であると解釈されます。

kill

telnet が localchars モード(以下の toggle localchars を参照)に
ある場合、および telnet がcharacter at a timeモードで動作中である場合
にこの文字がタイプされると、 TELNET EL シーケンス(上記の send el

を参照)がリモートシステムに送信されます。抹消文字の初期値はターミナル
の kill 文字であると解釈されます。

eof

telnet がline by lineモードで動作している場合に、この文字を行の最初の
文字として入力すると、この文字はリモートシステムに送信されます。 eof
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文字の初期値はターミナルの eof 文字であると解釈されます。

toggle arguments ...

( TRUE と FALSE の間で) telnet がイベントに応答する方法を制御する各種フラ
グを切り替えます。複数の引き数を指定することができます。これらのフラグの状態
は、 display コマンドを使って表示できます。有効な引き数は以下のとおりです。

localchars

真ならば、 flush, interrupt, quit, erase, および kill 文字 (上記の
set を参照)はローカルに認識され、適切な TELNET 制御シーケンス(それ
ぞれ ao, ip, brk, ec, および el ;上記の send を参照)に変換されます。こ
のトグルの初期値は、 line by lineモードでは TRUE 、character at a time

モードでは FALSE です。

autoflush

autoflush および localchars が両方とも TRUE ならば、 ao, intr, ま
たは quit 文字が認識され TELNET シーケンスに変換されるごとに(詳細に
ついては、上記の set を参照)、 telnet はこれらの TELNET シーケンス
を ( TELNET Timing Mark オプションによって) 処理したリモートシステム
が応答するまで、データをユーザーのターミナルに表示するのを拒否しま
す。このトグルの初期値は TRUE です。

autologin

このフラグは、Kerberos V5 に基づくセキュアな環境でのみ適用できます。
Kerberos 領域 (realm) への自動ログインを使用可能/不可能にします。この
オプションを使用すると、 -a オプションを使用するときと同じ結果になり
ます。この切り替えの初期値は TRUE です。

autosynch

autosynch および localchars が両方とも TRUE ならば、 intr また
は quit 文字のどちらかがタイプされると( intr および quit 文字につい
ては、上記の set を参照 )、生成される TELNET 送信シーケンスの後に
は、 TELNET SYNCH シーケンスが続きます。このプロシージャにより、
両方の TELNET シーケンスが読み込まれて動作するまで、リモートシステ
ムは以前に入力されたすべての入力を廃棄し始めなければなりません。この
トグルの初期値は FALSE です。

binary

入出力時に TELNET BINARY オプションのイネーブルまたはディスエーブ
ルを行います。このオプションは、 TELNET サーバー間で8ビット文字を送
受信するためにイネーブルしなければなりません。
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crlf

TRUE ならば、行末シーケンスは ASCII キャリッジリターンとラインフィー
ドのペアとして送信されます。 FALSE ならば、行末シーケンスは、 ASCII

キャリッジリターンと NUL 文字のペアとして送信されます。このトグルの
初期値は FALSE です。

crmod キャリッジリターンモードを切り替えます。このモードがイネーブルされる
と、リモートホストから受信されたキャリッジリターン文字は、キャリッジ
リターンおよびラインフィードにマッピングされます。このモードはユー
ザーがタイプする文字には影響を与えず、受信した文字にのみ影響を与えま
す。このモードは、クライアントがローカルエコーしなければなりません
が、 ‘‘naked’’キャリッジリターンを出力するホストに対してのみ必要とされ
ます。このトグルの初期値は FALSE です。

echo

ローカルエコーモードまたはリモートエコーモードに切り替えます。ローカ
ルエコーモードでは、ユーザー入力はリモートホストに送信される前に、
ローカル telnet によってターミナルにエコーされます。リモートエコーで
は、ユーザー入力のエコーはリモートホストによって行われます。 Cシェ
ル、コーンシェル、および vi ( csh(1), ksh(1), および vi(1) を参照)などの
ユーザー入力のエコーをそれ自体で処理するアプリケーションは、ローカル
エコーでは正しく動作しません。

options

TELNET オプション処理の表示を切り替えます。オプション表示がイネーブ
ルされると、すべての TELNET オプションの折衝が表示されます。 tel-

net によって送信されたオプションは ‘‘SENT’’ として表示され、 TEL-

NET サーバーから受信されたオプションは ‘‘RCVD’’ として表示されま
す。このトグルの初期値は FALSE です。

netdata

すべてのネットワークデータ(16進フォーマット)の表示を切り替えます。こ
のトグルの初期値は FALSE です。

? 使用可能な toggle コマンドを表示します。

戻り値
エラーの場合、または TELNET 接続がリモートホストによってクローズされる場合には、 telnet は値 1

を戻します。そうでなければ 0 (ゼロ) を戻します。

診断
以下の診断メッセージが telnet によって表示されます。
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Error! Could not retrieve authentication type.

TELNET には、認証機構が2つあります。 1つは、Kerberosに基づいていますが、もう1つ
は、Kerberosには基づいていません。認証機構のタイプは inetsvcs_sec によって更新さ
れるシステムファイルから得られます。ローカルホストかリモートホストのいずれかのシステ
ムファイルに既知の認証タイプがない場合に、上記のエラーが表示されます。

telnet/tcp: Unknown service

telnet は、 services(4) データベースで TELNET サービスエントリーを探し出すことがで
きませんでした。

hostname: Unknown host

telnet は、ホスト名をインタネットアドレスにマップすることができませんでした。
hosts データベース ( hosts(4) を参照 )にリモートホストのエントリーがあるかどうかを
チェックするために、システム管理者に問い合わせなければなりません。

?Invalid command

無効なコマンドが telnet コマンドモードでタイプされました。

system call>: ...

エラーが指定システムコールで発生しました。エラーについては、適切なマニュアルエント
リーを参照してください。

著者
telnet はカリフォルニア大学バークレイ校で開発されました。

参照
csh(1), ksh(1), login(1), rlogin(1), stty(1), telnetd(1M), inetsvcs_sec(1M), hosts(4), krb5.conf(4), services(4),

sis(5), termio(7)
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名称
test − 条件評価コマンド

構文
test expr

[ expr ]

説明
test コマンドは、式 expr を評価し、その値が真ならば0(真)の終了ステータスを戻し、そうでなければ0以
外(偽)の終了ステータスを戻します。 test は、引き数がない場合にも0以外の終了ステータスを戻します。
以下のプリミティブが expr を構成するのに使用されます。

-r file file が存在し、読み取り可能ならば真です。

-w file file が存在し、書き込み可能ならば真です。

-x file file が存在し、実行可能ならば真です。

-f file file が存在し、通常のファイルならば真です。

-d file file が存在し、ディレクトリならば真です。

-c file file が存在し、キャラクタ型スペシャルファイルならば真です。

-b file file が存在し、ブロック型スペシャルファイルならば真です。

-p file file が存在し、名前付きパイプ(fifo)ならば真です。

-u file file が存在し、そのセットユーザーID ビットが設定されている場合は真です。

-g file file が存在し、そのセットグループID ビットが設定されている場合は真です。

-k file file が存在し、そのスティッキービットが設定されている場合は真です。

-s file file が存在し、0より大きいサイズがあれば真です。

-h file file が存在し、シンボリックリンクならば真です。

-t [ fildes ] ファイル記述子番号が fildes (デフォルトでは1)であるオープンファイルがターミナ
ル装置に対応している場合は真です。

-z s1 文字列 s1 の長さが0ならば真です。

-n s1 文字列 s1 の長さが0でなければ真です。

s1 = s2 文字列 s1 および s2 が同じならば真です。

s1 != s2 文字列 s1 および s2 が同じでなければ真です。

s1 s1 がnull文字列でなければ真です。
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n1 -eq n2 整数 n1 および n2 が数値として等しければ真です。比較 -ne, -gt, -ge, -lt, およ
び -le を -eq の代わりに使用できます。

これらのプリミティブは以下の演算子と結合することができます。

! 単項否定演算子

-a 2項AND演算子

-o 2項OR演算子 (-a は -o より優先順位が高い)

( expr ) グループ化用の小かっこ

すべての演算子およびフラグが test への別の引き数であることに注意してください。また、小かっこはシェ
ルに対して重要な意味を持つため、エスケープしなければならないことにも注意してください。すべてのファ
イルテスト演算子は、テスト対象のファイルタイプのファイルへのシンボリックリンクが引き数の場合、成功
を返します。

test は、シェルによって直接解釈されるため、異なる実行可能プログラムとして存在しません。

多言語化対応
サポートされるコードセット

シングルバイト文字、およびマルチバイト文字のコードセットがサポートされています。

例
2 個か 3 個の引き数がなければ、終了します。

if[ $# -l2 2 -o $# -gt 3 ]; then exit 1; fi

ファイルがまだなければ、テキスト文字列 default を内容とする新しいファイルを作成します。

[ ! -f thisfile ] && echo default > thisfile

myfileが読み取り不可能になるのを待ちます。

while test -r myfile

do

sleep 30

done

echo ’"myfile" is no longer readable’

警告
このコマンドの [ 形式を使用するとき、対応する ] がその最後の引き数でなければなりません。また、これ
らはともに、囲まれた引き数から離れた引き数でなければなりません(空白デリミタが必要)。

シェルから test を起動する際、小かっこおよびtestによって処理されるその他の特殊シェルメタキャラクタ
はエスケープするか、または引用符を付けなければなりません。

文字列を比較する際のこのような問題を回避するには、以下のように非演算子文字を両方のオペランドの先頭
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に挿入します。

test "X$response" = "Xexpected string"

このアプローチは、オペランドのチェックに影響を与えるため、数値比較または単項演算子ではうまくいきま
せん。

著者
test はカリフォルニア大学バークレイ校およびHPで開発されました。

参照
find(1), sh-posix(1), sh(1)

標準準拠
test: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2

[: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
tftp − トリビアルファイル転送プログラム

構文
tftp [−B val ] [−s ] [−t val ] [host [ port]]

説明
tftp は、インタネット TFTP (Trivial File Transfer Protocol)へのユーザーインタフェースであり、ユー
ザーはファイルをリモートマシン間で転送できます。リモート host は、コマンド行で指定することができま
す。このような場合 tftp は将来の転送のデフォルトホストとして host を使用します (以下の connect コ
マンドを参照)。

注記
tftp は現在、RFC 2347、RFC 2348、RFC 2349 に準拠しています。

オプション
tftp は、次の新しいオプションをサポートしています。

−B val データ転送のブロックサイズオプションを、8 進で設定します。詳細については、 blk-

size コマンドを参照してください。

-s 転送サイズオプションの使用を設定します。詳細については、 tsize コマンドを参照
してください。

−t val 再送タイムアウトオプションを秒で設定します。詳細については、 newrexmt コマンド
を参照してください。

コマンド
tftp が動作すると、プロンプト tftp> を出し、以下のコマンドを認識します。

connect host [ port ]

転送対象の host (およびオプションにより port )を設定します。 TFTP プロトコルは
FTP プロトコルとは違い、転送の間に接続を保守しないことに注意してください。した
がって、 connect コマンドは実際に接続を作成することはなく、どのようなホストを
転送に使用するかを記憶しているだけです。 connect コマンドを使用する必要はあり
ません。リモートホストは、 get または put コマンドの一部として指定することがで
きます。

mode transfer-mode

転送用のモードを設定します。 transfer-mode は、 ascii または binary (デフォルト
は ascii )のいずれかです。

put file
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put localfile remotefile

put file1 file2 ... fileN remotedirectory

1つのファイル、またはファイルのセットを指定リモートファイルまたはディレクトリに
書き込みます。宛先は、ホストをすでに指定している場合はリモートホスト上のファイ
ル名であり、あるいは同時にホストとファイル名の両方を指定する host:filename 形式
の文字列となります。後者の形式を使用すると、指定したホスト名は将来の転送のデ
フォルトになります。リモートディレクトリ形式を使用すると、リモートホストは
UNIX マシンであるものと仮定されます。

get filename

get remotename localname

get file1 file2 ... fileN

指定した source から1つのファイル、またはファイルのセットを読み取ります。 source

の形式は、次の2つの形式のうちのいずれかです。ホストをすでに指定している場合はリ
モートホスト上のファイル名であり、あるいは、同時にホストとファイル名の両方を指
定する host:filename 形式の文字列です。後者の形式を使用すると、指定した最後のホ
スト名は将来の転送のデフォルトになります。

quit tftp を終了します。ファイル終端文字をタイプしても終了します。

verbose 冗長モードを切り換えます。

trace パケットトレーシングを切り換えます。

status 現在のステータスを示します。

rexmt retransmission-timeout

1パケットあたりの再送信タイムアウトを秒単位で設定します。

timeout total-transmission-timeout

全送信タイムアウトを秒単位で設定します。

ascii "mode ascii"の短縮操作

binary "mode binary"の短縮操作

blksize val

データ転送のブロックサイズを設定します。クライアントとサーバーは通信を介して、
ネットワーク媒体での使用に適したブロックサイズを決定します。範囲は、8 ～ 65464

オクテットです。デフォルト値は、512 オクテットです。

newrexmt val

再送タイムアウトを秒で設定します。クライアントとサーバーは通信を介して、再送タ
イムアウト値を決定します。範囲は、1 ～ 255 秒です。デフォルト値は 5 秒です。
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tsize 転送サイズの使用を切り替えます。このオプションは、バイナリモードの転送でだけイ
ンプリメントされます。デフォルトでは、このオプションは使用不能です。このオプ
ションが使用可能な場合、受信側が転送されるファイルのサイズを決定できます。 get

コマンドをバイナリモードで使った場合、ファイルサイズが空きディスク領域よりも大
きければ、転送はすぐに中断されます。 put コマンドをバイナリモードで使った場合、
ファイルのサイズがサーバーに送信されます。

? [ command-name ... ]

ヘルプ情報をプリントします。

警告
TFTP プロトコルにはユーザーログイン、または妥当性チェックがないため、リモートサイトには、おそらく
ある種のファイルアクセス制限があります。方法はサイトごとに特有であるため、ここで説明することは困難
です。

著者
tftp はカリフォルニア大学バークレイ校で開発されました。

参照
tftpd(1m)
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名称
time − コマンドの時間の測定

構文
time command

XPG4のみ
time [-p] utility [argument...]

説明
まず、 command が実行されます。実行が完了すると、 time は、そのコマンド時の経過時間、システムで
費やされた時間、およびそのコマンドを実行するのに費やされた時間をプリントします。時間は秒単位でレ
ポートされます。

実行時間は、プログラムが動作しているメモリーの性能によって異なることがあります。

時間は標準エラーにプリントされます。

シェルには time というキーワードもあることに注意してください。 time(1) コマンドがパイプライン上の特
定のコマンドの時間を測るのとは異なり、これはパイプラインのどこかで使用した場合にパイプライン全体の
時間を計ります。

オプション
time は、次のオプションを認識します。

-p (XPG4のみ) タイミング特性を標準エラーに書き込みます。

参照
sh(1), timex(1), times(2)

標準準拠
time: SVID2, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2

496 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



timex(1) timex(1)

名称
timex − コマンドの時間の計測。プロセスデータおよびシステムの活動のレポート

構文
timex [-o] [-p[fhkmrt] ]  [-s] command

説明
timex は、経過時間、ユーザータイム、および、ある command の実行に費やしたシステムタイムを、秒単
位でレポートします。オプションにより、 command およびそのすべての子のプロセスアカウンティングデー
タをリストまたは要約でき、実行時間内の全システム活動をレポートできます。

timex の出力は標準エラーに書き出されます。 timex は、間違って使用された場合、fork 不可能な場合、あ
るいはコマンドを実行できない場合には、終了ステータスの 1 を返します。そうでない場合は、timex はコマ
ンドの終了ステータスを返します。

オプション
-o 読み込みまたは書き込まれた合計ブロック数、 command およびそのすべての子に

よって転送された全文字数をレポートします。このオプションは、プロセスアカウン
ティングソフトウェアがインストールされている場合にのみ動作します。

-p[fhkmrt] command およびそのすべての子のプロセスアカウンティングレコードをリストしま
す。サブオプション f, h, k, m, r, および t は、レポートされるデータ項目を修正し
ます。これらは、 acctcom(1M) で定義された場合と同様に動作します。読み込みま
たは書き込みブロック数および転送文字数は常にレポートされます。

このオプションは、プロセスアカウンティングソフトウェアがインストールされてい
て、 /var/adm/pacct を作成するために /usr/lib/acct/turnacct が実行さ
れている場合にのみ動作します。

-s command の実行時間内に発生したシステムの( command によるものだけでなく)全
活動をレポートします。 sar(1) にリストされた、すべてのデータ項目がレポートされ
ます。

例
以下に単純な例を示します。

timex -ops sleep 60

任意の複雑さを持つターミナルセッションは、サブシェルの時間を計ることによって計測できます。

timex -opskmt sh

session commands

EO T
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警告
プロセスの系図は利用できないので、 command に伴うプロセスの記録は、推論によってアカウンティング
ファイル /var/adm/pacct から選択されます。同じユーザー ID 、ターミナル ID 、および実行時間ウィン
ドウを持つバックグラウンドプロセスが派生的に含まれます。

参照
sar(1), acctcom(1M)

標準準拠
timex: SVID2, SVID3
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名称
top − システム上の最上位のプロセスに関する情報の表示およびアップデート

構文
top [-s time] [-d count] [-q] [-u] [-w] [-h] [-P] [-n number] [-f filename] [-p pset_id]

説明
top は、システム上の最上位のプロセスを表示し、その情報を定期的にアップデートします。raw CPU パー
センテージがプロセスのランク付けを行うのに使用されます。PA-RISC (ハードパーティション可能プラット
フォーム) では、top は現在のパーティションの報告だけを行うため、他のパーティションのステータスが必
要な場合は、その上で実行しなければならないという警告を出力します。

オプション
top は以下のコマンド行オプションを認識します。

-s time スクリーンアップデート間の遅延を time 秒に設定します。アップデート間のデフォルト
の遅延は５秒です。

-d count count 回の表示のみを行い、終了します。表示は画面の１回のアップデートであると解
釈されます。このオプションは、指定した回数だけ表示した後に、プログラムを終了す
る場合に使用します。

-q このオプションがより高速に実行できるように、nice -20 コマンド経由で実行された
場合と同じ優先順位で top プログラムを実行します (nice(1) を参照)。これは、システ
ムの応答が悪いとき、システムの問題点を発見するのに非常に役立つことがあります。
このオプションは、適切な特権を持つユーザーのみ利用できます。

-u ユーザーID (uid) 番号がユーザー名の代わりに表示されます。これにより、uid 番号を
ユーザー名にマップするのに必要とされる追加時間を除去することにより、実行速度を
速めます。

-h 複数のプロセッサを持つシステムで、個々の CPU 状態を非表示にします。平均の CPU

状態だけが表示されます。

-n number １画面当たり number 個のプロセスのみを示します。number が１画面当たりに表示で
きるプロセスの最大数より大きい場合、このオプションは無視されることに注意してく
ださい。ただし、-f オプションと一緒に使うと、表示できるプロセスの最大数は制限さ
れません。

-f filename

出力が、filename に追加されます。デフォルトでは、このオプションは 16個のプロセス
をリダイレクトします。-f が指定された場合、-d のデフォルト値は 1 に、−n のデ
フォルト値は 16 になります。

-p pset_id システムおよびプロセッサセット pset_id の負荷平均とプロセス状態の詳細を示しま
す。プロセッサセット pset_id 上で実行されているプロセスだけが示されます。このオ
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プションは、カーネルがプロセッサセット機能をサポートしている場合だけサポートさ
れます。

-P 各 CPU 情報では、CPU カラムの前に PSET カラムを追加します。各プロセス情報で
は、CPU カラムの前に、PSET カラムを追加します。このオプションは、カーネルがプ
ロセッサセット機能をサポートしている場合だけサポートされます。

-w 個々の CPU の情報を表示します。デフォルトでは、top は、個々の CPU の情報を表
示しません。個々のプロセスの情報と個々の CPU の情報のどちらを表示するかを、画面
制御キー w を使って切り替えることができます。−h オプションと一緒に指定すると、
−w オプションが −h より優先されます。

画面制御コマンド
複数の画面データを表示する際、top は以下のキーボード画面制御コマンドを認識します。

j 現在の画面が最後の画面でなければ、次の画面を表示します。

k 現在の画面が最初の画面でなければ、前の画面を表示します。

t 最初の (最上位の) 画面を表示します。

w 個々の CPU の情報を個々のプロセスの情報の代わりに表示し、個々のプロセスの情報を
個々の CPU の情報の代わりに表示します。

プログラム終了
プログラムを終了し、通常のユーザー処理を再開するには、随時 q とタイプしてください。

ディスプレイ説明
３つの汎用クラスの情報が top によって表示されます。

システムデータ
ディスプレイの最上部にある最初の数行には、以下のようなシステムの状態に関する汎用情報が
示されます。

• システム名および現在時刻

• システムの全アクティブプロセッサの最後の１分、５分、および 15分の負荷平均値

• 既存のプロセスの数、および各状態 (休眠中、待機中、動作中、起動時、ゾンビ、およ
び停止時) におけるプロセスの数

• システムのアクティブプロセッサ当たりの各プロセッサ状態 (ユーザー、nice、システ
ム、アイドル、割込み、およびスワッパー) における消費時間のパーセンテージ

• 各アクティブプロセッサ状態の平均値 (マルチプロセッサシステムのみ)

メモリーデータ
(「アクティブ」とみなされるメモリーの量を小かっこで囲んだ) 使用中の仮想メモリーおよび実
メモリー、および未使用メモリー量を含みます。
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プロセスデータ
システム上の個々のプロセスに関する情報であり、プロセスデータが単一の画面に収まらないと
き、top はデータを２個以上の画面に分割します。複数の画面データを表示するには、以前に
説明した j、k および t コマンドを使用してください。システムデータ表示およびメモリー
データ表示が複数の画面プロセスデータの画面ごとに存在することに注意してください。

プロセスデータは ps(1) によって使用されるフォーマットに似たフォーマットで表示されます。

CPU (マルチプロセッサシステム上でのみ) プロセスが動作するプロセッサ番号

TTY プロセスによって使用されるターミナルインタフェース

PID プロセスID 番号

PSET プロセッサが属しているプロセッサセットの ID。この情報は、-P オプショ
ンを使った場合だけ表示されます。

USERNAME プロセスの所有者の名前。-u オプションを指定すると、ユーザーID (uid)

が USERNAME の代わりに表示されます。

PRI プロセスの現在の優先順位

NI −20i ～ +20 までの範囲の nice 値

SIZE K バイト単位のプロセス全体の仮想サイズ。これには、テキスト、データ、
スタック、uarea 領域、map 領域、共有メモリー領域、および IO マップ領
域が含まれます。また、他のプロセスと共有される仮想メモリー領域も含ま
れます。

RES K バイト単位のプロセスの常駐サイズ。このサイズには、プロセス内のすべ
てのプライベート領域のサイズが含まれます。常駐サイズ情報は近似値にす
ぎません。

STATE プロセスの現在の状態。各種の状態は、sleep、wait、run、idl、zomb、
または stop です。

TIME システムの番号および CPU プロセスが消費した秒数

%WCPU 加重 CPU (セントラルプロセッシングユニット) パーセンテージ

%CPU raw CPU パーセンテージ。このフィールドは最上位のプロセスを並び換える
のに使用されます。

COMMAND プロセスが現在実行中のコマンドの名前

例
top は、コマンド行オプションを付けるか、または付けずに実行することができます。

２秒間隔で５画面のデータを表示して自動的に終了するには、次のコマンド行を使用します。
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top -s2 -d5

top -P -s2 -d5

Pset 2 の情報を表示するには、次のコマンド行を使用します。

top -p 2

top -P -p 2

個々のプロセスではなく、個々の CPU の情報を表示するには、次のコマンド行を使用し、

top -w

w キーを押します。

著者
top は、HP、および Rice 大学の William LeFebvre によって開発されました。
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名称
touch − ファイルのアクセス、修正、および変更時刻またはそのいずれかのアップデート

構文
touch [-amc] [-r ref_file -t time ] file_name ...

旧版:
touch time_str file_name ...

説明
touch は、各引き数のアクセス、修正、および最後の変更時刻をアップデートします。ファイル名がなけれ
ば作成します。時刻を指定しなければ (date(1) を参照)、現在の時刻が使用されます。

-r および -t オプションは互いに排他的です。

オプション
以下のオプションが利用できます。

-a file_name のアクセス時刻を time に、または time を指定しなければ現在の時刻に変更し
ます。-m が指定されていなければ、修正時刻は変更しません。

-m file_name の修正時刻を time に、または time を指定しなければ現在の時刻に変更しま
す。-a が指定されていなければ、アクセス時刻は変更しません。

-c ファイルが以前に存在しなかった場合、表示を行わずに touch がファイルを作成しない
ようにします。この条件に関する診断メッセージは書き込みません。

-r ref_file

現在の時刻ではなく ref_file の対応時刻を使用します。

-t time 現在の時刻ではなく指定の time を使用します。オプションの引き数は、以下の形式の 10

進数です。

[ [ CC ] YY ] MMDDhhmm [ .SS ]

ただし、２桁はそれぞれ以下を表します。

CC 年の最初の２桁

YY 年の次の２桁

MM 月 (01～12)

DD 日 (01～31)

hh 時 (00～23)

mm 分 (00～59)
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SS 秒 (00～61)

CC も YY も与えなければ、現在の年が使用されます。 YY を指定して、 CC を指定しなけ
れば、 CC は以下のようになります。(ローカルタイムの要因を考慮してください)

YY の値 CC の値

69 ～ 99 19

00 ～ 68 20

生成される時間の値が Epoch (1970年1月1日グリニッジ標準時 00:00:00) 以前である場
合、touch は、エラーステータスで即座に終了します。

SS の範囲は、閏秒(うるうびょう)を入れるために、00 ～ 59 ではなくて 00 ～ 61 になり
ます。 SS が 60 または 61 であり、生成される時刻が TZ 環境変数によって影響を受けて
閏秒を参照しない場合は、生成される時刻は SS が 59 である時刻の 1 秒後です。 SS に値
を与えなければ、0 であるとされます。

「構文」の項の２番目に示した構文は、-r オプション、-t オプション、また -- オプションデリミタのい
ずれも指定せず、最初のオペランドがすべて小数で構成されるときに認識されます。このオペランドは、ファ
イル名ではなく time 引き数として解釈されます。ただし、この場合、time_str は以下の形式をとるものと仮
定されます。

MMDDhhmm [ YY ]

これは下位互換性のためです。上記の -t 形式を将来の移植のためにお勧めします。-- オプションデリミタ
は、file_name がすべて数字で構成されている可能性がある場合に、最初の構文を使用していることを確認す
るために、最初の file_name の前で使用することができます。

以下のいずれかが真ならば、ファイルの owner によって起動されるときにのみ、touch は正常終了します。

• 時刻を指定している。

• ファイルのアクセス時刻のみがアップデートされている。

• ファイルの修正時刻のみがアップデートされている。

さらに、以下の両方が真ならば、ファイル上に書き込みパーミッションがあるユーザーによって起動される
と、touch は正常終了します。

• 時刻を指定していない。

• ファイルのアクセス時刻と修正時刻の両方がアップデートされている。

多言語化対応
環境変数

TZ 環境変数は、-t オプションによって時刻を指定した場合に、指定時間帯の時刻の解釈に使用されます。

LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使用する言語を指定します。
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環境設定で LC_MESSAGES が指定されていない場合、または空白の文字列に設定されている場合は、デフォ
ルトとして LANG の値が使用されます。LANG が指定されていない場合、または空白の文字列に設定されてい
る場合は、LANG の代わりにデフォルトとして "C" (lang(5) 参照) が使用されます。

多言語化変数に無効な値が設定されていると、touch は、多言語化変数が "C" に設定されている場合と同じ
ように動作します。environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングルバイト文字、およびマルチバイト文字のコードセットがサポートされています。

戻り値
すべての file_name 引き数が正常に変更された場合、touch は 0 を戻します。

無効な時刻または Epoch 以前の時刻を -t オプションで指定した場合、-r および -t オプションを両方と
も指定した場合、または単一もしくは複数の file_name 引き数にアクセスできなかった場合には、touch は
0 以外を戻して診断メッセージを表示します。

例
以下のコマンドが、"bastille" という名前のファイルがまだなければ作成して、このファイルの修正時刻およ
びアクセス時刻を 1989年7月14日の午前0時に設定します。

touch -t 8907140000 bastille

以下のコマンドは、下位互換性がある構文を使って同じ操作を行います。

touch 0714000089 bastille

以下のコマンドは、"0714000089" および "bastille" という名前の２つのファイルがなければ作成して、ファ
イルの時刻を現在の時刻に設定します。

touch -- 0714000089 bastille

長さ 0 のファイルを作成するには、次のいずれかを使用してください。

touch file

cat /dev/null >file

cp /dev/null file

制約
NFS:

リモートサーバー上のスーパーユーザーが所有するファイルにタッチしようすると、起動ユーザーがそのファ
イルの書き込みパーミッションを有する場合であっても失敗します。

参照
date(1), utime(2)
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標準準拠
touch: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2

506 Hewlett-Packard Company − 4 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



tput(1) tput(1)

名称
tput − terminfoデータベースの問合わせ

構文
tput [-T type] capname . . .

tput [-T type] capname [ parms . . . ]

tput -S

説明
tput コマンドは terminfo データベースを使用してターミナル依存の機能およびシェルに使用できる情報
を作成します( terminfo(4) を参照)。 tput コマンドは、属性 (capname) が文字列型であれば文字列を、属性
が整数型であれば整数を出力します。属性が論理型ならば、 tput は単に終了コード(TRUEの場合は 0 、
FALSEの場合は 1 )を設定し、出力を生成しません。

コマンド行引き数
tput コマンドは以下のコマンド引き数を認識します。

-Ttype ターミナルのタイプを示します。通常このフラグは、デフォルトが環境変数 TERM か
らとられるため不要です。

capname terminfo データベースからの属性を示します。 terminfo(4) を参照してください。
さらに、以下の capnames がサポートされます。

clear 現在のターミナルの画面クリアシーケンスを繰り返します。

init 現在のターミナルの初期化シーケンスを繰り返します。

reset 現在のターミナルをリセットするシーケンスを繰り返します。

parms capname がオプションの数値パラメータをとる場合、 parms は tput からの文字
列出力中におかれます。

-S capnames が標準入力から読み取られます。複数の capnames が指定可能です。標準
入力から読み取る場合、 capname は1行につき1個だけ指定できます。

多言語化対応
環境変数

LC_ALL は使用するローカル実行環境を決定します。これは他の環境変数の設定値に置き換わります。

LC_MESSAGES はメッセージ使用言語を決定します。

-T オプションを指定しなければ、 TERM はターミナルタイプを決定します。

例
現在のターミナルの画面クリアシーケンスをエコーバックします。
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tput clear

現在のターミナルのカラムの数をプリントします。

tput cols

70092ターミナルのカラムの数をプリントします。

tput -T70092 cols

現在のターミナルのスタンドアウトモードシーケンスにシェル変数 bold を設定します。

bold=‘tput smso‘

これにプロンプトが後続します。

echo "${bold}Please type in your name: \c"

現在のターミナルがハードコピーターミナルであるかどうかを示す終了コードを設定します。

tput hc

画面をクリアし、カーソルを第10行、カラム20に移動し、ボールドをオンにします。

tput -S <<EOF

clear

cup 10 20

bold

EOF

戻り値
capname が論理型ならば、終了コードは真の場合 0 、偽の場合 1 に設定されます。

capname が論理型でなく、 tput が異常終了した場合、エラーメッセージがプリントされ、終了コードがエ
ラーの内容に従って以下の値に設定されます。

0 機能名が整数型で、存在しません。
2 使い方のエラー。
3 ターミナルタイプが不当。
4 機能名が不当。

>4 エラーが発生しました。

終了コードが 0 の場合、あるターミナルに対して整数型の機能名が要求されたところ、 terminfo データ
ベースの中にそのターミナルに対するその機能名のエントリーが存在しないならば、 −1 がプリントされます
(例えば、 tput -Thp70092 vt )。

ファイル
/usr/share/lib/terminfo/?/* terminfoデータベース
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/usr/include/curses.h 定義ファイル

/usr/include/term.h

参照
stty(1), untic(1M), terminfo(4).

標準準拠
tput: SVID2, SVID3, XPG4
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名称
tr − 文字の翻訳

構文
tr [-Acs] string1 string2

tr -s [-Ac] string1

tr -d [-Ac] string1

tr -ds [-Ac] string1 string1

説明
tr は、選択された文字を置換えまたは削除して、標準入力を標準出力にコピーします。string1 の入力文字
は、string2 の対応する文字に置き換えられます。必要に応じて string1 および string2 を引用することによ
り、シェルのパターンマッチングを回避することができます。

tr は、次のコマンド行オプションを認識します。

-A バイト単位で変換します。このフラグを指定すると、tr は拡張文字をサポートしな
くなります。

-c string1 の文字セット (string1 引き数で指定された場合を除き、現在の LC_CTYPE

の設定で定義される文字セットに含まれるすべての文字セット) を補完します。これ
ら N文字は、 LC_COLLATE の現在の設定に従って、昇順で配列に置かれます。

-d string1 で指定される配列にある入力文字、または照合要素の出現箇所をすべて削除
します。

-c と -d の両方を指定すると、string1 で指定された文字がすべて削除されます。
string2 の内容は、-s を指定しない限り、無視されます。なお、-d と -s の両方
のフラグに同じ文字列を使用することはできません (両方のフラグを指定する場合
は、string1 (削除する文字列) と string2 (圧縮する文字列) が必要になります)。

-d を省略すると、string1 で指定された配列中の各入力文字列、または照合要素が
string2 で指定される同じ位置に対応した文字、または照合要素に置き換えられま
す。

-s string1 で指定された文字で、string2 中の１つのインスタンスとして複数の文字が繰
り返された文字列の出現箇所をすべて置き換えます。

string2 に文字クラスが含まれている場合は、引き数の配列の中に、この文字クラス
の中の文字がすべて含まれることになります。例えば、次のとおりです。

tr -s ’[:space:]’

ただし、大文字/小文字の規約により、string2 には、toupper または tolower の
文字ペアで該当する方の２文字目として定義された文字だけが含まれることになりま
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す。例えば次のとおりです。

tr -s ’[:upper:]’ ’[:lower:]’

次の略記規約に基づいて、一定範囲の文字、反復文字、または単一の照合要素を文字列の中に入れることがで
きます。

c1-c2 または
[c1-c2]

それぞれ両端を含めた、c1 から c2 までの照合要素の範囲 (LC_COLLATE ロケールカ
テゴリの現在の設定で定義されたもの) を表します。

[:class:] または
[[:class:]]

定義済みの文字クラス (LC_CTYPE ロケールカテゴリの現在の設定で定義されたも
の) に属するすべての文字を表します。次の文字クラス名がそれぞれ指定されていれ
ば、使用可能になります。string1: alnum, alpha, blank, cntrl. digit, graph,

lower, print, punct, space, upper, または xdigit 文字クラスは照合順序で展
開されます。

-d および -s のフラグを両方を指定すると、string2 では、いずれの文字クラスで
もで使用できるようになります。これ以外の場合、string2 では lower または
upper だけが使用可能になり、該当する文字クラス (upper および lower) が
string1 で対応する位置に指定されている場合に限り、有効になります。このような
指定は、大文字 / 小文字変換の要求とみなされます。

string1 中に [:lower:]、また string2 中に [:upper:] がある場合、配列には、
現在のロケールの LC_CTYPE カテゴリで対応する toupper の文字が含まれること
になります。string1 中に [:upper:]、また string2 中に [:lower:] がある場
合、配列には、現在のロケールの LC_CTYPE カテゴリで対応する tolower の文字
が含まれることになります。

[=c=] または
[[=c=]]

LC_COLLATE ロケールカテゴリの現在の設定で定義された c と同じクラスに属する
あらゆる文字、または照合要素を表します。-d と -s の両オプションを併用した場
合、対応するクラス表現は string1、または string2 に限って使用できます。

[a*n] a が n 回繰り返されることを表します。n の最初の数字が 0 ならば、n は８進数と
みなされます。そうでなければ、n は 10進数として処理されます。n が 0 の場合、
あるいは省略されている場合は、string2-based シーケンスの長さを string1-based

に拡張できる十分が長さがあるものとみなされます。

エスケープ文字 \ は、シェルの場合と同様に、文字列の文字から特殊な意味を除去するのに使用することが
できます。さらに、\ の後に１桁、２桁、または３桁の８進数がくると、その数値によって与えられる
ASCII コードの文字を表します。

string1 または string2 にある ASCII NUL 文字はエスケープした文字としてのみ、つまり \000 として表す
ことができます。しかしそのように指定されている場合はその他の文字と同じように処理され、正しく変換さ
れます。入力における NUL 文字は、オプション −d "\000" を与えない限り、削除されません。
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多言語化対応
環境変数

LANG により、セットされていない、またはヌルの多言語対応変数に対するデフォルト値が設定されます。
LANG セットされていない場合、またはヌルの場合は、"C" (lang(5) を参照) が使用されます。多言語対応変
数のいずれかの設定が不適当な場合には、tr はすべての多言語対応変数が "C" に設定されているものとして
動作します。environ(5) を参照してください。

LC_ALL 空白以外の文字列値にセットすると、その他の全多言語対応変数に対する値が変更されます。

LC_CTYPE により、テキストをシングルバイト文字、マルチバイト文字のいずれで解釈するか、正規表現中の
文字クラスの表現にマッチしたプリント可能の文字として分類するかどうかが決まります。

LC_MESSAGES 標準エラーに書き込む診断メッセージ、および標準出力に書き込む情報メッセージのフォー
マットと内容を決めるロケールを指定します。

NLSPATH は、LC_MESSAGES の処理に使用するメッセージカタログの位置を決めます。

戻り値
tr は以下の値のいずれかで終了します。

0 すべての入力が正常に処理されました。

>0 エラーが発生しました。

例
ASCII 文字セットおよびデフォルトの照合シーケンスについては、file1 では、すべてのワードリストを、
file2 では、１行当たり１ワードを作成します。ただし、１ワードは英数文字全体の文字列であると解釈されま
す。特殊文字をシェルによる解釈から保護するために、文字列を引用符で囲みます (012 は改行 (ラインフィー
ド) 文字の ASCII コードです)。

tr -cs "[A-Z][a-z]" "[\012*]" <file1 >file2

上記と同様ですが、すべての文字セットおよび照合シーケンスについては以下のようになります。

tr -cs "[:alpha:]" "[\012*]" <file1 >file2

file1 における小文字をすべて大文字に変換し、その結果を標準出力に書き出します。

tr "[:lower:]" "[:upper:]" <file1

等価クラスを使用して file1 にある基数文字 e のアクセント付きのバリエーションを識別し、それらから発音
区別符号を取り除いてその結果を file2 に書き出します。

tr "[=e=]" "[e*]" <file1 >file2

file1 の各桁を # (番号記号) に変換し、結果を file2 に書き込みます。

tr "0-9" "[#*]" <file1 >file2

* (アスタリスク) は tr に２つ目の文字列を１文字目と同じ長さになるまで繰り返すように指示するもので
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す。

著者
tr は OSF と HP が開発しました。

参照
ed(1), sh(1), ascii(5), environ(5), lang(5), regexp(5)

標準準拠
tr: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
true, false − それそれ終了ステータス0または1を戻す

構文
true

false

説明
コマンド true は何もせず、exitコード0を戻します。コマンド false は何もせず、exitコード1を戻しま
す。通常、コマンドプロシージャを構成するのに使用します。

戻り値
終了値は以下のとおりです。

0 常に true から戻されます。
1 常に false から戻されます。

例
以下のコマンドループは、無限ループです。

while true

do

command

done

警告
true は、通常シェルスクリプトで使用します。シェルによっては、スタンドアロンバージョンより効率的
な、 true (および false )の組込みバージョンがあります。

参照
csh(1), ksh(1), sh(1), sh-posix(1)

標準準拠
true: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2

false: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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廃止予定

名称
trufgrep − ファイルのパターン検索

構文
trufgrep [-c -l -q] [-bhinsvxy] -e pattern -f pattern_file [ file ... ]

説明
trufgrep コマンドは、使っている検索アルゴリズムの違いを除けば、 grep -F コマンドと同じ機能を備
えています。 trufgrep の機能とオプションについての詳細は、 grep(1) を参照してください。

trufgrep に固有のオプションは、 −y だけです。このオプションは、 grep の −i オプションと同等で
す。

通常であれば、 trufgrep は grep −F で使われているアルゴリズムと同じアルゴリズムを使いません。し
かし、 trufgrep に −v、 −q、複数の −e オプション、または複数の −f オプションが指定された場合は、
grep のアルゴリズムを使います。

多言語化対応
環境変数

trufgrep は、国際化をサポートしていません。 LC_MESSAGES が設定されていても、メッセージは英語だ
けで表示されます。

警告
trufgrep は、将来のリリースでは廃止される予定です。

参照
grep(1)
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名称
tryfrom, sffinger − TCP ラッパー用ユーティリティプログラム

構文
/usr/bin/tryfrom

/usr/bin/sffinger

説明
tryfrom

このプログラムでは、１つの接続に関連するエンドポイントの詳細を識別することができます。このプログラ
ムは、以下に示すように、リモートシェルコマンドを使用して呼び出します。ホスト名とアドレスが正確に認
識されているかどうか、およびユーザー名の参照が正確に動作するかどうかを確認するために使用します。

# remsh host /usr/bin/tryfrom

tryfrom を実行すると、次のような内容が出力されます。

client address (%a):

client hostname (%n):

client username (%u):

client info (%c):

server address (%A):

server hostname (%N):

server process (%d):

server info (%s):

クライアントに関連する情報では、アドレス、ホスト名、およびユーザー名についてリモートホストがそのク
ライアントをどのように認識しているかがわかります。サーバーに関連する情報では、リモートホストの詳細
がわかります。

%letter 表記についての詳細は、 hosts_access(5) を参照してください。

sffinger
finger(1) クライアントに対するラッパープログラムで、リモート finger サーバーによって送信されるデー
タから損傷を受けることがないように保護します。このコマンドでは、 finger(1) でサポートされるすべての
オプションを使用することができます。

このプログラムは、 /etc/hosts.allow および /etc/hosts.deny のアクセス制御言語を使用してト
ラップを実装したうえで使用することが推奨されます。トラップの設定についての詳細は、 hosts_access(5)

を参照してください。

このプログラムでは、各行の長さは 128 バイト、応答全体の長さは最大 100000 バイトに制限されています。
sffinger では、リモートホストの finger サーバーから応答を取得するまでのタイムアウト値は 60 秒に
なっています。
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著者
Wietse Venema (wietse@wzv.win.tue.nl),

Department of Mathematics and Computing Science,

Eindhoven University of Technology

Den Dolech 2, P.O. Box 513,

5600 MB Eindhoven, The Netherlands

参照
finger(1)、tcpd(1M)、hosts_access(5)
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名称
tset, reset − ターミナル依存情報の初期化

構文
tset [options] [−m [ident] [test baudrate] :type]... [type]

reset

説明
tset は、 HP-UX システムへのログイン時にターミナルのセットアップを行います。これは、消去文字や取
り消し文字の設定、遅延の設定やリセット、またターミナルを正しく初期化する上で必要なシーケンスの送
信、など各ターミナルに依存した処理を実行するものです。まず最初に初期化するターミナルの type を判定
して、必要な初期化およびモード設定を行います。各 HP-UX ポートに接続されているターミナルのタイプ
は、データベース /etc/ttytype に指定されています。また、ターミナルのタイプ名は、
/usr/share/lib/terminfo ディレクトリのファイルに入っています (terminfo(4) 参照)。ポートが特定の
ターミナルに固定的にハードワイア接続されていない限り、 dialup のような汎用的な識別子が与えられて
います。

reset は、同じような機能を持っていますが、ターミナルをデフォルトの状態に設定するものです。

引き数を省略すると、 tset は、単に環境変数 TERM からターミナルタイプを読み取って、ターミナルを初
期化し直します。この項では、通常ログイン時に一回だけ実行されるモードと環境の初期化について説明する
とともに、初期化の時点でターミナルタイプを判定して、ターミナルモードをセットアップする際に使用する
各オプションについて解説します。

起動スクリプトで使用する場合 (sh(1) ユーザーは .profile、または csh(1) ユーザーは .login)、通常ハー
ドワイア接続されていないポートで使用するターミナルのタイプに関する情報を指定しておくようにしてくだ
さい。これらのポートは、 /etc/ttytype の中では、 dialup または plugboard などになっています。
各ポート上で、通常使用するターミナルのタイプを指定するには、 −m (マップ) オプションフラグの後に、該
当するポートタイプ識別子、オプションのボーレート、およびターミナルタイプを入力してください (このフ
ラグの効果は、一定の状態をターミナルタイプに対応させること、すなわち tset に対し、各ポートに使用す
るターミナルのタイプを伝えます)。複数のマッピングを指定すると、最初に該当するマッピングを優先して、
使用します。ポートタイプ識別子を省略すると、すべての識別子に該当することになります。 baudrate は、
stty (see stty(1)参照) の場合と同じように指定され、診断出力 (制御ターミナル) の速度と比較されます。
ボーレートの test には、 >, =, <, @, ! を任意に組み合わせて指定することができます。 @ は、 = と同義で
す。また、 ! はテストの意味を反転させます。メタキャラクタによる問題を避けるには、 −m に対する引き
数全体は、シングルクォーテーションで囲むのが最も安全な方法です。また、 csh(1) のユーザーは、 ! 使
用する際、必ず、 \ を前に付けるようにしてください。

例えば、次のようになります。

tset −m ’dialup>300:2622’ −m ’dialup:2624’ −m ’plugboard:?2623’

このように指定すると、使用中のポートが 300 ボーより速いダイアルアップであればターミナルタイプが HP
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2622 に設定されます。一方、ポートがそれ以外 (速度が300ボー以下) のダイアルアップであれば HP 2624 に
設定されます。 tset が最終的に判定した type の最初に疑問符がついている場合は、指定したタイプが正し
いかどうかという、ユーザーに対する確認です。ヌルの応答は、そのタイプを使用することを意味します。こ
れ以外の応答の場合、別のタイプを指定することができます。したがって上記の例で、ユーザーがプラグボー
ドポートを使用している場合は、実際に使用しているターミナルが HP 2623 であるかどうかを確認する質問
が出されることになります。

該当するマッピングがなく、コマンド行の先頭に −m を置かずに、最後のオプション type を入力すると、そ
のタイプが使用されます。これ以外の場合には、 /etc/ttytype データベースにある識別子がターミナルタ
イプとして使用されます。このようなケースは、ハードワイア接続されたポートの場合だけです。

tset が最終的に決定したターミナルタイプとターミナルの機能に関する情報を、シェルの環境に、常に戻すこ
とをお勧めします。この場合は、 −s オプションを使用してください。 sh(1) を使用している場合は、次のコ
マンドで行います。

eval ‘tset −s options...‘

C シェル (csh(1)) の場合は、次のようになります。

set noglob; eval ‘tset −s options...‘

上記のコマンドを実行すると tset は、変数 TERM を使用中の環境に入れるシェルコマンドを出力します。
environ(5) を参照してください。

いったんターミナルタイプが識別されると、 tset はターミナルモードの設定を開始します。これには通常、
ターミナルへの初期化シーケンスの転送、単一文字の消去 (およびオプションによる行消去または行取り消し)

文字の設定、特殊文字の入力遅延の設定が含まれます。ターミナル初期化シーケンスの送信中は、タブと改行
の展開はオフになります。

バックスペースは可能でも、重ね打ちはできないターミナル (CRTなど) では、消去文字がデフォルトの消去
文字 (標準システムでは #) のままの場合、消去文字がバックスペース (ˆH) になります。

オプション
tset では、次のオプションが使用できます。

−ec 消去文字を指定の文字 c に設定します。 c のデフォルトは、ターミナル情報データベース
(terminfo(4) を参照 ) で、バックスペースキーによって送出される文字コードに設定されま
す。 (通常は ˆH) c の文字は、直接タイプしても、ハットマークの表記を用いて入力してもか
まいません (例えば control-H をハットマークで表記すると、 ˆH となります)。

−kc 取り消し文字を c に設定します。デフォルトの c は ˆX です。 c を省略すると、元の取り消
し文字の値がヌルの場合を除き、そのままで変化しません。ヌルの場合には、取り消し文字は
@に設定されます。

− ターミナルタイプを報告します。判定されたターミナルタイプが示されます。その他のフラグ
の指定がなければ、単に標準出力にターミナルタイプが書き込まれます。 −s と併用すると効
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果はありません。

−s TERM を設定するための該当するコマンドを生成します (現在の SHELL 環境変数によって異
なります)。

−I ターミナルの初期化文字列を送信しないように指定します。

−Q Erase set to と Kill set to のメッセージを出力しないよう指定します。

−A ユーザーに TERM のタイプを質問します。

−S シェルにコマンドを生成するのではなく、環境変数 TERM に割り当てる文字列を出力しま
す。 sh(1) では、次の方法でも TERM を設定することができます。

set −- ‘tset −S ...‘

TERM=$1

−h /etc/ttytype を強制的に読み取ります。 −h を省略すると、マッピングが指定されていな
い限り、環境を読み取った結果からターミナルタイプを判定します。

tset の旧バージョンと互換性を保持する上で、以下のフラグも指定できますが、可能な限り使用は避けてく
ださい。

−r 他のフラグとともに、ユーザーへの報告を行います。

−Ec ターミナルでバックスペースが使用できる場合に限って、消去文字を c に設定します。 c のデ
フォルトは、ターミナル情報データベース (terminfo(4) を参照) で、バックスペースキーに
よって送出される文字コードに設定されます。 (通常は ˆH)

terminfo で説明してある機能 (termio(7) および terminfo(4) を参照) 以外に、 tset および reset では、
次に示す terminfo の論理機能も認識され、ターミナルのセットアップ用として terminfo データベースに入れ
ることができます。

UC 大文字モードは、大文字だけがサポートされるターミナルの文字マッピングを設定します。
stty lcase と同じです。

LC 小文字モードは、小文字の入出力を行えるよう指定します。 stty −lcase と同じです。

EP 偶数パリティを設定します。 stty parenb −parodd と同じです。

OP 奇数パリティを設定します。 stty parenb parodd と同じです。

NL 改行モードを設定します。 stty onlret と同じです。

HD 半二重モードを設定します。 stty −echo と同じです。

pt タブプリントモードを設定します。 stty tabs と同じです。
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例
以下の例は、すべて sh(1) を使用することを前提とします。 .profile での tset の一般的な使い方では
−e および −k オプションも使用し、さらに −m や −Q オプションもよく使用します。ここでは、例を簡潔に
するために、これらのオプションは省略してあります。

まず、 HP 2622 を使用している場合について説明します。常に 2622 を使用するのでない限り、これは
.profile を使用するより、直接手操作でタイプした方が適当です。

export TERM; TERM=‘tset − 2622‘

次に、自宅ではダイアルアップ方式の HP 2623 を使用し、オフィスでは /etc/ttytype に定義したハード
ワイア接続ターミナルを使用している場合です。

export TERM; TERM=‘tset − −m dialup:2623‘

また、任意の組み合わせにより任意のシステムを着信モデム回線に接続できる交換網を介して、システムにア
クセスする場合で、どのポートからアクセスするかは不明である例について考えてみます。オフィスのターミ
ナルは HP 2622 、自宅のターミナルはダイアルアップ交換ポート上で1200ボーの速度で動作する HP 2623

です。場合によっては、他のユーザーのターミナルを借りて作業をすることもあるので、ボーレートが高速の
場合は使用するターミナルを確認するように設定しますが、 1200 ボーのターミナルは 2623 だけであるもの
とします。疑問符を使用している点、また > と ? がシェルに解釈されないように、クォーテーションで囲
んである点に注意してください。

export TERM; TERM=‘tset − −m ’switch>1200:?2622’

−m ’switch<=1200:2623’‘

上記の項目は、条件がいずれも該当しない場合に、 /etc/ttytype で指定したターミナルタイプに戻りま
す。また、使用するターミナルが変わっても、ダイアルアップの方式とボーレートがつねに同じであれば、次
のように指定するのがよい方法です。最も頻繁に使用するターミナルを HP 2622 とします。使用している
ターミナルについて必ず質問が出されます。ここで、指定しなければデフォルトとして 2622 を使用するよう
に設定します。

export TERM; TERM=‘tset − ?2622‘

/etc/ttytype ファイルが正しくインストールされていない場合に、ボーレートに基づいて判断したい場合
は、次のように指定することができます。

export TERM; TERM=‘tset − −m ’>1200:2624’ 2622‘

多言語化対応
環境変数

SHELL csh の場合は csh コマンドを生成し、それ以外の場合には sh(1) コマンドを生成しま
す。

TERM (標準) ターミナル名
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著者
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ファイル
/etc/ttytype

ポート名とターミナルタイプのマッピングデータベース
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参照
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名称
tsm − ターミナルセッションマネージャ

構文
tsm

説明
tsm により、１台のターミナルから複数のシェル、またはアプリケーション (セッション) を操作できるよう
になります。各セッションそれぞれは、物理ターミナルをエミュレートした仮想デバイスに結合されることに
なります。エミュレーションの機能には、各セッションに関するディスプレイの状態、ソフトキー、および
ターミナルモードの維持があります。仮想デバイスは、stty および ioctl (stty (1)および ioctl (2)参照) を
使用して実際のターミナルと同じように操作することができます。また、tsm ではセッション間でのカット/

ペーストの操作がサポートされ、ローカルのラインプリンターに対するインタフェースが提供されます。各
セッションにはそれぞれ独自のプロセスグループ IDが割り当てられます。

定義
現在、セッションが画面に表示中で、キーボード入力を受け付けているセッションを現在のセッションといい
ます。

通常の検索パスは、次のとおりです。

./

$HOME

$TSMPATH

/usr/tsm/

設定ファイル、その他のファイルは、上記の経路で定義される順序に従って検索されます。

コマンド
tsm とは、プルダウンメニューとコマンド行による２通りの方法で対話することができます。プルダウンメ
ニューは (設定されている場合)、 tsm メニュー起動キー (デフォルトは ˆT )を押すことによってセッション
から起動することができます。プルダウンメニューの意味は、各メニューに示すとおりです。コマンド行によ
るインタフェースは、セッション内で tsm 起動キー (デフォルトは ˆW )を押すことにより開始することがで
きます。なお、起動キーを２回押すと、tsm コマンドやメニューのモードにはならずに、起動キーに使われて
いる文字自体がセッションに送られます。

tsm に対するコマンドは通常、１文字で起動ができますが、場合によってはさらに入力が必要になることがあ
ります。tsm のプロンプトから次のコマンドを入力できます。

0-9 コマンドプロンプトで数字キーを押すと、同じ番号のセッションが選択され、これが現在の
セッションになります。

+ 次に大きい番号のセッションを選択します。

− 次に小さい番号のセッションを選択します。
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l 最後のセッションを選択します。

? tsm コマンドに関するヘルプスクリーンを表示します。

c コピー (カット)。次の３種類があります。

• テキスト (改行を含む行)。これはデフォルトです。カットプロンプトが表示されて
いるときに T で選択します。

• 文字列 (改行の代わりに空白で結んだ行)。カットプロンプトが表示されているとき
に T で選択します。

• ブロック (矩形)。カットプロンプトが表示されているとき T で選択します。

ユーザーは、"カットの範囲" を入力するように要求されます。カットの範囲は、矢印キーま
たは u, d, l, r の各キーを使用して希望の位置にカーソルを移動させて定義します。スペー
スバーを押すと、カット操作を中止します。選択したテキストは カットバッファーに入れら
れます。後続の空白および文字属性の情報は無視されます。

p ペースト。 カットバッファーの内容がキーボードから入力した場合と同じように、現在の
セッションに表示されます。

r プログラムを新しいセッションとして実行します。ユーザーはプログラム名を入力するよう
に要求されます。

s シェルを含む新しいセッションを起動します。

o 現在のディスプレイの内容をプリンターに出力 (スクリーンダンプ) します。プリントの形式
は、通常の方法で検索される .tsmprint ファイルで指定します。文字属性の情報は無視さ
れます。

k 現在のセッションのソフトキーをファイルからロードします。tsm のデフォルト設定をロー
ドするには、"ファイル" + を指定します。また、ターミナルのデフォルト設定をロードする
場合は、 "ファイル" - を指定します。

g 上記の k と同じですが、ソフトキーは全セッションに汎用的にロードされます。

x tsm のリファレンスマニュアルまたは tsm ヘルプスクリーンで説明するとおり、tsm 拡張
コマンドにアクセスします。

q tsm を終了します。tsm のもとで起動した全プロセスにシグナル SIGHUP が送られ、tsm

が終了します。

多言語化対応
一般に tsm を起動する前に、tsm 環境変数をセットしなければなりません。TSMLP は、lp(1) で用いられる
プリンター名で、ターミナルのプリンターポートに出力先をリダイレクトした場合に出力を得られます。

TSMTPATH により TERM ファイルの検索を行う代替パスを指定します。
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TSMTERM により、TERM で指定するファイルではなく、tsm が使用する代替ターミナル情報ファイルを指
定します。また、TSMHOTKEY により tsm コマンド行の呼び出しに使用する代替 tsm 起動キーを指定しま
す。

警告
ターミナルによっては、一部の操作がサポートされない場合があります。

著者
tsm は Structured Software Solutions 社で開発されました。

ファイル
/usr/tsm/.tsm tsm 主要設定ファイル (デフォルト )。ユーザーのカスタマイズ用として

$HOME にコピーします。

/usr/tsm/.tsmkeys tsm ソフトキー設定ファイル (デフォルト)。ユーザーのカスタマイズ用と
して $HOME にコピーします。

/usr/tsm/term/* ターミナル記述ファイル

参照
tsm.info(1), tsm.command(1), tsm.lpadmin(1M), shl(1)
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名称
tsm.command − ターミナルセッションマネージャにコマンドを転送

構文
/usr/tsm/bin/tsm.command command

説明
tsm.command を使用してコマンド文字列を TSM コマンド行でタイプした場合と同じように、プログラム的
にこれを TSM に送ることができます。 tsm.command は、TSM セッション内でないと実行できません。
tsm.command の動作は、 tsm.command の実行環境がある TSM の項目に限って影響を及ぼします。 com-

mand には、 TSM コマンド行で使用できるキーシーケンスであれば、任意の値を指定してもかまいません。
シーケンスには、通常、 TSM のコマンド行モードを起動する「起動キー」文字を入れることはできません。
また、シーケンスは、 TSM がコマンドモードを抜け出す地点で終了させるようにしてください。シーケンス
が正しい位置で終了していないと、 TSM はエスケープキーが押された場合と同じように動作します。すなわ
ち、通常はコマンドを取り消して、コマンドモードを終了することになります。 \r はリターンキーを示す場
合に使用します。コマンド行で引き数を省略すると、プログラムは入力を要求してきます。シーケンスを ˆC

で終了すると、以降のシーケンスをユーザーの入力から受け付けます。

著者
tsm.command は Structured Software Solutions 社で開発されました。

参照
tsm(1)
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名称
tsm.info − ターミナルセッションマネージャの状態に関する情報の入手

構文
/usr/tsm/bin/tsm.info request

説明
tsm.info を使用して、 TSM に関する情報を表示させることができます。 TSM のセッション内から実行す
れば、適切な情報が返されます。これ以外の場合は、0以外のエラーコードとともに終了します。情報は標準
出力に送られます。 request には次の値を指定できます。

is_a_window TSM セッションから実行された場合は正常終了します (0を返します)。こ
れ以外の場合は、0以外のエラーコードを返します。

session_number tsm.info コマンドを実行するセッションのセッション番号を出力しま
す。

current_session_number

現在アクティブ状態の TSM セッションのセッション番号を出力します。

active_session_numbers

アクティブ状態の (休眠状態でない) 全セッションのセッション番号を空
白文字で区切って出力します。

idle_session_numbers 休眠状態の全セッションのセッション番号を空白文字で区切って出力しま
す。

program_name tsm.info コマンドを実行するセッションのプログラム名 ( .tsm の中か
tsm.command で割り当てられているプログラム名) を出力します。

program_name_n セッション n のプログラム名を出力します。

著者
tsm.info は Structured Software Solutions 社で開発されました。

参照
tsm(1)
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名称
tsort − トポロジー的な並び換え

構文
tsort [ file ]

説明
tsort は、入力テキスト file の項目の部分的な順序にしたがって並べ換えた項目のリストを、標準出力に生
成します。 file を指定しなければ、標準入力であるものとされます。 tsort は一般に、 lorder コマンド
と合わせて使用し、 ar ( lorder(1) および ar(1) を参照) によってライブラリにインストールされるオブジェ
クトを並び換えます。

入力は、空白で区切ったテキスト項目(空でない文字列)の組で構成されます。異なる項目の組は順序を示しま
す。同じ項目の組は、順序ではなく単に存在を示します。

多言語化対応
環境変数

LC_CTYPE は、テキストの解釈をシングルおよびマルチバイト文字、またはその一方として解釈するロケール
を決定します。

LC_MESSAGES は、表示するメッセージの言語を決定します。

LC_CTYPE または LC_MESSAGES をその環境で指定しないか、または空の文字列に設定した場合、 LANG の
値はそれぞれ未指定または空の変数に対してデフォルトとして使用されます。 LANG を指定しないかまたは空
の文字列を設定した場合、デフォルトの"C"( lang(5) を参照)が LANG の代わりに使用されます。

インターナショナル変数に無効な値が設定されている場合、 tsort は、インターナショナル変数がすべて
"C" に設定されているものとして動作します。 environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングル／マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

診断
Odd data

入力ファイルに奇数のフィールドがあります。

警告
ライブラリおよびオブジェクトファイルは、直接 tsort できません。

tsort は2次アルゴリズムを使用しますが、これは、ライブラリ アーカイブファイルを並び換えるという通
常の使い方からすると、修正するだけの価値があるとは思われません。

参照
lorder(1)
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標準準拠
tsort: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
tty, pty − ターミナル名の取得

構文
tty [-s]

pty [-s]

説明
tty および pty は、ユーザーのターミナルのパス名をプリントします。 -s オプションは、ターミナルパス
名および診断のプリントを抑止するため、終了コードのみをテストする手段となります。

戻り値
tty の終了ステータスコードは以下のとおりです。

2 無効なオプションが指定されました。
1 標準入力はターミナルでも擬似ターミナルでもありません。
0 標準入力はターミナルまたは擬似ターミナルです。

pty の終了ステータスコードは以下のとおりです。

2 無効なオプションが指定されました。
1 標準入力は擬似ターミナルではありません。
0 標準入力は擬似ターミナルです。

診断
not a tty

標準入力は tty のターミナルでも擬似ターミナルでもありません。

not a pty

標準入力は pty の擬似ターミナルではありません。

著者
tty はAT&Tで開発されました。 pty はHPで開発されました。

標準準拠
tty: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
ttytype − ターミナル識別プログラム

構文
ttytype [-apsv] [-t type ]

説明
ttytype は、識別要求シーケンスをターミナルに送ることにより、現在のターミナルのタイプを自動的に識
別します。この方法は、ローカル、モデム、リモートの各ターミナル接続と、hpterm および xterm ターミ
ナルエミュレータにも利用できます。

ターミナルが識別されると、ttytype はターミナルタイプを標準出力にプリントします (terminfo(4) を参
照)。この文字列は通常、TERM 環境変数の値として使用されます。

ttytype が正しいターミナルタイプを判別できない場合は、正しいターミナル識別文字列を求めるプロンプ
トが表示されます。

オプション
ttytype が認識するオプションは以下のとおりです。

-a 自動識別ができなかった場合、ターミナルタイプを求めるプロンプトを表示せずに、
"unknown"という ID を戻します。このオプションが存在しなければ、自動的に正しい
タイプを判別できない場合には、ttytype はユーザーにターミナルのタイプを対話的に
求めます。

-p ttytype がターミナル識別要求シーケンスを送信する前に、ターミナルタイプを求めま
す。ユーザーがキャリッジリターンだけで応答すると、ttytype は、自動ターミナル識
別プロセスを進めます。これ以外の応答はすべて正しいターミナルタイプと解釈されま
す。ユーザーがターミナルタイプを手で入力すると、LINES および COLUMNS 変数は設
定されないことに注意してください。

-p オプションは通常、ttytype のターミナル識別要求シーケンスを与えられる、正し
く動作しないターミナルに対してのみ使用します。このオプションにより、ターミナル
に副作用を生じる可能性のあるエスケープシーケンスを送信する前に、正しいターミナ
ルタイプで応答する機会がユーザーに与えられます。

-a オプションは、-p オプションと合わせて使用できます。-a オプションは、tty-

type が他の方法によるターミナル識別の失敗後の、対話型プロンプトの表示を禁止す
るだけです。

-s TERM, LINES, COLUMNS 環境変数を、適切な値に設定する一連のシェルコマンドをプリ
ントします。さらに、変数 ERASE は、ターミナルに合った抹消文字を表す2文字シーケ
ンスに設定されます (ANSI ターミナルでは DEL、その他すべてのターミナルではバッ
クスペース)。この2文字シーケンスは、次に stty または tset に対する引き数として
使用できます (stty(1) , および tset(1) を参照)。
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SHELL 環境変数は、環境変数の設定の際にどのシェル構文を使用するかを調べるために
参照されます。この出力は、通常、以下の形式のコマンドで使用されます。

eval ’ttytype -s’

-t type

ttytype は通常、Wyse、ANSI および HP ターミナルの識別を試みます。-t type 引き数
は、問い合わせを指定タイプのターミナルに必要とされるものに制限します。受け付けられる
タイプは、ansi, hp, および wyse です。-t オプションは、複数指定できます。

-v 標準エラーに詳細メッセージを表示するようにします。

注記
多くのターミナルが可変のサイズディスプレイをサポートしているため、-s オプションの使用を強くお勧め
します。このオプションは、アプリケーションが正しくこれらのターミナルを処理できるような方法でユー
ザー環境を自動的に設定する唯一の方法です。-p オプションを使用し、ユーザーがターミナルのタイプを手
で入力すると、LINES および COLUMNS は設定されないことに注意してください。

ターミナルを識別する際、以下のステップが示した順序で行われます。

1. ttytype は、Wyse 30/50/60 id 要求シーケンスを試みます。

2. ttytype は、標準 ANSI id 要求シーケンスを試みます。応答が受け付けられると、それは内部
テーブルに従って文字列に変換されます。

3. ttytype は、HP id 要求シーケンスを試みます。

4. 上記のステップのうちのどれも正常に行われなければ、-a オプションを指定しない限り、tty-

type は正しいターミナルタイプを対話的に求めます。

ttytype は、-t オプションが存在するかどうかに応じて、最初の3ステップのうちのいくつかをスキップす
ることがあります。

HP IDターミナルを、予期しない動作モードに切り換えることがあります。そのような状態から回復するに
は、ターミナルの電源をいったん切って再びスイッチを入れることが必要となることがあります。この問題を
回避するため、ttytype は、つねに HP 識別シーケンスを最後に送信します。

例
ttytype は、ログインシーケンスの一部としてよく使用されます。以下のシェルスクリプトの一部を、ログ
インシェル初期化時に使用できます。

#

# If TERM is not set, see if our port is listed in /etc/ttytype.

# If /etc/ttytype doesn’t have information for our port, run

# ttytype(1) to try to determine the type of terminal we have.

#
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# To have ttytype(1) prompt for the terminal type before trying

# to automatically identify the terminal, add the "-p" option

# to the "ttytype -s" command below.

#

if [ -z "$TERM" -o "$TERM" = network ]; then

unset TERM

eval ‘tset -s -Q‘

if [ -z "$TERM" -o "$TERM" = unknown ]; then

eval ‘ttytype -s‘

tset -Q -e ${ERASE:-\ˆh} $TERM

fi

fi

警告
ttytype によって送信されるターミナル識別シーケンスは、Wyse 30/50/60、標準 ANSI および HP 以外の
ターミナルにおいて、予期しない動作を生じることがあります。そのようなターミナルを使用している場合
は、-p オプションまたは -t を使用して、ttytype により、予期しない動作を生じさせるシーケンスが送
信されないようにしてくだい。

著者
ttytype はHPで開発されました。

参照
csh(1), ksh(1), sh(1), stty(1), ttytype(4), environ(5).
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名称
ul − アンダーライン付け

構文
ul [-t terminal ] [-i] [ name ... ]

説明
ul は、指定ファイル( あるいは何も指定しなければ標準入力) を読み込み、アンダースコアの出現箇所を、環
境変数 TERM によって指定される使用ターミナルのためのアンダーライン付けを示すシーケンスに変換しま
す。 -t オプションは、環境で指定されるターミナルタイプに置き換わります。 TERM に対応する ter-

minfo(4) ファイルが読み込まれ、適切なアンダーライン付けシーケンスが決定されます。ターミナルがアン
ダーラインは不可能だが、ボールドモードは可能である場合は、代わりにボールドモードが使用されます。
ターミナルが重ね打ちできるか、またはアンダーラインを自動的に処理できる場合は、 ul は cat の働きに
なります。ターミナルがアンダーラインを処理できない場合は、アンダーラインは無視されます。

-i オプションを使用すると、 ul は、必要なだけのダッシュを含む別の行によってアンダーライン付けを指
示します。 - は、 CRT ターミナルへの nroff 出力ストリームに存在するアンダーラインを見たい場合に便
利です。

多言語化対応
サポートされる国際的コードセット

マルチバイト文字のファイル名がサポートされない点を除いて、シングル/マルチバイトの文字コードセットが
サポートされています。

警告
nroff は通常、一連のバックスペースおよびアンダーラインをテキストと混ぜて出力して、アンダーライン
を示します。逆方向の移動を最適化する試みは行われません。

著者
ul はカリフォルニア大学バークレー校で開発されました。

ファイル
/usr/share/lib/terminfo/?/* ターミナル機能ファイル

参照
col(1), man(1), nroff(1)
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名称
umask − ファイルモード作成マスクの設定と表示

構文
マスクの設定:

umask mask

マスクの表示:
umask [-S]

説明
umask コマンドは、ファイルモード作成マスクの値の設定と、現在の値の表示を行います。このマスクは、
本コマンド発行後に作成されたファイルのファイルモード (パーミッション) ビットの初期値に影響を与えま
す。

ファイルモード作成マスクの設定
umask mask コマンドは、現在のシェル実行環境での新しいファイルモード作成マスクを設定します。mask

には、シンボリック値または数値 (旧形式) が指定できます。

シンボリックマスクを使用すると、柔軟性の高い方法で、マスクパーミッションビットを１つずつまたはまと
めて修正することができます。数値マスクは、全パーミッションビットを一度に指定します。

マスクが指定された場合、標準出力への書き込みは行われません。

シンボリックマスク値

シンボリックな mask は、現在のファイルモード作成マスクの置換または修正を行います。これは、以下の
フォーマットに従い、カンマで区切った操作のリストとして指定します。空白スペースは使用できません。

[who][operator][permissions][, ...]

各フィールドには次の値を指定します。

who 以下の文字を１個または複数個指定します。

u ユーザー (所有者) 用のパーミッションを修正します。
g グループ用のパーミッションを修正します。
o その他のパーミッションを修正します。

または、以下の文字を指定します。

a 全対象のパーミッションを修正します (a = ugo)。

operator 以下の記号を１つ指定します。

+ permissions を who 用の既存のマスクに追加します。
- permissions を who 用の既存のマスクから削除します。
= who 用の既存のマスクを permissions で置換します。
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permissions 以下の文字を１個または複数個指定します。

r 読み取りパーミッション
w 書き込みパーミッション
x 実行/検索パーミッション

１つまたは２つのフィールドが省略された場合は、次のテーブルが適用されます。

入力されたフォーマット 処理内容 入力 等価

who who 用の現在の g g=

パーミッションの削除
operator なし − (なし)

permissions 同等: rw a+rw

a+permissions

who= who 用の現在の u= u=

パーミッションの削除
who+ なし u+ (なし)

who− なし u− (なし)

who permissions 同等: ux u=x

who=permissions

operator permissions 同等: −rw a−rw

aoperator permissions

数値マスク (旧形式)
数値 mask は、現在のファイルモード作成マスクを置換します。これは、以下のモードビットの論理和 (OR)

である、符号なし８進整数として指定されます (先頭のゼロは省略可能です)。

0400 ( a=rwx,u-r) 所有者による読み取り
0200 ( a=rwx,u-w) 所有者による書き込み
0100 ( a=rwx,u-x) 所有者による実行(ディレクトリの検索)

0040 ( a=rwx,g-r) グループによる読み取り
0020 ( a=rwx,g-w) グループによる書き込み
0010 ( a=rwx,g-x) グループによる実行/検索
0004 ( a=rwx,o-r) その他による読み取り
0002 ( a=rwx,o-w) その他による書き込み
0001 ( a=rwx,o-x) その他による実行/検索

現在のマスク値の表示
現在のファイルモード作成マスク値を表示するには、以下のコマンドを使用します。

umask -S 現在のファイルモード作成マスクをシンボリック形式で表示します。
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u=[r][w][x],g=[r][w][x],o=[r][w][x]

r (読み取り)、w (書き込み)、および x (実行/検索) の各文字は、u (ユーザー/所有
者)、g (グループ)、および o (その他) のマスクの中でクリアされているビットを表
します。その他のビットはすべて設定されています。

umask 現在のファイルモード作成マスクを８進数として表示します。

0[o][o][o]

数値マスクの中でビットがゼロの箇所は、シンボリック値の中で r, w, および x パー
ミッション文字が表示されることに相当します。数値マスクの中でビットが 1 の箇所
は、シンボリック値の中でパーミッション文字が表示されないことに相当します。

実現方法により、１桁から４桁の８進数が表示されます。第１桁は常にゼロです (

「制約」を参照)。右３桁 (３桁に満たない場合は必要なだけ先頭にゼロを補います)

は、マスク中で設定またはクリアされているビットを表します。

どちらの形式が生成する出力も、その後、umask コマンドでマスクを設定する際の mask 引き数として使用
することができます。

一般的な操作
新規ファイルを作成するとき (creat(2) を参照)、ファイルモードの各パーミッションビットは、ファイルモー
ド作成マスクの中の対応するビットが設定されている場合、クリアされます (ディスエーブルになります)。逆
に、マスク中でクリアされているビットについては、新たに作成したファイルのファイルモード中で対応する
ビットがイネーブルになります。

たとえば、マスク u=rwx,g=rx,o=rx (８進の 022) は、グループおよびその他の書き込みパーミッションを
ディスエーブルにします。その結果、ls -l コマンドを使用すると -rwxrwxrwx (８進の 777) と表示され
るファイルモードで通常作成されるファイルは、モードが -rwxr-xr-x (８進の 755) になります。また、
ファイルモード -rw-rw-rw- (８進の 666) で作成されるファイルは、モードが -rw-r--r-- (８進の 644)

になります。

ファイル作成モードマスクは、ユーザーID 設定、グループID 設定、または「スティッキー」ビットには影響
しません。

chmod コマンドもファイル作成モードマスクを使用します (chmod(1) を参照)。

umask は、現在のシェル実行環境に影響を与えるので、一般にシェルの正規の組み込みコマンドとして提供
されます (「制約」を参照)。

umask を、たとえば次のように、サブシェルまたは別のユーティリティ実行環境から起動した場合、

(umask 002)

nohup umask ...

find . -exec umask ...
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呼び出し側の環境のファイルモード作成マスクには影響がありません。

デフォルトのマスクは u=rwx,g=rwx,o=rwx (８進の 000) です。

戻り値
umask が終了すると、次の値を返します。

0 ファイルモード作成マスクが正常に変更された場合、または mask オペランドが指定されてい
ない場合

>0 エラーが発生した場合

例
以下の例では、各行に、同じ処理を達成するための異なる方法を示します。

ファイルの所有者には読み取りおよび書き込みの各パーミッションを与え、これ以外のユーザーには読み取り
の各パーミッションを与える umask 値を設定します (ls -l は新たに作成されたファイルについて
-rwr--r-- を表示します)。

umask u=rwx,g=rx,o=rx シンボリックモード
umask a=rx,u+w シンボリックモード
umask 022 数値モード

ファイルの所有者には読み取りおよび書き込みパーミッションを与え、同じグループのその他のユーザーには
読み取りパーミッションを与え、さらにその他にはアクセスパーミッションをまったく与えない umask 値を
設定します (-rw-r-----)。

umask a-rwx,u+rw,g+r シンボリックモード
umask u=rw,g=r,o= シンボリックモード
umask ,u+rw,g+r シンボリックモード
umask 137 数値モード

ユーザー全員について読み取り、書き込み、および実行のパーミッションをすべて削除する umask 値を設定
します (----------)。

umask a= シンボリックモード
umask 777 数値モード

ユーザー全員の現在のマスクに、書き込みパーミッションを追加します (これに相当する数値モードはありま
せん)。

umask a+w シンボリックモード

警告
ユーザー(所有者)に対して読み取りまたは書き込みアクセスを禁止するようなマスクを設定した場合、エディ
ターのように一時ファイルを作成するプログラムの多くは、ファイルのデータにアクセスできないため、正常
に動作できなくなります。
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制約
umask コマンドは、個別の実行可能ファイル (/usr/bin/umask) と組み込みシェルコマンドの両方の形でイ
ンプリメントされます。

POSIXシェルと個別のファイル
すべての機能がサポートされます (sh-posix(1) を参照)。数値マスク表示は、少なくとも２桁使用します。

K シェル
K シェル組み込みコマンドでは、-S オプションがサポートされません (ksh(1) を参照)。数値マスク表示は、
少なくとも２桁使用します。

C シェル
C シェル組み込みコマンドでは、-S オプションおよびシンボリックマスク値がサポートされません (csh(1)

を参照)。数値マスク表示は、少なくとも１桁使用します。

参照
chmod(1), csh(1), ksh(1), sh-posix(1), sh(1), chmod(2), creat(2), umask(2)

標準準拠
umask: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
umodem − XMODEMプロトコルファイル転送プログラム

構文
umodem [options] files ...

umodem -c

説明
umodem は、 CP/M システムおよび HP110 ポータブルコンピュータで使用される周知の XMODEM プロト
コルを組み込んだファイル転送プログラムです。

オプション
umodem は以下のオプションおよびコマンド行の引き数を認識します。

-1 (数字の1) TERM II FTP 1 を使用します。

-3 TERM FTP 3 (CP/M UG) をイネーブルします。

-7 7ビット転送マスクをイネーブルします。

-a ARPA ネットフラグをオンにします。

-c コマンドモードに入ります。

-d 起動する前に umodem.log を削除しません。

-l (英小文字のエル) エントリーロギングをオンにします。

-m ファイルのオーバライトを許可します。

-p メッセージをすべてプリントします。

-r[t b] ファイルを受信します。テキストに対しては t を、バイナリに対しては b を指定しま
す。

-s[t b] ファイルを送信します。テキストに対しては t を、バイナリに対しては b を指定しま
す。

-y ファイルステータスのみを表示します。

file 転送する単一または複数のファイルの名前

警告
バイナリファイルが転送されると、ターゲットファイルの最後に、余分に数バイトが追加される場合がありま
す。これは、ベースの XMODEM プロトコルの制限によります。

例
テキストファイルを受信します。
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umodem -rt7 file

バイナリファイルを受信します。

umodem -rb file

テキストファイルを送信します。

umodem -st7 file

バイナリファイルを送信します。

umodem -sb file

著者
umodem はパブリックドメインのソフトウェアです。

参照
cu(1), kermit(1), uucp(1)
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名称
uname − コンピュータシステムの情報の表示とノード名(システム名)の設定

構文
uname [-ailmnrsv]

uname [-S nodename]

説明
上記の1番目の形式では、uname コマンドは現在のコンピュータシステムに関する指定された情報を表示しま
す。この情報は utsname 構造体 (uname(2) を参照)から取り出されます。

2番目の形式では、uname は、使用されるノード名(システム名)を utsname 構造体に設定します。

オプション
uname は以下に示すオプションを認識します。複数のオプションを指定した場合、出力は常に -a オプショ
ンに対する出力と同じ順番になります。

なし -s に等価です。

-a 以下のオプションを、この順番に、ブランクで区切って表示します。

-s -n -r -v -m -i -l

-i マシン識別番号を表示します(マシン識別番号を確定できない場合はノード名)。この
オプションでは、一意のマシン識別番号を表示できません。一意のマシン識別番号を
知りたい場合は、getconf コマンドまたは confstr コールを参照してください。
getconf (1)) および confstr(3C) を参照。

-l オペレーティングシステムのライセンスレベルを表示します。128、256、および無
制限のユーザーライセンスは、unlimited-user license として表示されます。

-m マシンのハードウェア名およびモデル名を表示します。Itanium(R)ベース システム
では、このオプションを使うと必ず ia64 と表示されます。「警告」を参照してくだ
さい。

-n UUCPネットワーク内でこのシステムに通常割り当てられるノード名 (システム名)

を表示します。「警告」を参照してください。

-r オペレーティングシステムの現在のリリースレベルを表示します。

-s オペレーティングシステムの名前を表示します。標準の HP-UX システムでは、この
オプションは常に HP-UX を表示します。

-v オペレーティングシステムの現在のバージョンレベルを表示します。

-S nodename ノード名(システム名)を nodename に変更します。nodename に使用できる文字は、
UTSLEN-1 に制限されます (uname(2) を参照)。「警告」を参照してください。-S

オプションを使用できるのは、適切な特権を持っているユーザーだけです。
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例
コマンド uname -a を実行すると、以下のような出力が生成されます。

HP-UX myhost A.09.01 C 9000/750 2015986034 32-user license

表示されるフィールドは以下のように解釈されます。

HP-UX オペレーティングシステム名 (オプション -s)。

myhost UUCPネットワーク内での、このシステムのシステム名 (-n)。

B.11.00 オペレーティングシステムのリリース識別子 (-r)。

A オペレーティングシステムのバージョン識別子 (-v)。

9000/889 マシン番号およびモデル番号 (-m)。

2015986034 マシン識別番号 (-i)。

32-user license オペレーティングシステムのライセンスレベル (-l)。

警告
model または getconf コマンドを使用してモデル番号を調べるようお勧めします。uname では、将来リ
リースされる製品のモデル番号を調べることができません。model(1) および getconf (1) を参照。

多くのタイプのネットワークサービスがHP-UX でサポートされており、それぞれが別個に割り当てシステム
名および命名規約を使用します。予測可能なシステム動作を保証するためには、各種のネットワーキング機能
が互いと対話する際、システム名(ホスト名またはノード名ともいう)が競合しないように割り当てられること
が必須です。

システムは特定位置の単一のシステム名に依存しません。これは、1つには以下で説明するようにサービスご
とに異なる名前のフォーマットを使用するためです。hostname および uname コマンドは、以下のようにシ
ステム名を割り当てます。

ノード名 コマンド name 形式 使用プログラム

Internet 名 hostname name sys[.x.y.z...] ARPA と NFS サービス

UUCP 名 uname -S name sys uucp 関連プログラム

ただし、sys は割り当てられたシステム名を表します。sys がすべてのコマンドおよび位置に対して同一とな
るようにすることと、オプションの .x.y.z... が特定のARPA/NFS環境で指定された表記に従うことを、強く
お勧めします。

インターネット名は、ホスト名またはドメイン名と呼ばれることもよくあります(これはNFSドメイン名のこ
とではありません)。インターネット命名規約の詳細については、hostname(5) を参照してください。

また、システム名が任意のファイルで、または任意の上記コマンドを使用して変更されたときは常に、その他
すべての位置で同様に変更されるようにしてください。上記に加えてその他のファイルまたはコマンド(たとえ
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ば uname の回避に使用される場合 /etc/uucp/Permissions など)はシステム名を含むか、または変更で
きます。正しい動作を保証するためには、それらも同じシステム名を使用するようにしてください。

システム名は、通常は起動時に /sbin/init.d/hostname スクリプトによって割り当てられます。これは
他の場所で変更されないようにしてください。

適切な構成オプションが有効になっている場合に限り、８バイトを超えるノード名を設定できます。そのよう
なノード名を設定する前に、すべての関連ドキュメントの説明を完全に理解しておくことを強く推奨します。
８バイトより長いノード名を使用すると、uname コマンドや uname(2) システム関数を使用してその名前に
アクセスするアプリケーションで、予期しない動作や不正な動作を引き起こす可能性があります。

参照
getconf(1), hostname(1), model(1), setuname(1M), gethostname(2), sethostname(2), uname(2), host-

name(5), nodehostnamesize(5)

標準準拠
uname: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
unget − SCCSファイルの前回のgetの取消し

構文
unget [-r SID] [-s] [-n] file ...

説明
unget コマンドは、意図した新規デルタの作成前に行われた get -e の効果を取り消します。 file がディレ
クトリ名ならば、 unget はディレクトリにおける各ファイルを処理ファイルとして処理します。ただし、非
SCCS ファイルおよび読出し不能ファイルは、表示なしで無視されます。 - を file として指定すると、標準入
力が、処理する SCCS ファイル名として1行ずつ読み込まれます。現在sファイルにバインドしているデルタを
判別する方法は、 sact(1) を参照してください。

オプション
unget は以下のオプションおよびコマンド行の引き数を認識します。オプションおよび引き数は、指定した
file にそれぞれ独立して適用されます。

-r SID 不要になったデルタをユニークに識別します(これは get によって「新規デルタ」とし
て指定されたものです)。同じ SCCS ファイルでエディットするために複数の未了の get

が同じ個人(ログイン名)によって行われた場合に限って、このオプションは必要です。指
定 SID があいまいである場合、または必要だがコマンド行にない場合、 unget は診断
メッセージをプリントします( sact(1) を参照)。

-s サイレントオプション。対象とするデルタの SID を標準出力にプリントしないようにし
ます。

-n 前の get によってカレントディレクトリに保管されたファイルを、そのまま保持しま
す。通常、このファイルは unget によって削除されます。

多言語化対応
環境変数

LC_MESSAGES により、メッセージの表示する言語を決定します。

現在使用している環境において、 LC_MESSAGES が指定されていない場合、または、空の文字列が設定され
ている場合、 LANG がその変数のデフォルトとして用いられます。 LANG が指定されていない場合、また
は、空の文字列が設定されている場合、デフォルトの "C" ( lang(5)を参照) が LANG の値として使用されま
す。

多言語対応変数のいずれかの設定が不適当な場合には、 unget はすべての多言語対応変数が "C"に設定され
ているものとして動作します。 environ(5) を参照してください。

サポートされる国際的コードセット
シングル/マルチバイトの文字のコードセットがサポートされています。
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診断
説明については sccshelp(1) を使用してください。

警告
対応する get -e を行ったユーザーだけが unget を実行できます。他のユーザーが、ユーザー ID をその
ユーザーに変更するには su を使用するか( su(1) を参照)、または p-file を直接エディットしてください(s-file

の所有者または適切な特権を持つユーザーから行えます)。

ファイル
p-file delta(1) を参照してください。
g-file delta(1) を参照してください。

参照
delta(1), get(1), sccshelp(1), sact(1)

標準準拠
unget: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
unifdef − プリプロセッサ行の削除

構文
unifdef [-clt] [ [-D sym ] [-U sym ] [-iD sym ] [-iU sym ] ]  ... [ file ]

説明
unifdef は、C言語プリプロセッサコマンド行を解釈する際 cpp のアクションの一部をシミュレートしま
す。( cpp(1) を参照)。 unifdef では、有効なプリプロセッサコマンド行には、先頭の文字として # があ
り、次に ifdef, ifndef, if, else, または endif のキーワードのいずれかがあります。 # 文字およびそれ
に接続するキーワードは同じ行になければなりません。ただし、スペース、タブ、およびコメントテキストで
区切ることができます。適当な場合にはターゲットとされるプリプロセッサ指令を含めて、その指令で囲まれ
るコードの部分は削除され、残りのテキストが標準出力に書き出されます。

cpp と違って unifdef は、インクルードファイルの挿入やマクロの解釈、またはコメント行の削除は行い
ません。これは入力テキスト中にある #define および #undef マクロは解釈されないことを意味します。

unifdef は言語独立であるため、C言語以外の言語のソースファイルの処理にも使用できます。例えば、
FORTRAN言語ソースファイルであってもC言語プリプロセッサコマンドが使用されていれば、 unifdef を使
用できます。

オプション
unifdef は以下のコマンド行オプションを認識します。

-c 拒否された行のみプリントすることにより、通常の動作を補足します。

-iDsym #ifdef sym によって区切られたテキストを無視します。つまり、通常ならば何らかの
アクションによって影響を受けるテキストが、 sym を使ったプリプロセッサコマンドの
コンテクスト内にあった場合には、タッチされずに済みます。

-iUsym #ifndef sym によって区切られるテキストを無視します。

-l 標準出力に書き出されるテキストにおいて、拒否された行を空白行で置き換えます。

-t 入力ソースをプレーンテキストとして扱います。 C言語のコメントおよび引用符で囲ん
だコンストラクトは認識されません。

-Dsym シンボル sym を定義します。

-Usym シンボル sym を定義解除します。

戻り値
unifdef コマンドは、以下のような終了値を返します。

0 出力データと入力データがまったく同じです。

1 出力データと入力データが異なります。
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2 unifdef コマンドが正常に実行されませんでした。原因は、EOF が通常より早く検出
されたか、 else、elif、endif が正しく使用されていないためです。

例
以下のような foo.f というファイルがあるとします。

PROGRAM TEST1

INTEGER I, J

#ifdef ANSI77

DO I=1,10

#else

DO 100 I=1,10

#endif

J=J+1

#if defined (DEBUG) || defined (TEST)

PRINT *,J

#endif

#ifdef ANSI77

ENDDO

#else

100 CONTINUE

#endif

END

コマンドシーケンス

unifdef -DANSI77 -UDEBUG -DTEST foo.f > /tmp/foo.f

は、ファイル /tmp/foo.f に以下のような結果を生成します。

PROGRAM TEST1

INTEGER I, J

DO I=1,10

J=J+1

PRINT *,J

ENDDO

END

警告
ファイルに定義されているあらゆるシンボル名を unifdef のコマンド行で指定しなければなりません。そう
しないと、unifdef はそのコマンド行を無視します。
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著者
unifdef はパブリックドメインのソフトウェアです。

参照
cpp(1)
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名称
uniq − ファイルにおける繰り返された行のレポート

構文
uniq [-udc [-f fields ] [-s chars ] [ input_file [ output_file ] ]

説明
uniq は、入力テキストファイル input_file を読み込み、隣り合う行を比較して結果を output_file にコピー
します。 input_file を指定しないと、標準入力および標準出力が使用されます。 input_file は指定しても out-

put_file を指定しないと、結果は標準出力に出力されます。 input_file と output_file は、同じファイルであっ
てはなりません。

行比較オプション
隣り合う行を比較する際、 uniq が認識するオプションは以下のとおりです。

-u 元のファイルで繰り返されていない行のみを出力します。

-d 入力ファイルにおける繰り返された行についてそれぞれ 1つだけコピーを出力します。

-c 各行の前には発生回数のカウントが付くことを除いてデフォルトのスタイルで、出力レポー
トを生成します。このオプションを指定した場合、 -u および -d オプションは、両方また
はそのいずれかが存在していても無視されます。

オプション u, d, または c のどれも存在しない場合、 uniq は -u および -d オプションを共用した結果を
出力します。つまり、繰り返された行すべての2行目以降のコピーを削除して、元の入力ファイルのコピーを
生成します (繰り返された行は、検索するためには隣接していなければならないことに注意してください—

sort(1) を参照)。

フィールドスキップオプション
比較を行う際に各行の最初の位置をスキップするために、2つのオプションがあります。

-f fields 最初の fields フィールドをそれぞれ前にある空白とともに無視します。 fields は正の
10進整数です。フィールドは、非スペース文字または非タブ文字として定義され、タ
ブおよびスペース、またはそのいずれかによりその隣と区切られます。

-s chars 最初の chars 文字を無視します。 chars は正の10進整数です。各入力行は、改行文
字で終了していることを前提として、比較されます。フィールドは文字の前にスキッ
プされます。

多言語化対応
環境変数

LC_COLLATE は、入力ファイルが並び換えられたときの値に等しくなければなりません。

LC_CTYPE は、ファイル中のテキストをシングルバイト、またはマルチバイトのいずれの文字として解釈する
かを指定し、 -f または -s オプションを使用したときのスペース文字を定義します。

LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使用する言語を決定します。
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LC_COLLATE 、 LC_CTYPE または LC_MESSAGES が指定されていない場合、または空白の文字列に設定さ
れている場合は、デフォルトとして LANG の値が使用されます。 LANG が指定されていない場合、または空
白の文字列に設定されている場合は、デフォルトの "C" ( lang(5) 参照) が使用されます。多言語対応変数に無
効な値が設定されている場合、 uniq は、すべての多言語対応変数が"C"にセットされているものとして動作
します。 environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングルバイト文字、およびマルチバイト文字のコードセットがサポートされています。

戻り値
終了値は次のとおりです。

0 正常終了
>0 エラー状態が発生しました。

著者
uniq はOSFとHPで開発されました。

参照
comm(1), sort(1)

標準準拠
uniq: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
units − 換算プログラム

構文
units [- file]

説明
units は、各種の標準度量衡で表現された量を他の度量衡で等量のものに変換します。以下のように対話的
に動作します。

システムプロンプト ユーザーの応答

You have: inch

You want: cm

システムは2つのファクタで応答します。以下のように、1つは乗算で( * が前に付きます)、もう1つは割算(

/ が前に付きます)です。

* 2.540000e+00

/ 3.937008e-01

units は、換算係数を与えた後は、次の値の入力を求めます。 units を終了するには、ログインで定義さ
れた割込み文字を押します。

量は、オプションとして数値乗数を前に付けた単位の乗算の組合わせとして指定します。以下のように、べき
乗は正の整数を後ろに付けることによって、また割算は通常の符号によって指定します。

システムプロンプト ユーザーの応答

You have: 15 lbs force/in2

You want: atm

システムは次のように応答します。

* 1.020689e+00

/ 9.797299e-01

units は乗算スケール変更のみを行います。したがって、ケルビンをランキンに変換することはできます
が、摂氏を華氏に変換することはできません。ほとんどのなじみがある単位、省略形、およびメートル法の接
頭辞は、以下のように外国の単位およびいくつかの自然定数とともに認識されます。

pi 直径に対する円周の割合
c 光速
e 電荷
g 重力加速度
force g と同様
mole アボガドロ数
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water 水位当たりの圧力ヘッド
au 天文単位

単位は小文字のみで与えなければなりません。 pound は質量の単位として認識されません。 lb を使用しま
す。複合名も使用できます(例えば、 lightyear )。米国と異なる英国の単位は brgallon のように接頭辞
を付けます。単位の完全なリストについては以下のファイルを調べてください。

/usr/share/lib/unittab

- file オプションにより、別の単位データベースファイルを、使うように指定できます。 units は、デフォ
ルトの /usr/share/lib/unittab ではなくこのファイルを変換テーブルとして見ます。これは
/usr/share/lib/unittab と同じフォーマットでなければなりません。これは独自の単位および変換を定
義するのに便利です。

警告
通貨の為替相場は古いので使えません。

ファイル
/usr/share/lib/unittab
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名称
uptime, w − システムの稼働時間の表示やログイン中のユーザーおよび各ユーザーの活動内容の表示

構文
uptime [-hlsuw] [user]

uptime [-p[ pset_list]]

w [-hlsuw] [user]

w [-p[ pset_list]]

説明
uptime は、現在の時刻、システムが稼働していた時間、システムにログオンしたユーザーの数、およびアク
ティブプロセッサについて、最後の 1 分、5 分、15 分間の実行待ち行列内の平均ジョブ数をプリントしま
す。

w は uptime にリンクされており、uptime −w と同じ出力をプリントすることによって、システムの現在
の活動の要約を表示します。

オプション
uptime および w は、以下のオプションを認識します。

-h 第1行および見出し行の出力を抑止します。このオプションは、-u オプションと一緒に使用
しないでください。このオプションは uptime の -w オプションの使用を前提としていま
す。

-l 長い出力を使用します。このオプションは uptime の -w オプションの使用を前提としてい
ます。

-p 現在の時刻、システムが起動されてからの時間、システムにログインしているユーザーの数
を、1 行目に出力します。コマンド行の pset_list で指定したプロセッサセット (pset) の、最
新の 1、5、および 15 分間の負荷平均は、以降の行に表示されます。引き数を指定しない
と、負荷平均はシステム内のすべての pset について表示されます。

空の pset の pset ID をコマンド行で指定すると、対応するメッセージが表示されます。カー
ネルに pset 機能がない場合は、uptime はエラーになります。-p オプションは、他のオプ
ションと一緒に使うことはできません。

-s 端末情報の表示で、短縮形式の出力を使用します。端末名は短縮され、ログイン時刻と CPU

時間は出力されません。

-u システムの全体的状態を示す第1行だけをプリントします。これは uptime コマンドのデフォ
ルトです。

-w システムにおける各ユーザーの現在の活動内容の要約をプリントします。これは w コマンド
のデフォルトです。
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例
コマンド

uptime

は、以下のようなテキストを生成します。

2:30pm up 14days, 2:39, 33 users, load average: 1.71, 1.88, 1.80

これは、システムの現在のステータスによって異なります。

コマンド

uptime -p

これは、システム内のすべての pset の負荷平均を示します。システム内に存在する pset が 0、94、95、お
よび 97 の場合、出力はつぎのようになります。

7:59pm up 11 days, 6:25, 12 users

load average for pset 0 : 1.06, 1.15, 1.15

load average for pset 94 : 0.00, 0.00, 0.00

load average for pset 95 : 0.00, 0.00, 0.00

load average for pset 97 : 1.00, 1.00, 1.01

コマンド

uptime −p94,95 または uptime −p"94 95"

これは、94 と 95 が正しい pset ID の場合、次のような情報を出力します。

7:59pm up 11 days, 6:25, 12 users

load average for pset 94 : 0.00, 0.00, 0.00

load average for pset 95 : 0.00, 0.00, 0.00

著者
uptime はカリフォルニア大学バークレイ校および HP で開発されました。
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名称
users − システムにいるユーザーのコンパクトなリスト

構文
users

説明
users は、現在システムにいる、ユーザーのログイン名をコンパクトな1行のフォーマットでリストします。

ログイン名は昇順の並び替えの順序で並び替えられます(以下の「環境変数」を参照)。

多言語化対応
環境変数

LC_COLLATE は出力の並び替えの順序を決定します。

LC_COLLATE が環境で指定されていないか、空の文字列に設定されている場合は、 LANG の値がデフォルト
として使用されます。 LANG を設定しないか、空の文字列に設定すると、 ‘‘C’’のデフォルト( lang(5) を参照)

が LANG の代わりに使用されます。多言語対応変数の内容が無効設定である場合は、 users は、すべての多言
語対応変数が‘‘C’’に設定されたものとして動作します( environ(5) を参照)。

著者
users はカリフォルニア大学バークレー校およびHPで開発されました。

ファイル
/etc/utmp

utmps データベース
who データベース

参照
who(1)、 utmpd(1M)、 getutsent(3C)

556 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



uucp(1) uucp(1)

名称
uucp、uulog、uuname、uutry − UNIXシステム間のコピー

構文
uucp [ options ] source_files destination_file

uulog -f system [-x ] [-number ]

uulog [-s system ] ... [-x ] [-number ]

uuname [-l]

uutry -r1 -s system [-x debug_level]

説明
uucp は、 destination_file 引き数によって識別される宛先に source_files 引き数によって指定されたファイ
ルをコピーします。リモートシステム間でファイルをコピーする際、 source_files および destination_file は
ローカルシステム上のパス名で指定してもかまいません。形式は以下のとおりです。

system_name!path_name

ただし、 system_name は、 uucp にわかるシステム名のリストにあるリモートシステムの名前です。リモー
トシステムからではなく、リモートシステムファイルをコピーする際、 system_name は以下のようなリモー
トシステム名のチェーンリストとすることもできます。

system_name!system_name!...!system_name!path_name

この場合、ファイルを指定ルートを経由して宛先に送信しようとします。情報を送るためには、ルートの中間
ノードを確実に設定するよう注意してください (「警告」を参照)。

path_name にあるシェルメタキャラクタ ? 、 ∗ 、および [...] は適切なシステム上で展開されます。

path_name は以下のいずれかです。

• 完全パス名

• ˜user が前に付いているパス名。ただし、 user は、指定したシステム上のログイン名であり、
˜user はそのユーザーのログインディレクトリで置き換えられます。 (無効なログインを指定する
と、デフォルトパブリックディレクトリ (/var/spool/uucppublic) が代わりに使用されます)

• ˜/destination が前に付いているパス名。ただし、 destination が /var/spool/uucppublic に
追加されます。

注記 : 複数のファイルが転送されたり、その宛先がディレクトリである場合以外は、この宛先は
ファイル名として処理されます。 destination を確実にディレクトリとするためには、 / を宛先引
き数に追加してください。たとえば、宛先引き数として ˜/dan/ を指定すると、存在しなければ
ディレクトリ /var/spool/uucppublic/dan を作成し、このディレクトリに、要求された単一
または複数のファイルを置きます。
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• その他はすべて、カレントディレクトリが前に付けられます。

誤ったパス名をリモートシステムに対して指定すると、コピーは異常終了します。 destination_file がディレ
クトリである場合、 source_file 引き数のファイル名の部分が使用されます。

uucp は、転送時に実行パーミッションを保存し、読み書きパーミッションを0666に設定します (以下の
chmod(2) およびアクセス制御リストを参照)。

オプション
uucp が認識するオプションは以下のとおりです。

-c リモートマシン(デフォルト)への転送のためにローカルファイルをスプールディレク
トリにコピーしません。

-C 転送のためにスプールディレクトリへのローカルファイルのコピーを強行します。

-d ファイルコピーのために必要なすべてのディレクトリを作成します(デフォルト)。

-f ファイルコピーために中間ディレクトリを作成しません。

-ggrade grade は1文字の英字または数字です。 grade の小さい ASCII 値を指定すると、ジョ
ブはシステム間の会話で先に送信されます。

-j 標準出力に ASCII ジョブ識別文字列を出力します。このジョブ識別は、 uustat に
よってステータスを得るか、ジョブを終了されるのに使用されます (uustat(1) を参
照)。

-mfile コピーが終わると、要求したユーザーにメールを送信します。

-nuser ファイルが送信されたことをリモートシステム上の user に通知します。

-r ファイル転送を開始しないで、ジョブを待ち行列に入れるだけにします。

-sfile file に転送のステータスをレポートします。 file は完全パス名でなければならないこ
とに注意してください。

-xdebug_level デバッギングを標準出力に生成します。 debug_level は0と9の間の数値です。それ以
上の数値を指定すると、さらに詳細な情報が得られます。

uulog
uulog は、ファイル /var/uucp/.Log/uucico/system における uucp トランザクションのログファイル
を問い合わせます。

以下のオプションにより、 uulog はロギング情報をプリントします。

-s system system に関する作業についての情報をプリントします。

-f system system のファイル転送ログの tail -f を行います (tail(1) を参照)。

上記の -s および -f オプションと合わせて使用する他のオプションは以下のとおりです。
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-x uucico ログファイルではなく /var/uucp/.Log/uuxqt/system ファイルから指定
のシステムをサーチします。

-number number 行の tail(1) コマンドを実行します。

uuname
uuname は既知のシステムの uucp 名のリストを示します。 uuname -l はローカルシステムのデフォルト
名を戻します。

uutry
uutry は、リモートシステムに正常にログインできるかテストします。これは、通信チャネルのチェックの
ために実行されます。

-r1 uutry をMASTERモードで開始します。デフォルトはSLAVEモードです。

-s system system で指定したシステムについてのみ作業を実行します。ローカルスプールディ
レクトリ内に system に対する作業がない場合は、 system に接続して、 system に
ローカルシステムへの作業があるか調べます。 -r1 を指定した場合、このオプショ
ンは必ず指定してください。

-x debug_level デバッグ情報を標準出力に出力します。 debug_level は0～9までの数値で、数値が大
きいほど情報量が多くなります。

ローカルプログラムによって開始された場合、 uutry はMASTERであるとみなされ、リモートシステムに接
続しようとします。 uutry がリモートシステムによって開始された場合、これはSLAVEモードであるとみな
されます。

アクセス制御リスト(ACL)
ファイルのオプション ACL エントリーは uucp 伝送間で保存されません。代わりに新しいファイルにはアク
セスモード (stat() によって st_mode に返されます。( stat(2) を参照)の要約があります。

多言語化対応
環境変数

LC_TIME により、 uucp および uulog コマンドによって表示される日時文字列のフォーマットおよび内容
を決定します。

LANGは、 uucp および uuname コマンドによって表示されるメッセージの言語を決定します。

LC_TIME が環境で指定されていないか、空の文字列に設定されていると、 LANG の値が各未指定または空の
変数のデフォルトとして使用されます。 LANG が指定されていないか、空の文字列に設定されていると、
LANG の代わりに "C"のデフォルト (lang(5) を参照)が使用されます。多言語対応変数に無効な設定があれ
ば、 uucp 、 uulog 、および uuname はすべての多言語対応変数が"C"に設定されたものとして動作しま
す。 environ(5) を参照してください。
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サポートされるコードセット
マルチバイト文字のファイル名がサポートされないことを除き、シングル/マルチバイトの文字コードセットが
サポートされています。

警告
リモートアクセス可能なファイルのドメインは厳密に制限できます(明白な機密保護上の理由により、通常その
必要があります)。多くの場合、リモートシステムからパス名によってファイルをフェッチすることはできませ
ん。リモートシステムの責任者にそれらのファイルを送信するように依頼してください。同じ理由により、
ファイルを任意のパス名に送信することはできません。配布時には、リモートアクセス可能なファイルは名前
が /var/spool/uucppublic (˜/ に等価) で始まるものとなっています。

uucp によって受け付けられるすべてのファイルは uucp によって所有されます。

ファイルの送信時または単一のファイルの受信時には -m オプションのみが機能します。シェルの特殊文字 ?

* [ ...] によって指定された複数のファイルを受信した場合は、 -m オプションはアクティブになりません。

要求したユーザーによって所有される保護ファイルおよび保護ディレクトリにあるファイルは、 uucp によっ
て送信できます。しかし、要求したユーザーがrootで、ディレクトリが other によってサーチ可能でない
か、ファイルが other によって読出し可能でない場合、要求は異常終了します。

uutry は、 /var/spool/uucp/system_name/ にある要求ファイルのみを用いて実行してください。

ファイル
/etc/uucp 設定ファイル
/var/uucp ログおよびエラーファイル
/var/spool/uucp スプールディレクトリ
/var/spool/locks ロックファイル
/var/spool/uucppublic

受信および送信用パブリックディレクトリ

参照
mail(1)、 uux(1)、 uucico(1M)、 chmod(2)、 stat(2)、 acl(5)

Tim O’Reilly and Grace Todino,

Managing UUCP and Usenet, O’Reilly & Associates, Inc. USA.

Grace Todino and Dale Dougherty,

Using UUCP and Usenet, O’Reilly & Associates, Inc. USA.

標準準拠
uucp: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3

uulog: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3

uuname: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3
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名称
uuencode,uudecode − メールプログラムによる送信用バイナリファイルのコード化/デコード

構文
uuencode [ source ] remotedest

uudecode [ file ]

説明
uuencode および uudecode は、 elm(1), mailx(1), または uucp(1) ( elm(1), mailx(1), および uucp(1) を
参照)のようなサービスによって別のマシンにバイナリファイルを送信するために使用できます。

uuencode は、指定したソースファイル(デフォルトの標準入力)をとり、コード化されたバージョンを標準出
力に作成します。コード化は、プリント用の ASCII 文字のみを使用し、入力ファイルの元のモードを含み、リ
モートシステムに後でリストアされるときのファイルに、意図した名前 remotedest 引き数の値を保存しま
す。

uudecode は、メールプログラムによって追加される先行および後続行を無視し、指定したモードおよび名前
で元のファイルを再び作成します。

コード化されたファイルは、通常の ASCII テキストファイルであり、テキストエディタを使ってそのモードま
たはリモート名を変更するように編集できます。

例
コンパイル済みプログラム foo をコード化してユーザー friend に送信するには、以下のようにしてくださ
い。

uuencode foo foo | mailx -s ’new program’ friend

メールメッセージを受信した後で、ユーザー friend は、最初にメッセージをファイル foo.mail にセーブ
し、以下のコマンドを実行することにより、プログラムをデコードできます。

uudecode foo.mail

警告
ファイルは35%だけ拡大されるため (3バイトの情報が、4バイトに制御情報を加えた長さになります)、伝送に
かかる時間は長くなります。

uudecode (しばしば uucp )を起動するリモートシステム上のユーザーには、指定ファイルの書き込みパー
ミッションが必要です。

コード化されたファイルの名前が指定された宛先名と同じである場合、 uudecode はデコード終了前に、
コード化されたファイルをオーバライトし始めます。

参照
elm(1), mail(1), mailx(1), shar(1), uucp(1), uux(1), uuencode(4).
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標準準拠
uuencode,uudecode: XPG4, POSIX.2
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名称
uupath、mkuupath − pathaliasデータベースのアクセスおよび管理

構文
uupath [-f pathsfile ] mailaddress

mkuupath [-v] pathsfile

説明
uucp コマンド (uupath と mkuupath を含む) は、HP-UX から削除される予定です。下記の「警告」を参
照してください。

uupath は、単純な UUCP アドレスを完全な UUCP パス( uucp(1) を参照) に展開することにより、電子メッ
セージルーティングを作成します。たとえば、 host!user は hostA!hostB!host!user に展開できます。

uupath は、支配的ホスト (下記参照 )の mailaddress を解析し、適切な pathalias データベース (

pathalias(1) を参照)の中からホストを探して、アドレスを展開します。ホストがデータベースにある場合は、
展開されたアドレスが標準出力に出力されます。ホストがなければ、 uupath は、元のアドレスを標準出力
に出力し、 1 の終了ステータスを返します。 uupath は、 mailaddress が UUCP フォーマット
(host!...!hostZ!または ARPANETフォーマット(user@host) であることを仮定します。

-f オプションは /usr/lib/mail/paths に基づいてデフォルトデータベースをオープンするのではなく、
pathsfile に基づいて pathalias データベースをオープンします。このデータベースは、2つのファイル
pathsfile.dir および pathsfile.pag で構成される mkuupath によって作成されるデータベースでなければ
なりません。

支配的ホストとは mailaddress で左端の UUCP ホストです。 UUCP ホストがない( ! がアドレスにない)場
合、 uupath は、アドレスが単純な ARPANET フォーマット(user@host) であるものと仮定します。アドレス
がどちらのフォーマットにも一致しなければ、 uupath は、元のアドレスを標準出力に出力し、 1の終了ス
テータスを返します。

mkuupath は、 pathalias ( pathalias(1) を参照)から得られる pathsfile データファイルを入力として使用
することにより、メールルーティングデータベースを構成します。これは uupath によって使用されるデ
フォルトデータベースであるため、 pathsfile 位置として /usr/lib/mail/paths をお勧めします。データ
ベースファイル pathsfile.dir および pathsfile.pag は mkuupath によって作成されます。これらのファイ
ルがすでに存在する場合は、 mkuupath を実行する前に削除しなければなりません。

-v オプションは、データベースに書き出されるエントリーごとに 1行を標準出力に書き出す冗長モードを指
定します。

診断
uupath は、アドレスが見つからないか、または正しくフォーマットされていない場合は、終了ステータス1

を戻して元の mailaddress を標準出力に出力します。データベースファイルにアクセスできないか、またはパ
ラメータが不適当な場合は終了ステータス2を返し、診断メッセージをプリントします。どちらにも該当しな
ければ、 uupath は終了ステータス0を戻します。
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データベースファイル pathsfile.dir および pathsfile.pag が mkuupath を実行する前にすでに存在する場
合は、メッセージ mkuupath: pathsfile.dir: File exists が表示されます。これらのファイルは mkuu-

path を実行する前に削除しなければなりません。

警告
uucp コマンド (uupath と mkuupath を含む) は、HP-UX から削除される予定のため、使用はお勧めしま
せん。代りに、 ftp(1) または rcp(1) を使ってください。

著者
uupath はカリフォルニア大学バークレイ校で開発されました。

ファイル
/usr/lib/mail/paths

/usr/lib/mail/paths.dir

/usr/lib/mail/paths.pag

参照
pathalias(1), uucp(1)
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名称
uustat − uucpステータスの問合わせおよびジョブの制御

構文
uustat -a

uustat -m

uustat -p

uustat -q

uustat -k jobid ]

uustat -r jobid ]

uustat [-ssys ] [-uuser ]

説明
uustat は、以前に指定した uucp コマンドのステータスの表示または取り消しを行います。またその他の
システムとの uucp 接続に関する一般的なステータスを与えます (uucp(1) を参照)。以下のオプションの1つ
のみを、コマンドを1回実行するごとに uustat で指定することができます。

-a 待ち行列におけるジョブをすべて出力します。

-m すべてのマシンのアクセス可能性のステータスをレポートします。

-p ロックファイルにあるすべてのプロセスID の ps -flp を実行します。

-q それぞれのマシンごとに待ち行列に入っているジョブをリストします。マシンのステータ
スファイルがあれば、その日時およびステータス情報がレポートされます。さらに、数値
が C または X ファイルの数の隣の () にある場合は、そのシステムで最古の C. また
は X. ファイルの日単位の年齢です。Retryフィールドは、次に呼び出されそうな時まで
の時間数です。Countフィールドは、異常終了の数です。いくつか未解決のジョブがある
システムについては、実行するのにリアルタイムで30秒以上かかることがあることに注意
してください。uustat -q によって作成される出力例を以下に示します。

eagle 3C 04/07-11:07 NO DEVICES AVAILABLE

mh3bs3 2C 07/07-10:42 SUCCESSFUL

上記の出力により、システムごとに待機中のコマンドファイルの数がわかります。各コマ
ンドファイルには、送信する0個以上のファイルがあります (送信するファイルがないコマ
ンドファイルにより、uucp システムはリモートシステムを呼び出して、作業が待機中で
あるかどうかを調べます)。日時は、システムとその後に続く対話処理のステータスとの前
の対話処理を参照します。

-k jobid ジョブ識別が jobid である uucp 要求を抹消します。抹消した uucp 要求は、コマンドが
スーパーユーザーによって実行されない限り、uustat コマンドを発行するユーザーが行
わなければなりません。
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-r jobid jobid を新しくします。修正時刻が現在の時刻に設定されるように、jobid に対応するファ
イルはタッチされます。これにより、ジョブ修正時刻がクリーンアップデーモンによって
課された制限に達するまで、クリーンアップデーモンはそのジョブを削除することができ
ません。

以下のオプションは単独に、あるいは組み合わせて使用できますが、上記のオプションと併用することはでき
ません。

-s sys リモートシステム sys のすべての uucp 要求のステータスをレポートします。

-u user user によって発行されるすべての uucp 要求のステータスをレポートします。

-s と -u オプション出力のフォーマットは両方とも以下のとおりです。

eaglen0000 4/07-11:01:03 (POLL)

eagleN1bd7 4/07-11:07 S eagle dan 522 /usr/dan/A

eagleC1bd8 4/07-11:07 S eagle dan 59 D.3b2a12cd4924

4/07-11:07 S eagle dan rmail mike

-s および -u オプションを付けると、最初のフィールドはジョブの jobid になります。この後に日
時がきます。次のフィールドは、ジョブがファイルを送信するか、要求するかに応じて S または R

のいずれかになります。その次のフィールドは宛先システム名です。さらにこの後にジョブを待ち行
列に入れたユーザーのユーザー ID がきます。そして次のフィールドの内容は、ファイルのサイズであ
るか、またはリモート実行の場合は、 (リモートメールに使用されるコマンドである rmail などの)

コマンドの名前です。サイズがこのフィールドに現れると、ファイル名も与えられます。これは、
ユーザーが与えた名前であるか、またはリモート実行(この例では rmail) に対応するデータファイル
に対して作成される (D.3b2alce4924 などの)内部名のいずれかです。

オプションを与えないと、uustat は、現在のユーザーによって発行されるすべての uucp 要求のステータ
スを出力します。使用されるフォーマットは、-s または -u オプションの場合と同じです。

多言語化対応
環境変数

LC_TIME により、日時文字列のフォーマットおよび内容を決定します。

LANG により、メッセージの表示に使用する言語を決定します。

現在使用している環境において、LC_TIME が指定されていない場合や、これらに空の文字列が設定されてい
る場合には、LANG の値がその変数のデフォルトとして使用されます。LANG が指定されていなかったり、空
の文字列の場合には、デフォルトの "C" (lang(5) を参照) が LANG のかわりに使われます。多言語対応変数の
いずれかの設定が不適当な場合には、uustat はすべての多言語対応変数が "C" に設定されているものとして
動作します。environ(5) を参照してください。
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ファイル
/var/spool/uucp/* スプールディレクトリ

参照
uucp(1)

Tim O’Reilly and Grace Todino,

『Managing UUCP and Usenet』 , O’Reilly & Associates, Inc. USA.

Grace Todino and Dale Dougherty,

『Using UUCP and Usenet』 , O’Reilly & Associates, Inc. USA.

標準準拠
uustat: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4
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名称
uuto、uupick − パブリックUNIXシステム間ファイルコピー

構文
uuto [ options ] source-files destination

uupick [-s system ]

説明
uuto は、 source-files を destination に送ります。 uuto は、 uucp 機能を使用して、ファイルを送信しま
すが ( uucp(1) を参照 ) 、その間もローカルシステムはファイルアクセスを制御することができます。 (

uucp(1) を参照) ソースファイル名は、ユーザーのマシン上のパス名です。宛先の形式は以下のとおりです。

system!user

ただし、 system は、 uucp が知っているシステム名のリストからとられます( uucp(1) マニュアルエント
リーにある uuname を参照)。 user は、指定したシステム上のユーザーのログイン名です。

uuto が認識するオプションは以下のとおりです。

-p ソースファイルをスプールディレクトリに即座にコピーし、そのコピーを送信します。

-m コピーが終わると、メールをリクエスタに送信します。

ファイル(または、ディレクトリを指定した場合はサブツリー)は、 system 上の PUBDIR に送信されます。た
だし、 PUBDIR は UUCP パブリックディレクトリ (/var/spool/uucppublic) です。特にファイルは次の場
所に送られます。

PUBDIR/receive/user/mysystem/files

ファイルが着くと、受信側は電子メールによって通知されます。

uupick は、受信側に送信されたファイルを受け付けるかまたは拒否します。特に、 uupick は、ユーザー
に送られたファイルを、 PUBDIR からサーチします。見つかった各エントリー(ファイルまたはディレクトリ)

ごとに、以下のメッセージが標準出力に出力されます。

from system: [file file-name ] [dir dirname ] ?

uupick は、次に標準入力から1行を読み込み、以下のようにファイルの処置を決定します。

<改行> 次のエントリーに進みます。

d エントリーを削除します。

m [ dir ] エントリーを指定ディレクトリ dir に移動します(デフォルトはカレントディレクト
リです)。現在のワークディレクトリを dir にしたい場合は、 m にパラメータを指
定 しないことに注意してください。 m. などの構文は誤っており、データの損失
を生じます。
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a [ dir ] system から送られたファイルをすべて移動する点を除いて、 m と同じです。

p ファイルの内容をプリントします。

q 停止します。

EO T (control-D) q と同じです。

!command command を実行するためにシェルに抜けます。

* コマンド一覧表を表示します。

uupick を -ssystem オプションを付けて呼び出すと、 system から送信されたファイルを、 PUBDIR からの
み検索します。

警告
ドットから始まるファイル (.profile など) を送信するには、ファイル名は対応するドットを含んでいなけ
ればなりません。たとえば、 .profile 、 .prof* 、および .profil? は正しいですが、 *prof * およ
び ?profile は誤りです。

ファイル
PUBDIR /var/spool/uucppublic パブリックディレクトリ

参照
mail(1)、 uuclean(1M)、 uucp(1)、 uustat(1)、 uux(1)

Tim O’Reilly and Grace Todino,

Managing UUCP and Usenet, O’Reilly & Associates, Inc. USA.

Grace Todino and Dale Dougherty,

Using UUCP and Usenet, O’Reilly & Associates, Inc. USA.

標準準拠
uuto: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4

uupick: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4
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名称
uux − UNIXシステム間のコマンド実行

構文
uux [ options ] command-string

説明
uux は、ゼロ個以上のファイルを各種のシステムから収集し、指定システム上でコマンドを実行し、標準出力
を指定システム上のファイルに送ります。保護のため、多くのインスタレーションでは、 uux からの要求に
対する実行可能なコマンドのリストが制限されている点に注意してください。多くのサイトでは、 uux では
メールの受取り以上のことはほとんど行なうことができません( mail(1) 、 mailx(1) 、および elm(1)) を参
照)。

command-string は、単一または複数のシェルコマンド行に似た引き数からなります。ただし、コマンドおよ
びファイル名には system-name! のプリフィックスを付けることができます。ヌルの system-name は、ロー
カルシステムと解釈されます。

ファイル名は以下のいずれかです。

• 完全パス名

• ˜xxx が前に付いているパス名。ただし、 xxx は指定システム上のログイン名で、これはユーザー
のログインディレクトリに置き換えられます。無効なログインを指定すると、デフォルトはパブ
リックディレクトリ (/var/spool/uucppublic) になることに注意してください。

• ˜/destination が前に付いているパス名。ただし、 destination は /var/spool/uucppublic に
追加されます。

• カレントディレクトリが前に付く単純なファイル名。詳細については、 uucp(1) を参照してくださ
い。

たとえば、コマンド

uux "!diff usg!/usr/dan/file1 pwba!/a4/dan/file2 > !˜/dan/file.diff"

は、ファイル file1 および file2 をマシン usg および pwba から取得し、 diff (1) コマンドを実行して
結果をローカルディレクトリ /var/spool/uucppublic の file.diff に入れます。

< 、 > 、 ; 、または | などの特殊シェル文字はすべて、 command-string 全体を引用符で囲むか、あるい
は個々の引き数としての特殊文字を引用符で囲んでください。

uux は、実行システムにすべてのファイルを取りこもうと試みます。出力ファイルであるファイルでは、ファ
イル名は小かっこを使ってエスケープさせなければなりません。たとえば、コマンド

uux a!cut -f1 b!/usr/file \(c!/usr/file\)

は、 /usr/file をシステム b から読み取り、システム a に送り、そのファイルに対して cut コマンドを
実行して結果をシステム c に送信します。

570 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



uux(1) uux(1)

uux は、リモートシステム上の要求されたコマンドが却下されたかどうかを通知します。許可されたコマンド
のリストは /etc/uucp の Permissions ファイルでの中で指定されます。応答はリモートマシンからリ
モートメールによって伝えられます。

uux は以下の options を認識します。

- uux への標準入力は、 command-string への標準入力とされます。

-aname name をユーザーIDとして使用して、イニシエータユーザーID に置き換えます(通知
がユーザーに戻されます)。

-b 終了ステータスがゼロではない場合、 uux コマンドに提供された標準入力をすべて
戻します。

-c リモートマシン(デフォルト)への転送に際し、ローカルファイルをスプールディレク
トリにコピーしません。

-C ローカルファイルを転送する際に、強制的にスプールディレクトリにコピーします。

-ggrade grade は1文字の文字または数字です。 ASCII 文字が低いシーケンスであるほど、
ジョブは特定の会話時に早く送信されます。

-j jobid (ジョブ識別 ASCII 文字列)を標準出力に出力します。このジョブ識別を uus-

tat によって使用し、ステータスの取得またはジョブを終了することが可能です(

uustat(1) を参照)。

-n コマンドが異常終了してもユーザーに通知しません。

-r ファイル転送を起動せず、ジョブを待ち行列に入れるだけです。

-sfile file における転送のステータスをレポートします。

-xdebug_level 標準出力にデバッギング出力を生成します。 debug_level は0から9までの数です。数
が大きいほど、詳しい情報が戻されます。

-z 正常終了通知をユーザーに送信します。

警告
シェルパイプラインの最初のコマンドだけが system-name! を持つことができます。その他のコマンドはすべ
て最初のコマンドのシステム上で実行されます。

シェルメタキャラクタ * を使用しても、ワイルドカードとしては実行されません。シェルトークン << およ
び >> は、インプリメントされません。

リモートシステム上でのコマンドの実行は UUCP サブシステムに知られている実行ディレクトリで行われま
す。そのマシン上にすでに存在していない限り、実行に必要とされるすべてのファイルは、このディレクトリ
に置かれます。したがって、(パスまたはマシン参照のない) 単純なファイル名は、 uux 要求内で重複しない
ものでなければなりません。以下のコマンドは動作しません。
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uux "a!diff b!/usr/dan/xyz c!/usr/dan/xyz > !xyz.diff"

しかし、以下のコマンド

uux "a!diff a!/usr/dan/xyz c!/usr/dan/xyz > !xyz.diff"

は、( diff が許可されたコマンドならば)動作します。

要求したユーザーが所有する保護ファイルおよび保護ディレクトリにあるファイルは、 uux を使ったコマン
ドで送信できます。しかし、要求したユーザーが root であり、ディレクトリが other によって検索可能で
なければ、要求は異常終了します。

ファイル
/etc/uucp 設定ファイル
/var/uucp ログおよびエラーファイル
/var/spool/uucp スプールディレクトリ
/var/spool/locks ロックファイル
/var/spool/uucppublic パブリックディレクトリ

参照
mail(1)、 uuclean(1M)、 uucp(1)

Tim O’Reilly and Grace Todino,

Managing UUCP and Usenet, O’Reilly & Associates, Inc. USA.

Grace Todino and Dale Dougherty,

Using UUCP and Usenet, O’Reilly & Associates, Inc. USA.

標準準拠
uux: SVID2、SVID3、XPG2、XPG3、XPG4
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名称
vacation − "I am not here" というメッセージの返答

構文
vacation -i

vacation [ [-a alias ] ... ] login

説明
vacation プログラムは、メッセージの発信者に現在メールを読まない予定であることを知らせるメッセージ
を戻します。これは、$HOME の .forward ファイルで使います。例えば、.forward ファイルに次の行が
入っているとします。

\eric, "|/usr/bin/vacation -a allman eric"

これは (ログイン名を eric と仮定した) ユーザーにメッセージを送信し、eric または allman に対するす
べてのメッセージに対して返信します。eric の前にある \ は、eric のメールボックスに強制的に直接受け
渡しをし、.forward ファイルの無限ループを防止するために必要です。二重引用符は、引用符に囲まれた部
分を別々の受信者ではなくユニットとして扱うように sendmail(1M) に指示するために必要です。また
vacationプログラムについては絶対パス名を指定することも重要であり、 文字とパス名の先頭との間に空白
があってはなりません。

login または alias オプションを使って与えられた -a が、メールの To: または Cc: ヘッダーのいずれかの
部分文字列でなければ、メッセージは送信されません。???-REQUEST, Postmaster, UUCP, MAILER, または
MAILER-DAEMON からのメッセージに対しては返信されず、また Precedence: bulk または Prece-

dence: junk 行がメールヘッダーに含まれている場合は、通知は送信されません。 (それぞれの重複しない
ホストシステムで)それぞれの異なる発信者に、メッセージが１週間に１つだけ送られます。メッセージを送っ
てきたユーザー名が、ホームディレクトリのファイル .vacation.pag および .vacation.dir のデータ
ベースに記録されます。

vacation プログラムは、それぞれの発信者に送信されるメッセージが書き込まれた .vacation.msg とい
うファイルがホームディレクトリにあるものと想定します。これは、(ヘッダーを含む)完全なメッセージとな
るようにしてください。例えば、次のような内容にします。

From: eric@ucbmonet.Berkeley.EDU (Eric Allman)

Subject: I am on vacation

X-Delivered-By-The-Graces-Of: The vacation program

Precedence: bulk

I am on vacation until July 22. If you have something urgent,

please contact Joe Kalash <kalash@ucbingres.Berkeley.EDU>.

--eric

このファイルのヘッダー行は左揃えにする必要があり、また他の行(空白行を含む)が前にあってはなりません
(sendmail(1M) を参照)。.vacation.msg ファイルがない場合は、vacation は次のファイルを(あれば)使
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用します。

/usr/share/lib/vacation.def

どちらも存在しない場合は、エラーをログします。

vacation は標準入力の最初の行を (上記の .forward ファイルの例では着メッセージ )から読み出して
UNIX スタイルの From 行を探し、発信者を調べます。sendmail(1M) はこの From 行を自動的に含んでい
るため、From 行が存在しない場合はメール入力ではないことを示します。

オプション
vacation プログラムは以下のオプションをサポートします。

-i vacationデータベースファイルを初期化します。このオプションは、.forward

ファイルを修正する前に使用するようにしてください。

-a alias メールヘッダーの To: 行に正当に使用できるログイン名以外の名前を指定します。
-a オプションは数回指定できます。

多言語化対応
環境変数

LANG は、エラーメッセージの表示言語を決定します。

診断
エラーの際は、vacation は <sysexits.h> の値で終了し、sendmail は元のメッセージの発信者に対し
てエラーをレポートします。.vacation.msg の欠如、誤った引き数で vacation を呼び出すなどのエラー
は、vacation が実際に動作しているシステムで syslogd を使ってシステムにログされます (syslogd(1M)

を参照)。vacation がメーラエラーメッセージを生成した場合には、syslog ファイル(デフォルトでは
/var/adm/syslog/mail.log − カスタマイズについては /etc/syslog.conf および syslogd(1M) を参
照) を検査してください。

マシンが共用メール用に構成されている場合は、着信メールはメール クライアントノードではなくメール
サーバーで処理されることに注意してください。これは、syslog 診断がクライアントの syslog ではなく
メールサーバーの syslog に書き込まれることを意味します。

警告
.forward ファイルのエラーはメールの損失およびメールの無限ループを生じることがあります。

vacation を設定した後には、必ず自分宛のテストメールを送り、正当な動作をすることを確認してくださ
い。これは、長い期間不在にする前に電話の転送先を確認するのと同様で、確認することによってメッセージ
の損失を防止できます。

メール受信者は、受信するメールに対して、RFC-822に準拠した To: ヘッダーを期待していることがありま
す。このような受信者は、sendmail の構成ファイル sendmail.cf で、NoRecipientAction オプショ
ンを add_to に設定する必要があります。
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著者
vacation は、Eric Allmanとカリフォルニア大学バークレー校で開発されました。

ファイル
$HOME/.vacation.dir データベースファイル
$HOME/.vacation.msg 送信するメッセージ
$HOME/.vacation.pag データベースファイル
/usr/share/lib/vacation.def システム全体のデフォルトヘッダーおよびデフォルトメッセー

ジ
/etc/syslog.conf エラーメッセージを記録する場所を指示します。

参照
sendmail(1M), syslogd(1M), ndbm(3X).
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名称
val − SCCSファイルの妥当性チェック

構文
val -

val [-s] [-r SID] [-m name ] [-y type ] [-v] files

説明
val コマンドは、単一または複数の file を読み込み、読み込まれた各ファイルが、オプションの引き数リスト
によって指定される特性に適合する SCCS ファイルであるかどうかを判定します。コマンド行オプションは任
意の順序で指定できます。これについては、以下に説明します。

オプション
val コマンドは以下のオプションおよびコマンド行引き数を認識します。各オプションの効果は、指定した
file ごとに独立して適用されます。

-s 無表示のオプション。指定した file を処理する際エラーが発生したときに標準出力に
通常生成される診断メッセージを抑止します。

-r SID file にリビジョン SID があるかどうかをチェックします。ただし、SID (SCCS

IDentification 文字列)は SCCS デルタ番号です。file をチェックする前に SID を最
初にチェックして、これが明確で有効であることを確認します。例えば、*-r1 は、
物理的には存在しないが 1.1、1.2 などが存在することもあることを暗示するため、
あいまいです。有効なデルタ番号には現れない 0 のサフィックスがあるため *-r1.0

および *-r1.1.0 は無効です。

-m name name は file における SCCS %M% キーワードと比較されます。

-y type type は file における SCCS %Y% キーワードと比較されます。

-v 詳細表示オプション。指定された各 file を処理する際に検出された破損のために、標
準出力に詳細な診断メッセージをさらにプリントします。このメッセージはファイル
を修正する際、sccsfile(4) にある情報とともに使用します。

file 処理する単一または複数の SCCS ファイル。- が file 引き数として使用されると、
ファイルの終端状態になるまで、val は標準入力を読み込みます。読み込まれた各
行は、コマンド行引き数リストであるかのように独立して処理されます。

多言語化対応
環境変数

LC_CTYPE により、テキストをシングルバイト文字かあるいはマルチバイト文字であるか、もしくは両方であ
るかを解釈するかを決定します。

LC_MESSAGES により、メッセージの表示する言語を決定します。

現在使用している環境において、LC_CTYPE や LC_MESSAGES が指定されていない場合、または、空の文字
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列が設定されている場合、LANG の値がその変数のデフォルトとして用いられます。LANG が指定されていな
かったり、空の文字列である場合、デフォルトの "C" (lang(5)参照) が LANG の値として使用されます。

多言語対応変数のいずれかの設定が不適当な場合、val はすべての多言語対応変数が "C" に設定されている
ものとして動作します。environ(5) を参照してください。

サポートされる国際的コードセット
シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

戻り値
val によって返される８ビットコードは、各ビットが可能なエラーを表すものと考えられます。つまり、(左
から右へ)セットビットは以下のように解釈されるビット文字列であるということです。

Bit 解釈
0 file 引き数がありません。
1 オプションの引き数が不定であるか、重複しています。
2 SCCS ファイルが破損しています。
3 file をオープンできないか、 file が SCCS ファイルではありません。
4 SID が無効であるか、またはあいまいです。
5 SID が存在しません。
6 %Y% が -y type 引き数と一致しません。
7 %M% が -m name 引き数と一致しません。

val が一定のコマンド行で２個以上のファイルを処理でき、 (標準入力を読み込む際には) 今度は複数のコマ
ンド行を処理できることに注意してください。これらの場合、総計コードが返され、コードの論理和が処理さ
れたコマンド行およびファイルごとに生成されます。

診断
val は、処理されたコマンド行およびファイルごとに標準出力に診断メッセージを生成し、「戻り値」の説明
で前述しているように終了時に単一の８ビットコードも戻します。説明が必要な時には、sccshelp(1) コマンド
を使用してください。

参照
admin(1), delta(1), get(1), sccshelp(1), prs(1), sccsfile(4)

標準準拠
val: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
vc − 識別用キーワードの割り当てられた値への置換

構文
vc [-a] [-t] [-c char ] [-s] [ keyword=value ... keyword=value ]

説明
vc またはバージョン管理用コマンドは、標準入力に出現するコマンド行引き数および制御文の制御下で標準
入力から標準出力へ行をコピーします。コピー操作を行うプロセスで、ユーザー宣言の keywords が普通のテ
キストおよび制御文またはその一方に現れると、その文字列 value で置き換えることができます。標準入力か
ら標準出力へ行をコピーするに際して、制御文中に指定された、または vc コマンド引き数として指定された
キーワードの値のテストに基づき、条件があります。

制御文字で囲まれたキーワードがバージョン制御文に現れるたびに、値によりキーワードは置き換えられま
す。 -a オプション(以下を参照)により、テキストのすべての行でキーワードの置換が行われます。制御文字
の前に \ を付けると、制御文字と解釈されずに値に入ります。リテラルな \ を希望している場合も、 \ を
前に付けなければなりません。

vc コマンドは SCCS (ソースコード制御システム) コマンドグループの一部です。

オプション
vc は以下のオプションおよび引き数を認識します。

-a vc 文だけではなく すべてのテキスト行で、制御文字で囲まれたキーワードを代入値に置
き換えます。

-t 制御文を検出するために、行頭から最初の tab 文字を含めてこの文字までのすべての文字
を無視します。制御文が見つからない場合は、 tab までのすべての文字が廃棄されます。

-cchar : の代わりに使用する制御文字を指定します。

-s 通常診断出力にプリントされる無表示警告メッセージ(エラーではない)

制御文
制御文は制御文字で始まる1行で、デフォルトの制御文字は、コロン (:) です (-t および -c オプションを指
定しない場合 [上記説明を参照]) バックスラッシュ (\) とこれに続く制御文字で始まる入力行は制御行ではな
く、バックスラッシュを削除して標準出力にコピーされます。バックスラッシュとこれに続く非制御文字で始
まる行は、その行全体がコピーされます。

キーワードは9文字以下の英数文字で構成され、最初の文字は英字です。値は ed ( ed(1) を参照)を使って作成
できる任意の ASCII 文字列です。数値は符号なしの数字の文字列です。キーワードの値にスペースやタブを入
れてはいけません。

バージョン制御文の形式は以下のとおりです。
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:dcl keyword[, ..., keyword]

キーワードの宣言に使用します。キーワードはすべて宣言しなければなりません。

:asg keyword=value

値をキーワードに代入するために使用します。 asg 文は、 vc コマンド行上で対応
するキーワードの代入、およびそのキーワードに対するすべての前の asg を置き換
えます。宣言されているが値が代入されていないキーワードにはnull値が入ります。

:if condition ...

:end 標準入力の行をスキップするために使用します。条件が真ならば、 if 文と対応する
end 文の間の行はすべて標準出力にコピーされます。条件が偽ならば、制御文をすべ
て含めて間にある行はすべて廃棄されます。間にある if 文とこれに対応する end 文
は単に適切な if-end 対応を維持するためにのみ認識されることに注意してください。

条件の構文は以下のとおりです。

<cond> ::= [ "not" ] <or>

<or> ::= <and> | <and> "|" <or>

<and> ::= <exp> | <exp> "&" <and>

<exp> ::= "(" <or> ")" | <value> <op> <value>

<op> ::= "=" | "!=" | "<" | ">"

<value> ::= <arbitrary ASCII string> | <numeric string>

使用可能な演算子およびその意味は以下のとおりです。

= 等しい
!= 等しくない
& 論理積
| 論理和
> より大きい
< より小さい
( ) 論理的なグループ化に使用
not if の直後にのみ置くことができ、これが存在するときは、条件全体の値を

逆にします。

> および < は符号なしの整数値でのみ動作します( : 012 > 12 は偽など)。その
他の演算子はすべて文字列を引き数として考えます(例えば、 : 012 != 12 は真で
す)。演算子の優先順位(最上位から最低位)は以下のとおりです。

= != >  < すべて同じ優先順位です。その次に優先順位が高いのが
& 、その次が
| になります。
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丸かっこは、優先順位の順序を変更するのに使用することができます。値は、少なく
とも1つのスペースまたはタブによって演算子または丸かっこと離さなければなりま
せん。

::text 標準出力にコピーされる行上でのキーワードの置換に使用します。行が出力ファイル
にコピーされる前に、 2個の先行する制御文字は削除され、テキストにおける制御文
字で囲まれたキーワードは、その値で置き換えられます。このアクションは -a オプ
ションから独立しています。

:on

:off すべての行上でのキーワードの置換をオンまたはオフにします。

:ctlchar 制御文字をcharに変更します。

:msgmessage 与えられたメッセージを診断出力にプリントします。

:errmessage 与えられたメッセージの後に次の文を付けて診断出力にプリントします。

ERROR: err statement on line ... (915)

vc は、実行を停止し、1の終了コードを戻します。

多言語化対応
環境変数

LC_CTYPE により、キーワード、値、および ctl によって割り当てられテキストの中にある制御文字をシン
グルバイトおよびマルチバイト、またはそのいずれかの文字として解釈することを決定します。

LANG により、メッセージの表示に使用する言語を決定します。

現在使用している環境において、 LC_CTYPE が指定されていない場合や、空の文字列に設定されている場合
には、 LANG の値がその変数のデフォルトとして使用されます。 LANG が指定されていなかったり、空の文
字列に設定されている場合には、デフォルトの "C"( lang(5) を参照)が LANG の値として使用されます。多言
語対応変数のいずれかの設定が不適当な場合には、 vc はすべての多言語対応変数が"C"に設定されているも
のとして動作します。 environ(5) を参照してください。

戻り値
vc は正常終了時には0を、エラーが発生する場合は1を戻します。

診断
説明には sccshelp(1) を使用してください。

参照
ed(1), sccshelp(1)
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名称
vi, view, vedit − スクリーン指向の (ビジュアル) テキストエディター

構文
vi [-] [-l] [-r] [-R] [-t tag] [-v] [-V] [-wsize] [-x] [-C] [+command] [file ...]

XPG4 構文
vi [-rR] [-c command] [-t tag] [-w size] [file ...]

旧式のオプション
vi [-rR] [+command] [-t tag] [-w size] [file ...]

view [-] [-l] [-r] [-R] [-t tag] [-v] [-V] [-wsize] [-x] [-C] [+command] [file ...]

vedit [-] [-r] [-R] [-l] [-t tag] [-v] [-V] [-wsize] [-x] [-C] [+command] [file ...]

特記事項
プログラム名の ex, edit, vi, view, および vedit は、同じプログラムに対する異なるパーソナリティで
す。ここでは、vi/view/vedit パーソナリティの動作について説明します。

説明
vi (ビジュアルエディター) プログラムは、基礎となる ex 行エディター ex(1) 参照) に基づくディスプレイ
指向のテキストエディターです。両エディターを切り換えたり、vi の中から ex のコマンドを実行したりす
ることが可能です。行エディターのコマンドおよびオプションについては、ex(1) で説明します。ここでは、
ビジュアルモードコマンドだけを説明します。

view プログラムは、readonly エディターオプションが設定される点を除き vi と同じです (ex(1) 参照)。

vedit プログラムは、初心者や不慣れなユーザー使いやすいようになっています。 report エディターオプ
ションが 1 に設定され、 nomagic, novice, および showmode エディターオプションも設定されていま
す。

vi では、ターミナルスクリーンが、編集中のファイルのメモリー上のコピーに対するウィンドウとなりま
す。ファイルのコピーに加えた変更は、スクリーンディスプレイに反映して表示されます。スクリーン上の
カーソルの位置は、ファイルコピー内の位置を示します。

環境変数 TERM によって、 terminfo データベースで定義したターミナルタイプを指定しなければなりませ
ん (terminfo(4) 参照)。指定しなければ、メッセージが表示され、行エディターが呼び出されます。

ex と同様に、エディターの初期化スクリプトは環境変数 EXINIT あるいは現在のディレクトリまたはホーム
ディレクトリにある .exrc ファイルに置くことができます。

オプション
vi は、次のコマンド行オプションを認識します。

- 対話形式のユーザーへのフィードバックをすべて抑制します。これは、エディターコ
マンドをスクリプトから取り出すときに便利です。
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-l lisp エディターオプションを設定します (ex(1) 参照)。 lisp コード用の字下げを
行います。 vi の (, ), {, }, [[, および ]] の各コマンドは、 lisp ソースコード
で機能するよう修正されます。

-r エディターまたはシステムがクラッシュした後に、指定の file を回復します。 file を
省略した場合は、セーブされている全ファイルのリストがプリントされます。セーブ
されたファイルを回復するには、そのファイルの所有者でなければなりません (その
他のユーザーが所有しているファイルをスーパーユーザーが回復することはできませ
ん)。

-R ファイルが誤ってオーバーライトされないように readonly エディターオプション
を設定します (ex(1) 参照)。

-t tag tag tag コマンドを実行して、定義済みのファイルをロードし位置づけます。 ex(1)

の tag コマンドと tags エディターオプションを参照してください。

-v ビジュアルモード (vi) を起動します。 ex では有効ですが、 vi では無意味です。

-V 冗長モードを設定します。エディターのコマンドが、 .exrc ファイルまたはソース
ファイルから入力されると、実行時に表示されます (ex(1) の source コマンド参
照)。

-wsize window エディターオプションの値を size に設定します。 size を省略すると、デ
フォルトとして 3 を使用します。

-x 暗号化モードを設定します。暗号化したファイルの作成または編集に使用するキーを
入力するよう要求されます。このコマンドは、読み込んだテキストが暗号化されてい
るかどうかを判断します。テンポラリバッファー ファイルも -x オプションで入力
されたキーの変形バージョンを使用して暗号化されます (ex(1) の crypt コマンド参
照)。

-C 暗号化のオプション。 -x オプションと同様の働きをしますが、読み込んだすべての
テキストが暗号化されているとみなします。

-c command (XPG4 のみ)。指定した ex のコマンドモードのコマンドを実行して、編集を開始し
ます。通常の ex コマンド行のエントリーの指定と同じように、 command オプショ
ン引き数は縦線 (|) で区切られた複数の ex コマンドから構成されます。この方法で
入力モードに指定するコマンドを使用しても、どのような結果になるか確定できませ
ん。

+command (旧形式) -c オプションを参照。

(XPG4 のみ)。 -t tag と -c command (または旧式の +command) オプションを両方とも指定すると、 −t

tag を最初に処理します。つまり、タグを含むファイルが −t で選択され、次にコマンドが実行されます。
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引き数
vi は次のコマンド行引き数を認識します。

file 編集するファイルを１つまたは複数指定します。複数の file を指定した場合、指定し
た順に処理されます。 -r オプションも指定すると、ファイルは回復領域から読み取
ります。

操作
vi を起動すると、コマンドモードに入ります。入力モードに入るには、テキストの挿入または変更に使用す
るコマンドを入力します。

入力モードを終了するには、 ESC (エスケープ ) を使用します。ただし、エディターオプション dou-

bleescape を設定した場合は、 ESC 文字を２回連続して入力する必要があります (ex(1) 参照)。

コマンドモードでは、 ESC を使用して、完結していないコマンドを取り消すことができます。入力モード以
外で、途中まで入力したコマンドがない場合に ESC を使用すると、ターミナルのベルが鳴ります。

警告: ESC は "bottom line" コマンド (１番下の行に入力がエコー表示される) が入力されていればそれを実
行します (下記を参照)。

画面の最後の行 (１番下の行) には、検索コマンド (/ および ?)、 ex コマンド (:)、およびシステムコマンド
(!) に対する入力内容がエコー表示されます。この部分は、エラーの報告やその他メッセージの出力にも使用
されます。

テキストの入力中、またはステータス行でのコマンドの入力中に SIGINT シグナルを受け取ると、入力が終
了して (またはコマンドが取り消されて)、エディターはコマンドモードに戻ります。また、コマンドモードで
SIGINT を受け取るとベルが鳴ります。ベルは一般にエラー (認識できないキー操作など) の通知に使用され
ます。

˜ だけの行は、その直前の行がファイルの最終行であることを示します (˜ の行はファイルの終わりを過ぎて
いることを示します)。ローカルインテリジェンス機能が限定されているターミナルでは、スクリーン上に @

でマークされた行が表示される場合があります。これは、スクリーン上のスペースがファイルの行に対応して
いないことを示します (ˆR と入力して、これらの空白を取り除いて再表示させれば、この行を削除すること
ができます)。

システムがクラッシュした場合、または vi が内部エラーや予想外のシグナルによって異常終了した場合、
vi は、まだ書き込まれていない変更があればバッファーを保存しようとします。保存された変更を読み出す
には、 -r コマンド行オプションを使用します。

vi テキストエディターは、 SIGWINCH シグナルをサポートしており、ウィンドウの大きさの変更時にはス
クリーンを再表示します。

コマンドのまとめ
ほとんどのコマンドでは、その前に引き数として数字を指定することができます。この引き数は、サイズや位
置の指定 (表示コマンドや移動コマンドの場合)、あるいは反復回数の指定 (テキスト変更コマンドの場合) に
使用します。ここでは、簡単のため、このオプションの引き数の効果を説明するときには、 count という表記
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でこの引き数を示すことにします。

c, d, y, <, >, !, および = の各操作記号の後には、移動コマンドを指定してコマンドの適用範囲を指示するこ
とができます。すなわち、適用範囲となるのは、現在のカーソル位置から、移動コマンドで指示したカーソル
の位置の直前までの領域です。コマンドが行単位で作用する場合には、この領域の中に一部または全部が含ま
れる行がすべて対象となります。これ以外の場合は、指定した範囲だけが操作の対象になります。

以下の説明では制御文字を ˆX という形式で表記します (これは Ctrl-X です)。また、空白とは、スペース,

タブ, および代替スペースの各文字のことであるとします。代替スペースとは、 LANG 環境変数で指定された
言語について langinfo(5) で記述した ALT_PUNCT 項目の最初の文字のことです (environ(5) 参照)。

特に説明がない限り、コマンドはコマンドモードで使用するものとします。すなわち、入力モードでは効果は
ありません。

ˆB 逆方向にスクロールして、前のテキストウィンドウを表示します。この前にある count

はスクロールするウィンドウの数を指定します。 2行がオーバーラップします (可能な場
合)。

ˆD テキストウィンドウを半画面分、順方向にスクロールします。この前にある count はス
クロールする行数 (論理行) を指定します。この行数は、後続の ˆD または ˆU コマンド
でも使用されます。

ˆD (入力モード) autoindent または ˆT で指定した字下げが shiftwidth スペース分だ
け戻されます。 ˆT によって行の先頭以外の位置に挿入した空白を ˆD で戻すことはで
きません。前に ˆ を入れると、現在の入力モードでの現在および後続の入力行の字下げ
はすべて削除されます。ただし、空白を直接入力したり ˆT を使うことにより行頭に空
白を挿入した場合には新たに字下げが行われます。

ˆE 順方向に１行分スクロールします。カーソルの位置はそのまま変わりません (可能な場
合)。

ˆF 順方向にスクロールして、次のテキストウィンドウを表示します。この前にある count

はスクロールするウィンドウの数を指定します。 2行がオーバーラップします (可能な場
合)。

(XPG4 のみ)。現在の行が表示され、カーソルは、現在の行の空白以外の最初の文字か、
行が空白行のときは最初の文字に移動します。

ˆG 現在のファイル名、その他の情報 (行数や現在の位置) をプリントします (ex コマンド
の f と同じです)。

ˆH 左へ１文字分移動します (左端で止ります)。この前にある count は前に戻る文字数を指
定します (h と同じです)。この場合、文字は表示されたままです。

ˆH (入力モード) 前の入力文字までカーソルを左に移動します。この文字はスクリーンから
消去しません。この文字は、セーブしたテキストからは削除されます。
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ˆJ 可能であれば、カーソルを１行下の同じカラムに移動します。この前にある count は下
に移動する行数を指定します。 (ˆN および j と同じです)。

ˆL スクリーンをクリアして再表示します。なんらかの理由でスクリーンの表示が乱れた場
合に使用します。

ˆM 次の行で空白以外の最初の文字に移動します。この前にある count は先に進む行数を指
定します。

ˆN ˆJ および j と同じです。

ˆP カーソルが１行上の同じカラムに移動します。この前にある count は上に移動する行数
を指定します (k と同じです)。

ˆR @ でマークされた正しくない行 (ファイルの実際の行と対応していない行) を削除して、
現在のスクリーンを再表示します。

ˆT ˆT タグスタックをポップします。 ex(1) の pop コマンドを参照してください。

ˆT (入力モード) shiftwidth の空白が挿入されます。行の先頭で使用した場合のみ、挿入
した空白を ˆD で取り消すことができます。

ˆU テキストウィンドウを半画面分、逆方向にスクロールします。この前にある count はス
クロールする行数 (論理行) を指定します。この行数は、後続の ˆD または ˆU コマンド
でも使用されます。

ˆV 入力モードで ˆV を使用すると、次の文字が引用され、特殊文字 (ESC を含む) をファ
イルに挿入できるようになります。

ˆW 入力モードで ˆW を使用すると、１語分戻ります。削除した文字はディスプレイにその
まま表示されています。

ˆY 逆方向に１行分スクロールします。カーソルの位置はそのまま変わりません (可能な場
合)。

ˆ[ 途中まで入力したコマンドを取り消します。途中まで入力されたコマンドがない場合、
ˆ[ はベルを鳴らします。

入力モードで ˆ[ を使用すると、入力モードが終了します。ただし、エディターオプ
ション doubleescape を設定してある場合は、終了するためには ESC 文字を２回連
続して入力する必要があります (ex(1) 参照)。

スクリーンの最後の行にコマンド (ex のコマンド行、または \ や ? による検索パ
ターン) を入力している際に ˆ[ を使用すると、入力が終了してコマンドが実行されま
す。

通常のターミナルでは、 ˆ[ は ESC または ESCAPE キーにより入力することができま
す。
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ˆ\ vi を抜け出て、 ex コマンドモードに入ります。入力モードにある場合は、まず入力を
終了します。

ˆ] カーソルの後ろにある語をタグとみなして、エディターコマンド tag を実行します
(ex(1) 参照)。

ˆˆ 前のファイルに戻ります (:ex# と同じです)。

スペース 右へ１文字分移動します (行末で止ります)。この前にある count は先に移動する文字数
を指定します (l と同じです)。

erase 消去します。 erase はユーザー指定する消去文字です (stty(1) 参照)。 ˆH と同じです。

kill 取り消します。 kill はユーザー指定する取り消し文字です (stty(1) 参照)。入力モードの
場合は、現在の入力行の先頭に戻ります (入力行はスクリーンディスプレイから消去され
ません)。

susp エディターのセッションを一時停止して、呼び出しシェルに戻ります。 susp はユーザー
指定するプロセス制御用の一時停止文字です (stty(1) 参照)。エディターコマンド sus-

pend の詳細については、 ex(1) を参照してください。

! バッファー内の指定した行を標準入力として指定されたシステムコマンドに渡して、こ
れらの行をコマンドからの標準出力に置き換える操作です。 ! の後には、移動コマン
ドを続けて、受け渡す行 (現在の位置から移動の終わりまでの行) を指定し、さらにコマ
ンドを続けます (通常どおりリターンで終了します)。この前にある count は ! の後ろ
の移動コマンドに渡されます。

count の後に ! を２つ続けると、現在の行から count で指定した行数分が渡されま
す。

" 名前付きバッファーの指定の前に使用します。名前付きバッファーは 1 から 9 まであ
り、エディターは削除されたテキストをその中に入れます。 a から z までの名前付き
バッファは、削除したテキストまたは記憶したテキストをセーブしておくためにユー
ザー使用できるバッファーです。下記の y を参照してください。

$ 現在の行の最後に移動します。この前にある count は移動する行数を指定します (たと
えば、 2$ は次の行の行末にカーソルを移動します)。

% 現在のカーソル位置にある小かっこまたは中かっこに対応する小かっこまたは中かっこ
に移動します。

& ex コマンドの & と同じです (すなわち、 & は前の substitute コマンドを繰り返し
ます)。

’ この後に再度 ’ を続けると、 vi は前のコンテキストに戻ってカーソルを行の先頭に置
きます (絶対形式の移動を行うと、必ず前のコンテキストが設定されます)。また、 ’ の
後に a-z, の英字を続けると、その英字でマークされた行で空白以外の最初の文字に戻り

586 Hewlett-Packard Company − 6 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



vi(1) vi(1)

ます (m コマンド参照)。

d などの操作記号と併用して、テキストの範囲を指定すると、その範囲内の行全体を対
象として操作が行われます (‘ も参照)。

‘ この後に再度 ‘ を続けると、 vi は前のコンテキストに戻ってマークのある文字の位置
にカーソルを置きます (絶対形式で移動を行うと、必ず前のコンテキストが設定されま
す)。また、 ‘ の後に a-z の英字を続けると、その英字でマークされた行の該当する文
字に戻ります (m コマンド参照)。

d などの操作記号と併用して、テキストの範囲を指定すると、該当する行の中の厳密に
マークがある位置から現在の位置までを対象として操作が行われます (’ も参照)。

[[ 前のセクションの境界に戻ります。セクションはオプション sections の値で定義され
ます。改ページ (ˆL) または { で始まる行でも [[ は停止します。

lisp オプションを設定してある場合、カーソルは行の先頭の ( の位置で停止します。

]] 次のセクションの境界に移動します ([[ 参照)。

ˆ 現在の行で空白以外の最初の位置に移動します。

( 文の先頭に戻ります。文とは、 ., !, または ? の後に行末か２つ分のスペースが続く形
で終わるものです。 ., !, または ? とスペースまたは行末の間に、閉じかっこの ), ],

", および ’ の各文字が入っていても、やはり文として認識されます。 count を指定す
ると、カーソルは指定した数の文だけ前に戻ります。

lisp オプションを設定してある場合、カーソルは lisp の指示語 s-expression の先頭
に移動します。文は、パラグラフやセクションの境界から始まることもあります ({ お
よび [[ 参照)。

) 次の文の先頭に移動します。 count を指定すると、カーソルは、指定した数の文だけ先
に移動します (( 参照)。

{ 前のパラグラフの先頭に戻ります。パラグラフは paragraphs オプションの値で定義
されます。空白行とセクション境界 (上記 [[ 参照) もパラグラフの先頭とみなされま
す。 count を指定すると、カーソルは指定した数のパラグラフだけ戻ります。

} 次のパラグラフの先頭に移動します。 count を指定すると、カーソルは指定した数のパ
ラグラフだけ先に移動します ({ 参照)。

| この前に、 count を指定する必要があります。カーソルは現在の行の指定されたカラム (

ある場合) に移動します。

+ 次の行の空白以外の最初の文字に移動します。 count を指定すると、カーソルは指定し
た数の行だけ先に移動します (ˆM と同じ)。
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, カンマ (,) は、最後に実行した f, F, t, または T コマンドの逆向きの操作、すなわち現
在の行を逆方向に検索を行います。 count を指定すると、カーソルは指定した回数だけ
検索を繰り返します。

- ハイフン文字 (-) は、前の行の空白以外の最初の文字にカーソルを戻します。 count を
指定すると、カーソルは指定した数の行だけ戻ります。

_ アンダースコア文字 (_) は、現在の行の空白以外の最初の文字にカーソルを移動しま
す。 count を指定すると、カーソルは、現在の行を１行目として、指定した行数だけ先
に移動します。また、 count を省略した場合、あるいは count として１を指定した場合
は、現在の行とみなされます。

. バッファーを変更した最後のコマンドを繰り返します。 count を指定すると、コマンド
は指定した回数だけ繰り返されます。

/ 画面の最後の行から文字列を読み取り、これを正規表現とみなして、順方向に走査する
ことにより一致する文字列を検索します。検索は、キャリッジリターンを入力してパ
ターンを終了する同時に開始されます。また、検索処理は、 SIGINT (またはユーザー
定の割り込み文字) を送ることによって終了させることができます。

テキストの範囲を指定して使用する操作記号とともに / を使用すると、現在のカーソル
の位置から一致した文字列までがその操作の適用範囲となります。また、一致した行か
らのオフセットを指定する (すなわち、 / で正規表現を閉じた後に +n または -nを続け
る) ことにより、該当する行全体を対象とすることもできます。

0 現在の行の先頭文字に移動します (ゼロ以外の数字が前にある場合、 0 はコマンドとは
みなされません)。

: コロン文字 (:) は、 ex コマンドを開始します。 : と、入力したコマンドは、一番下の
行に表示されます。 ex コマンドは、ユーザーがキャリッジリターンを押すと実行され
ます。

; f, F, t, または T で行った１文字の検索を繰り返します。 count を指定すると、検索処
理が指定の回数だけ繰り返されます。

< 1 shiftwidth だけ左に行をシフトする操作記号です。 < の後に移動コマンドを続け
て、行の範囲を指定できます。この前にある count は移動コマンドに渡されます。

2回繰り返す (<<) と、現在の行 (または現在の行から count で指定した行数分) がシフト
されます。

> 1 shiftwidth だけ右に行をシフトする操作記号です
(< 参照)。

= lisp オプションが設定してある場合、 = は、 lisp および autoindent を設定し
た場合と同じように、指定の行だけ字下げを行います。 = の前に count を指定して対象
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とする行数を示すこともできます。また、同じ目的で = の後に移動コマンドを続けるこ
ともできます。

? 逆方向に走査します。 / の逆です (/ 参照)。

@buffer 名前付きバッファー (buffer) に保存されているコマンドを実行します。 <return> がコ
マンドストリームの一部でない限り、バッファーの内容の終わりに <return> 文字を入れ
ないように注意してください。 ex モードで実行するコマンドの前にはコロン (:) を付け
てください。

˜ ティルド (˜) は、カーソルが指す英字の大文字/小文字を変換して、カーソルを右に１文
字移動します (行末で止ります)。この前にある count は、現在の行から何文字だけ大文
字/小文字を変換するかを指定します。

A 行末に付加します ($a と同じ)。

B カーソルを１語 (語はブランク以外の文字の並び) 戻して、その先頭に置きます。 count

を指定すると、カーソルは指定した数の語だけ前に戻ります。

C 現在の行のテキストを行末まで変更します (c$ と同じ)。

D 現在の行のテキストを行末まで削除します (d$ と同じ)。

E 語の終わりまで順方向に移動します。語はブランク以外の文字の並びです。 count を指
定すると、カーソルは指定した数の語だけ先に進みます。

F この後に、１文字を続ける必要があります。現在の行を逆方向に走査して、指定された
文字を検索します。文字が見つかると、カーソルがその位置に移動します。 count を指
定すると、検索は指定した回数だけ繰り返されます。

G この前に引き数として指定した行番号に移動します。 count を省略すると、ファイルの
終わりに移動します。

H カーソルを画面の１行目に移動します。 count を指定すると、カーソルは画面の先頭か
ら count 行目に移動します。カーソルは該当する行の空白以外の最初の文字に置かれま
す。操作記号の後に指定すると、行全体に作用します。

I 行の先頭に挿入します (ˆ と i を続けてタイプした場合と同じ)。

J 現在の行と次の行を結合します。行の間には適当な数の空白が入れられます。すなわ
ち、語と語の間にはスペースが１つ、ピリオドの後にはスペースが２つ挿入されます。
また、次の行の最初の文字が閉じ小かっこ ()) の場合には、スペースを入れません。こ
の前に count を指定すると、２行ではなく、指定した数の行が結合されます。

L カーソルを画面の最後の行の空白以外の最初の文字に移動します。 count を指定する
と、カーソルは画面の最後の行から count 行目に移動します。操作記号と併用すると、
行全体に作用します。
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M 画面の中央行の空白以外の最初の文字にカーソルを移動します。

N / または ? で指定された最後のパターンをそのコマンドの向きと逆方向に検索しま
す。 n の逆向きの操作です。

O 現在の行の上に新しい行をオープンして、入力モードに入ります。

P 最後に削除されたテキストまたは記憶されたテキストをカーソルの前または上に戻しま
す。行全体が削除または記憶されている場合は、現在の行の上にそのテキスト行が戻さ
れます。それ以外の場合は、カーソルの直前にテキストが挿入されます。

(XPG4 のみ)。この場合は、カーソルは挿入された文字の最後のカラムに移動します。

P の前に名前付きバッファー指定 (x) を入れると、そのバッファーの内容を抽出しま
す。

Q vi を終了して、 ex コマンドモードに入ります。

R 画面上の文字を入力した文字に置き換えます。置き換え文字の入力は、 ESC で終了しま
す。

S 行全体を置き換えます (cc と同じ)。この前にある count は、変更する行数を指定しま
す。

T この後に、１文字を続ける必要があります。現在の行を逆方向に走査して、指定された
文字を検索します。文字が見つかると、その文字の直後にカーソルを置きます。 count

は、検索を繰り返す回数を指定します。

U 現在の行を、カーソルがこの行に移動してくる前の状態に戻します。

(XPG4 のみ)。カーソルの位置は、カラム１あるいは autoindent が設定されていると
きはその前の行で示す位置に設定されます。

W 現在の行で順方向に語の先頭まで移動します。語はブランク以外の文字の並びです。現
在の位置が語の先頭の場合、現在の位置が(大きい区切りの)語の中にある場合、またはそ
の位置の文字が(大きい区切りの)語の一部分でない場合は、現在の位置が次の(大きい区
切りの)語の先頭文字に移動します。次の(大きい区切りの)語が現在の行に存在しない場
合は、現在の位置は次の(大きい区切りの)語を含む行の最初の(大きい区切りの)語の先頭
文字に移動します。このコマンドの場合、空行または空白行があることで、正確な１つ
の (大きい区切りの) 語があるとみなされます。現在の行は選択された (大きい区切りの)

語を含む行に設定され、現在の位置は選択された (大きい区切りの) 語の先頭文字に設定
されます。このコマンドの前に count で指定された語数分だけ先に移動します。

X カーソルの前の文字を削除します。この前にある count は繰り返しの回数を指定しま
す。ただし、現在の行にある文字だけが削除されます。
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Y 現在の行のコピーを名前なしのバッファーに入れ (記憶し) ます (yy と同じ)。 count を
指定すると、その行数分がバッファーにコピーされます。 Y の前にバッファー名を指定
すると、行はその名前付きバッファーにコピーされます。

ZZ エディターを終了します。その際、最後の書き込み以降にバッファーが変更されていれ
ば、バッファーの書き込みを実行します。 (ex コマンドの x と同じ)。最後の書き込み
を別のファイルに書き込んだ後、バッファーを変更していない場合には、エディターは
バッファーを書き込まずに終了するので注意してください。

a 入力モードに入って、カーソルの現在位置の後に入力テキストを追加します。この前に
count を指定すると、指定の回数だけテキストの挿入が繰り返されます (ただし、挿入テ
キスト全体が１行内にある場合だけに限られます)。

b 現在の行で、前の語の先頭に戻ります。語は、英数字の並びまたは特殊文字の並びで
す。この前にある count は繰り返しの回数を指定します。

c この後に、移動コマンドを続ける必要があります。指定されたテキスト領域を削除し
て、入力モードに入り、削除したテキストを新しいテキストに置き換えます。変更の影
響が１行以上に及ぶ場合、削除したテキストは数値名のバッファーにセーブされます。
一方、変更の影響が現在の行だけで収まる場合は、変更される最後の文字に $ マークが
付けられます。この前に count を指定すると、その値が移動コマンドに渡されます。 cc

というコマンドを指定すると、現在の行全体が変更されます。

d この後に、移動コマンドを続ける必要があります。指定されたテキスト領域を削除しま
す。削除の影響が１行以上に及ぶ場合、テキストは数値名のバッファーにセーブされま
す。この前に count を指定すると、その値が移動コマンドに渡されます。 dd というコ
マンドを指定すると、現在の行全体が削除されます。

e 次の語の終わりまで順方向に移動します。語の定義は b コマンドに示したとおりです。
この前にある count は繰り返しの回数を指定します。

f この後に、１文字を続ける必要があります。現在の行の残りを走査して指定された文字
を検索します。文字が見つかると、カーソルがその位置に移動します。この前にある
count は、検索を繰り返す回数を指定します。

h カーソルを１文字、左に移動します (ˆH と同じ)。この前にある count は繰り返す回数
を指定します。

i 入力モードに入って、入力されたテキストをカーソルの前に挿入します (a 参照)。

j カーソルを１行下の同じカラムに移動します (ˆJ および ˆN と同じ)。

k カーソルを１行上の同じカラムに移動します (ˆP と同じ)。

l カーソルを１文字、右に移動します (<space> と同じ)。
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mx カーソルの現在位置をマークします。 x は小文字の英字 (a−z) で、 ‘ および ’ コマン
ドと共に使用して、マークの付いた行や行の位置を指します。

n 直前の / または ? 走査コマンドを繰り返します。

o 現在の行の下に行をオープンして、入力モードに入ります。行をオープンする位置が異
なるほかは O と同じです。

p カーソルの次または下にテキストを入れます。テキストを置く位置のほかは P と同じで
す。

r この後に、１文字を続ける必要があります。カーソルが指す文字が指定の文字に置き換
えられます (新しい文字は改行でもかまいません)。 r の前に count を指定すると、そ
の数の文字が指定の文字に置き換えられます。

s カーソルが指す文字を削除して、入力モードに入ります。入力したテキストが削除され
た文字に置き換わります。 count は、変更する現在行の文字数を指定します。 c の場合
と同様に、変更される最後の文字が $ でマークされます。

t この後に、１文字を続ける必要があります。現在行の残りを走査して指定された文字を
検索します。文字が見つかると、カーソルはその文字の直前のカラムに移動します。こ
の前にある count は、検索を繰り返す回数を指定します。

u 現在のバッファーに最後に加えた変更内容を取り消します。 u コマンドを繰り返すと、
２つの状態が交互に切り換わります。つまり、前の u コマンドの作用を取り消すことに
なります。複数の行にまたがるテキストを挿入した後に u コマンド使用すると、その行
は数値名付きバッファーにセーブされます。

w 次の語の先頭まで順方向に移動します (語の定義は、 b コマンドで示したとおりです)。
この前にある count はカーソルが移動する語数を指定します。

x カーソルが指す１文字を削除します。 x の前に count を指定すると、指定した文字数だ
けカーソル位置から順方向に削除されます (ただし、現在の行だけに限られます)。

y この後に、移動コマンドを続ける必要があります。指定したテキストが名前なしの一時
バッファーにコピー (記憶) されます。 y の前に名前付きバッファーの指定 "x を行う
と、テキストはそのバッファーにも入れられます。 yy というコマンドを指定すると、
現在の行全体が記憶されます。

z 以下のオプションで指定された位置に現在の行を表示する形で、画面を再表示します。
z<return> は画面の先頭、 z. は画面の中央、 z- は画面の最下行をそれぞれ指定し
ます。コマンド zˆ および z+ は、それぞれ ˆB および ˆF に類似しています。ただ
し、 zˆ と z+ は２行をオーバーラップさせることはありません。 z と後続のコマン
ド文字との間に、 count を指定することにより、再表示画面に表示する行数を指定する
ことができます。また、 z の前に count を指定すると、デフォルトの現在行の代わりに
基準行として使用される行の番号となります。
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キーボード上の編集キー
エディターは、初期設定の際に、ターミナル上のキーボードの一部の編集キーを対応するビジュアルモードコ
マンドに自動的にマッピングします。このマッピングは、 terminfo(4) データベースの中で現在のターミナル
(TERM 環境変数で指定されたターミナル) で有効と定義されているキーのうち、下の表で示されているキーに
限って実行されます。

マッピングは、コマンドモードと入力モードの両方について設定されます (ex(1) の map コマンド参照)。単に
入力モードのオンとオフを切り換えるだけの insertchar キーを除き、入力モード マッピングの操作を実行
すると、いったん入力モードを終了して、同じ機能をコマンドモードマッピングの操作で実行した後、再び入
力モードに戻ります。

一部のターミナルでは、ビジュアルモード コマンドとしてキーボード編集キーから入力する文字シーケンス
と、ユーザーが (一連の) コマンドを実行するために入力した文字シーケンスが一致してしまう可能性がありま
す。この問題は、入力モード用のマッピングでよく起こります。そのため、これらのターミナルでは、入力
モード マッピングはデフォルトで使用不能になっています。しかし、ユーザー必要に応じてエディターオプ
ション keyboardedit と keyboardedit! を設定することにより、コマンドモードと入力モード両方の
キーボード編集キーマッピングの使用可能 /不能を切り換えることができます (ex(1) 参照)。この問題は、
timeout, timeoutlen および doubleescape の各エディターオプションによっても解決できます。

terminfo コマンド 入力
エントリー モードのマップ モードのマップ マップ名 説明

key_ic i ˆ[ inschar 文字挿入
key_eic i ˆ[ inschar 文字挿入の終了
key_up k ˆ[ka up 上矢印
key_down j ˆ[ja down 下矢印
key_left h ˆ[ha left 左矢印
key_right l ˆ[la right 右矢印
key_home H ˆ[Ha home ホーム
key_il oˆ[ ˆ[oˆ[a insline 行挿入
key_dl dd ˆ[dda delline 行削除
key_clear ˆL ˆ[ˆLa clear 画面消去
key_eol d$ ˆ[d$a clreol 行末まで消去
key_sf ˆE ˆ[ˆEa scrollf スクロールダウン
key_dc x ˆ[xa delchar 文字削除
key_npage ˆF ˆ[ˆFa npage 次ページ
key_ppage ˆB ˆ[ˆBa ppage 前ページ
key_sr ˆY ˆ[ˆYa sr スクロールアップ
key_eos dG ˆ[dGa clreos 画面末まで消去
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多言語化対応
サポートされる国際コードと環境変数は次のとおりです。

環境変数
UNIX95 は、このコマンドに対して XPG4 の動作を使用するように指定します。

COLUMNS は、システムが選択した画面の横サイズを上書きします。

LINES は、システムが選択した画面の縦サイズを上書きします。画面の行数やビジュアルモードでの画面の
縦サイズとして使用します。

SHELL は !、 shell、 read、やその他のコマンドを !string のコマンド形式で解釈させるための変数で
す。 shell コマンドの場合、プログラムは -c と string の２つの引き数を指定して実行します。この変数
がヌルか設定されていない場合は、sh ユーティリティを使用します。

TERM は、端末タイプの名前を解釈させるための変数です。この変数を設定していないか、ヌル文字が設定さ
れている場合は、デフォルトの端末タイプが使用されます。

PATH には、エディターコマンドで実行するシェルコマンド shell、 read、や write のためのコマンド検
索パスを決定します。

EXINIT は、最初のファイルを読み込む前にエディター上で実行される ex コマンドのリストを決定します。
そのリストは、縦棒(|)で複数のコマンドを区切ったものです。

HOME は、エディターの起動ファイル .exrc を置くディレクトリのパス名を決定します。

LC_ALL 変数は LANG か LC_ で始まる環境変数で指定されたロケールカテゴリを上書きするロケールを決定
します。

LC_MESSAGES は、標準エラーに書き込まれる診断メッセージと標準出力に書き込まれる情報メッセージの形
式と内容に影響するロケールを決定します。

LC_COLLATE は、正規表現の評価と tags ファイルの処理に使用する照合順序を決定します。

LC_CTYPE は、テキストの解釈 (シングルバイトまたはマルチバイト文字)、大文字と小文字の区別、大文字
と小文字の間の変換、および正規表現の中の文字クラス表現に一致する文字を決定します。

LANG は、メッセージの表示に使用する言語を決定します。

LANGOPTS は、右から左に表記する言語のテキストを入出力ファイルに保存する方式を決定するオプションを
指定します。 environ(5) を参照してください。

環境内で LC_COLLATE または LC_CTYPE が指定されていない場合、または空の文字列に設定されている場
合は、未指定または空の変数に対するデフォルトとして、 LANG の値が使用されます。また、 LANG が指定
されていない場合、または空の文字列に設定されている場合は、 LANG の代わりに "C" (lang(5) 参照) がデ
フォルトとして使用されます。インターナショナル変数に無効な値が設定されている場合、エディターは、イ
ンターナショナル変数がすべて "C" に設定されているものとして動作します。 environ(5) を参照してくださ
い。
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サポートされるコードセット
シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

警告
ex(1) の「警告」を参照してください。

プログラムの制限
vi では、編集するファイルについて次の制限があります。

行の最大長
4096 文字です。これは、オーバーヘッドの 2-3 バイトを含みます。したがって、行の長さが 4092

文字までであれば問題は生じません。

この制限値より長い行を含むファイルをロードすると、その許容最大長まで行が切り詰められます。
そのファイルをセーブすると、元のファイルの上に切り詰めたバージョンを書き込むため、元の行は
完全にオーバーライトされます。

許容最大長より長い行をエディターから作成しようとすると、 line too long というエラーメッ
セージが出力されます。

最大ファイルサイズ
最大ファイル長として、234,239 行という値が通知なく強制されます。

その他の制限
• グローバルなコマンドリストは 256 文字までです。

• vi または ex の open モードでは、ファイル名は 128 文字までです。短いファイル名の HP-

UX システムでは、
ファイル名の最大長は 14 文字です。

• 前の挿入/削除バッファーは 128 文字までです。

• シェルエスケープコマンドは 100 文字までです。

• 文字列値のオプションは 63 文字までです (:set コマンド)。

• プログラムタグ名は 30 文字までです。

• map コマンドで定義できるマクロは 32 個以下です。

• map の複合マクロの文字数の合計は 512 文字までです。

暗号化されていないファイルの編集に -C オプションを使用しないでください。 -C オプションは、
すでに暗号化されているファイルにのみ使用されようになっています。 -C オプションが、暗号化さ
れていないファイルに使用されると、編集セッションでの書き込みによりファイルが壊れる可能性が
あります。
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著者
vi は、カリフォルニア大学バークレイ校によって開発されました。 vi の 16ビット対応の拡張版は、一
部、株式会社東芝のソフトウェアに基づくものです。

参照
ctags(1), ed(1), ex(1), stty(1), write(1), terminfo(4), environ(5), lang(5), regexp(5)

The Ultimate Guide to the vi and ex Text Editors , Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., ISBN

0-8053-4460-8, HP part number 97005-90015.

標準準拠
vi: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
vis、inv − ファイル内のプリント不能文字および非ASCII文字を可視または不可視状態に変更

構文
vis [-n] [-s] [-t] [-u] [-x] file . . .

inv [-n] [-s] [-t] [-u] [-x] file . . .

説明
vis は、それぞれの file から文字を順番に読み出して標準出力で書き出し、プリント不能文字または非ASCII

文字を可視形式に変更します。 inv は逆の機能を実行し、プリント可能文字を各 file から読み出し、適宜それ
らをプリント不可能または非ASCII形式に戻して標準出力で書き出します。

プリント不能のASCII文字はCの様にエスケープ規約を使って表されます。
\\ バックスラッシュ
\b バックスペース
\e エスケープ
\f フォームフィード
\n 改行
\r キャリッジリターン
\s スペース
\t 水平タブ
\v 垂直タブ
\n ASCIIコードが3桁の8進数 n である文字
\xn ASCIIコードが2桁の16進数 n である8ビット文字

非ASCIIの単一および複数文字は、一度に一つづつ調べられます。各バイトについて、それがASCII文字とし
て表示できればASCII文字として扱われます。表示できない場合は、次の規則に従って表わされます。

\n コード値が3桁の8進数 n である8ビット文字
\xn コード値が2桁の16進数 n である8ビット文字

スペース、水平タブ、および改行文字は、選択されるオプションに応じてプリント可能 (したがって、変更さ
れずに出力に渡されます) またはプリント不可能として処理することができます。バックスラッシュはプリン
ト可能ですが、 vis によって一対のバックスラッシュに展開され、 inv によって単一のバックスラッシュに戻
されます。

入力ファイルを与えない場合、または引き数 - が出現する場合は、 vis および inv は標準入力から読み込み
ます。

オプション
vis および inv が認識するオプションは以下のとおりです。

-n 改行、スペース、および水平タブをプリント不能文字として扱います。 vis はそれらを直接
出力に渡さずに \n, \s, および \t として表示可能に展開します。 inv は、プリント可能な
拡張文字のみを期待してこれらの文字を廃棄します。出力の形式が多くのエディタによって
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使用可能になるように、改行文字は16バイトごとに vis によって挿入されます。

-s vis および inv を実在しないファイル、同じ入出力、および書き込みエラーに言及しない
状態にします。通常、スペシャルファイルでない限り、入力ファイルは出力ファイルと同じ
にはできません。

-t 水平タブおよびスペース文字を -n が処理したのと同じ方法でプリント不可能として処理し
ます。

-u 出力を(バイトごとに)バッファーリングさせません。通常、出力はバッファーリングされま
す。

-x vis 出力をデフォルト8進形式ではなくて16進形式にします。どちらかの形式が入力として
inv に受け付けられます。

多言語化対応
環境変数

LANG はメッセージの表示言語を決定します。

サポートされるコードセット
シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

警告
出力を入力ファイルにリダイレクトすると、元のデータは破壊されます。したがって、

vis file1 file2 >file1

のようなコマンドは、ソースファイルを安全に廃棄できないときには避けてください。

著者
vis はHPで開発されました。

参照
cat(1), echo(1), od(1)
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名称
vmstat − 仮想メモリー統計情報のレポート

構文
vmstat [−dnS] [interval [count] ]

vmstat −f −s −z

説明
vmstat コマンドは、プロセス、仮想メモリー、トラップ、CPUアクティビティの正確な統計情報をレポー
トします。また、カーネル sum ストラクチャのアキュームレータをクリアすることもできます。

オプション
vmstat が認識するオプションは以下のとおりです。

−d ディスク転送情報を各セクションごとに、 1秒あたりの転送量の形式で報告します。

−n 80カラムディスプレイ装置向けの出力フォーマットを提供します。このフォーマットで
は、レポートは仮想メモリー情報および CPU データの2つのグループに分割されます。各
グループは別の出力行として表示されます。マルチプロセッサシステムでは、この表示
フォーマットにより、アクティブプロセッサについて CPU 当たりの CPU 利用状況も表示
できます。

−S ページ占有およびアドレス変換障害 (re および at) ではなく、スワップインおよびスワッ
プアウト (si および so) されたプロセスの数をレポートします。

interval 最近の interval 秒間の要約である連続行を表示します。レポートされる最初の行は、リ
ブート以降の時間に対する要約です。それ以降の行は、最近の間隔を対象としたレポート
が出力されます。 interval がゼロの場合、1 度だけ出力されます。 −d オプションを指定
すると、カラムのヘッダーが繰り返されます。 −d を省略すると、カラムのヘッダーは繰
り返し出力されません。

コマンド vmstat 5 は、5 秒間ごとにシステムの動作をプリントします。 5 秒間という
のは、統計情報の一部がシステムでサンプリングされる頻度でもあるため、プリント間隔
としては手ごろな値です。その他の統計情報は毎秒ごとに変化します。

count 統計情報の要約を count 回繰り返します。 count を省略またはゼロにすると、割り込みあ
るいはクイットのシグナルを受け取るまで出力が繰り返されます。端末では通常、 ˆC と
ˆ\ に設定されています ( stty(1) 参照)。

−f fork の数および、ブートアップ以降の関連する仮想メモリーのページの数についてレ
ポートします。

−s sum 構造体の内容をプリントし、ブートアップ以降の、または vmstat −z が最後に実行
されてから発生した数種類のページング関連イベントの合計数を与えます。
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−z カーネルの sum 構造にあるアキュムレータをすべてクリアします。このオプションの使用
は、スーパーユーザーに制限されます。

これらのオプションを与えなければ、 vmstat はブートアップ、または vmstat −z が最後に実行されてか
ら以降の仮想メモリー処理の要約を最初の行にレポートします。

カラムの記述
各カラムのカラム見出しおよびその意味は以下のとおりです。

procs 各種状態にあるプロセスの数に関する情報

r 実行待ち行列にあるプロセス

b リソースに対してブロックされている(I/O、ページングなど)プロセス

w 実行可能か、または(20秒より短い間)休眠しているがスワップされている
プロセス

memory 仮想メモリーおよび実メモリーの使用状況に関する情報。仮想ページは、実行中である
か、または最後の20秒間動作しているプロセスに属する場合、アクティブであるとされ
ます。

avm

アクティブな仮想ページ

free 未使用リストのサイズ

page ページ障害およびページング動作に関する情報。これらは5秒ごとに平均され、1秒当た
りの単位で与えられます。

re ページ再生( −S なし)

at アドレス変換障害( −S なし)

si スワップインされたプロセス( −S で)

so スワップアウトされたプロセス( −S で)

pi ページインされたページ

po ページアウトされたページ

fr 解放されたページ/秒

de 予想される短期メモリー不足

sr クロックアルゴリズムによって走査されるページ/秒

faults 最後の5秒間のトラップ/割込みレートの平均/秒

in (クロック以外の)デバイス割込み/秒
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sy システムコール/秒

cs cpuコンテクストスイッチレート(スイッチ/秒)

cpu アクティブプロセッサに関する CPU の使用時間のパーセンテージの分析

us 通常および低い優先順位プロセスのユーザー時間

sy システムタイム

id CPUアイドル状態

例
下の例は、様々なコマンドオプションに対する出力を示したものです。フォーマットの都合上、行の終わりの
ブランクは削除されているものもあります。

1. デフォルトの出力を表示します。

vmstat

procs memory page

faults cpu

r b w  avm free re at pi po fr de sr

in sy cs us sy id

0 0 0 1158 511 0 0  0 0  0 0  0

111 18 7 0 0 100

2. デフォルトの出力にディスク転送情報を加えます。

vmstat -d

procs memory page

faults cpu

r b w  avm free re at pi po fr de sr

in sy cs us sy id

0 0 0 1158 511 0 0  0 0  0 0  0

111 18 7 0 0 100

Disk Transfers

device xfer/sec

c0t6d0 0

c0t1d0 0

c0t3d0 0

c0t5d0 0
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3. 80カラムの形式で、デフォルトの出力を表示します。

vmstat -n

VM

memory page faults

avm free re at pi po fr de sr in sy cs

1158 430 0 0  0 0  0 0  0 111 18 7

CPU

cpu procs

us sy id r b w

0 0 100 0 0 0

4. デフォルトの出力で、ページ占有およびアドレス変換障害をプロセスのスワッピングで置き換えま
す。

vmstat -S

procs memory page

faults cpu

r b w  avm free si so pi po fr de sr

in sy cs us sy id

0 0 0 1158 430 0 0  0 0  0 0  0

111 18 7 0 0 100

5. 5秒間隔でデフォルトの出力を2度表示します。ヘッダーは2度表示されない点に注意してください。

vmstat 5 2

procs memory page

faults cpu

r b w  avm free re at pi po fr de sr

in sy cs us sy id

0 0 0 1158 456 0 0  0 0  0 0  0

111 18 7 0 0 100

0 0 0 1221 436 5 0  5 0  0 0  0

108 65 18 0 1 99

6. 80カラムのフォーマットで5秒間隔のデフォルトの出力を2度表示します。ヘッダーは2度表示されな
い点に注意してください。

vmstat -n 5 2

VM

memory page faults

avm free re at pi po fr de sr in sy cs
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1221 436 0 0  0 0  0 0  0 111 18 7

CPU

cpu procs

us sy id r b w

0 0 100 0 0 0

1221 435 2 0  2 0  0 0  0 109 35 17

0 1 99 0 0 0

7. 80カラムのフォーマットで5秒間隔のデフォルトの出力とディスク転送を2度表示します。ヘッダーは
2度表示されない点に注意してください。

vmstat -dn 5 2

VM

memory page faults

avm free re at pi po fr de sr in sy cs

1221 435 0 0  0 0  0 0  0 111 18 7

CPU

cpu procs

us sy id r b w

0 0 100 0 0 0

Disk Transfers

device xfer/sec

c0t6d0 0

c0t1d0 0

c0t3d0 0

c0t5d0 0

VM

memory page faults

avm free re at pi po fr de sr in sy cs

1219 425 0 0  0 0  0 0  0 111 54 15

CPU

cpu procs

us sy id r b w

1 8 92 0 0 0

Disk Transfers

device xfer/sec

c0t6d0 0

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 5 −  Hewlett-Packard Company 603



vmstat(1) vmstat(1)

c0t1d0 0

c0t3d0 0

c0t5d0 0

8. ブートされたときからのバーチャルメモリーのフォーク数とページ数を表示します。

vmstat -f

24558 forks, 1471595 pages, average= 59.92

9. ページングに関連するイベントの回数を表示します。

vmstat -s

0 swap ins

0 swap outs

0 pages swapped in

0 pages swapped out

1344563 total address trans. faults taken

542093 page ins

2185 page outs

602573 pages paged in

4346 pages paged out

482343 reclaims from free list

504621 total page reclaims

124 intransit blocking page faults

1460755 zero fill pages created

404137 zero fill page faults

366022 executable fill pages created

71578 executable fill page faults

0 swap text pages found in free list

162043 inode text pages found in free list

196 revolutions of the clock hand

45732 pages scanned for page out

4859 pages freed by the clock daemon

36680636 cpu context switches

1497746186 device interrupts

1835626 traps

87434493 system calls

警告
vmstat の出力中の各フィールドの幅やスペースが一定であることは、仮定しないようにしてください。
HP-UXのシステムやリリース、表示されるデータの種類によって異なる場合があります。
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著者
vmstat はカリフォルニア大学バークレイ校およびHP で開発されました。

参照
iostat(1)
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名称
vt − LANによる別のシステムへのログイン

構文
/usr/bin/vt nodename [ lan_device ]

/usr/bin/vt −p [ lan_device ]

説明
vt により、ユーザーは HP ローカルエリアネットワークを介して別のHP 9000システム (nodename) にログ
インすることができます。 -p オプションにより、 vt はローカルエリアネットワークにポーリング要求を
送って、現在 vtdaemon を実行しているシステムを確認することができます ( vtdaemon(1M) 参照)。応答と
して nodename の後にアスタリスク (*) を付けると、システムが vt ゲートウェイであるという指定になりま
す。また nodename の後に正符号 (+) を付けると、目的のシステムに達するまでに経過する vt ゲートウェイ
の数が指定されます。

オプションの引き数 lan_device により、ローカルエリアネットワークを対象としたデータのやり取りに使用す
るキャラクタ スペシャルデバイス (デフォルトのデバイスに代わるデバイス) を指定します。このデバイスの
メジャー番号は、 CIO IEEE 802.3ローカルエリアネットワークデバイスに対応していなければなりません。

接続が完了すると、 vt は入力モードに入ります。このモードの場合、入力されたテキストはリモートホスト
に転送されます。入力モードで vt を使用するには、その前に vt エスケープ文字 (下記の「コマンド」参照)

を付けます。コマンドモードの場合は、通常の端末編集の規約が適用されます。

接続は、リモートマシンのログインシェルが終了する同時に切断されなければなりません。終了と同時に接続
も終了されない場合は、リモートシステムの ptydaemon がすでに終了されている、あるいは再開始されてい
る可能性があります。 vt接続を終了するには、コマンドモードに入って quit コマンドを使用してくださ
い。

コマンド
vt は、次のコマンドを認識します。なお、各コマンドはその名前が一意に識別できる文字列にまで省略して
指定できます。

cd remote-directory リモートマシンのワーキングディレクトリを remote-directory に変更しま
す。このコマンドは、ファイル転送の場合に限り適用されます。

escape [escape-char] vt のエスケープ文字をセットします。文字の指定を省略すると、 vt は文
字を入力するように要求します。現在セットされている vt エスケープ文字
をプリント、または表示させる場合は、このプロンプトで単にReturnを押し
ます。

help または ? vt コマンドの要約をプリントします。

lcd [directory] ローカルのワーキングディレクトリを変更します。 directory の指定を省略
すると、ユーザーのホームディレクトリが使用されます。このコマンドは、
ファイル転送、およびシェルエスケープの場合に限り適用されます。
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get remote-file local-file

receive remote-file local-file remote-file をローカルマシンにコピーし、これを local-file として保存しま
す。ファイル名の指定を省略すると、 vt は入力するように要求します。割
り込み文字、またはブレークキーを入力すると、ファイル転送は打ち切られ
ます。

put local-file remote-file

send local-file remote-file local-file をリモートマシンにコピーし、これを remote-file として保存しま
す。ファイル名の指定を省略すると、 vt は入力するように要求します。割
り込み文字、またはブレークキーを入力すると、ファイル転送は打ち切られ
ます。

quit 接続を切断し、 vt を終了します。

useruser-name[:[password]] リモート vt サーバーにユーザー自身を識別します。 user-name の後に、
コロン (:) を続けると、 vt はパスワードを入力するように要求 (ローカル
エコーをディスエーブルにした後) します。このコマンドは必ず、ファイル
転送コマンドの前に実行します。

! [shellcommand] シェルエスケープコマンドです。指定したコマンドがサブシェルに送られて
実行されます。コマンドの指定を省略すると、シェルが起動され、ユーザー
端末に接続されます。

アクセス制御リスト (ACL)
vt を使用してファイルの送受信を行うと、オプションの ACL エントリーが削除されます。新しいファイルに
はアクセスモードが要約されます ( 転送するファイルの stat() により st_mode として戻されます)。
stat(2) を参照してください。

診断
vt が出力する診断の内容は、説明を読めばわかります。

警告
vt は、 HP ネットワークドライバに対し、 HP LLA (リンクレベルアクセス) ダイレクトインタフェースを使
用します。 vt は、マルチキャストアドレス 0x01AABBCCBBAA を使用します。これは、ネットワークにア
クセスする別のアプリケーションから使用したり、削除したりすることはできません。 vt では、次の IEEE

802.3 sap (サービスアクセスポイント) 値を使用します。 0x90, 0x94, 0x98, 0x9C, 0xA0, 0xA4, 0xA8, 0xAC,

0xB0, 0xB4, 0xB8, 0xBC, 0xC0, 0xC4, 0xC8, 0xCC, 0xD0, 0xD4 これらの値は、ネットワークにアクセスす
る別のアプリケーションから使用することはできません。

複数の LAN カードをインストールしたシステムで vt を使用する場合は、デフォルトの LAN デバイスでリ
モートシステムにアクセスできなければ、オプションのコマンド行引き数として lan_device が必要になる場合
があります。有効な lan_device は、リモートシステムに接続 (ダイレクト接続、またはゲートウェイを介して
接続されたシステム) されたデバイスです。
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デスクトップHP-UX
システムにデスクトップHP-UX製品をインストールしてある場合は、 ptydaemon 、 vtdaemon のいずれ
もデフォルトでは動作しません。これらのデーモンを起動するには、 PTYDAEMON_START と VTDAE-

MON_START をそれぞれ /etc/rc.config.d/ptydaemon と /etc/rc.config.d/vt の各ファイルの
中で 0 から 1 に変更してください。これらの変更内容を設定するには、システムをリブートする必要があり
ます。また次のコマンドを入力して、手動で両方のデーモンを起動することもできます。

/usr/sbin/ptydaemon

/usr/sbin/vtdaemon /dev/lan0

ここで、 /dev/lan0 IEEE 802.3ローカルエリアネットワークデバイスに対応するキャラクタスペシャルデバ
イスファイルを表します。

ファイル
/dev/lan0 デフォルトのLANデバイス名

/etc/rc.config.d/ptydaemon

/etc/rc.config.d/vt

参照
vtdaemon(1M), stat(2), lan(4), acl(5)
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名称
wait − プロセスの完了を待機

構文
wait [ pid ]

説明
引き数を指定しなければ、 wait は現在のシェルの( & で起動された)すべてのプロセスが完了するまで待機
し、異常終了についてレポートします。数値引き数 pid を与え、これがバックグラウンドプロセスのプロセス
ID であれば、 wait はそのプロセスが完了するまで待機します。そうではなく、 pid がバックグラウンドプ
ロセスでなければ、 wait はいかなるプロセスの完了も待たず終了します。

wait() システムコールは親プロセスで実行しなければならないため、シェル自体は、新しいプロセスを作成
することなく wait を実行します( wait(2) を参照)。

コマンド行引き数
wait は以下のコマンド行引き数をサポートします。

pid コマンドの符号なし 10進整数プロセス IDで、 wait はその終了まで待機します。

警告
2段以上のパイプラインの中にあるプロセスは、シェルの子でない場合があるため、待機できません。

参照
csh(1), ksh(1), sh-posix(1), sh(1), wait(2)

標準準拠
wait: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
wc − ファイル内のワード、行、バイト、文字のカウント

構文
wc [−c −m] [−lw] [file]...

説明
wc コマンドは指定したファイルの行、ワード、バイトあるいは文字の数をカウントします。ファイル名を指
定していない場合には、標準入力で同様にカウントします。また指定した全ファイルの合計も計算します。

ワードとは、スペース、タブ、または改行で区切られた文字列のことです。

オプション
wc は、以下のオプションを認識します。

−c 各入力ファイルのバイト数を出力します。

−l 各入力ファイルの改行数を出力します。

−m 各入力ファイルの文字数を出力します。

−w 各入力ファイルのワード数を出力します。

c と m のオプションは一度にどちらか一方のみを指定できます。これ以外の場合、 l, w, c, または m の各オ
プションを任意に組み合わせて、行、ワード、バイト、および文字のいずれかを出力させることができます。

いずれかのオプションを指定すると、 wc は、要求される情報だけをレポートします。オプションの指定を省
略すると、デフォルトは、 −lwc となります。

file がコマンド行で指定されていると、ファイル名がカウント結果とともに表示されます。

標準出力 (XPG4 のみ)
デフォルトでは、標準出力には、以下のような形式で各入力ファイルに関する情報が含まれます。

newlines words bytes file

−m オプションが指定されていると、 bytes フィールドに文字数が出力されます。

何かオプションが指定されていると、指定されていないオプションに該当するフィールドの情報は出力されま
せん。

file オペランドが指定されていないと、ファイル名、およびパス名の前にある空白文字が出力情報に含まれま
せん。

1つ以上の file オペランドが指定されていると、出力される情報の最後の部分に行が追加されます。追加され
る行には、他の行と同じ形式で情報が出力されます。ただし、ファイル名の代わりに (POSIX ロケールの) 合
計ワード数が出力され、各列の合計数が出力されます。
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終了ステータス
wc は、以下のいずれかの終了ステータスを戻して終了します。

0 処理が正常に終了しました。

>0 エラーが発生しました。

多言語化対応
環境変数

LC_CTYPE グラフィックス文字と空白文字の範囲、およびテキストをシングルバイト、またはマルチバイトの
いずれの文字で解釈するかを指定します。

LC_MESSAGES により、メッセージの表示に使用する言語を決定します。

LC_CTYPE または LC_MESSAGES が環境に指定されていない場合、またはヌルの場合、デフォルトの値
LANG が使用されます。

LANG が指定されていない場合、またはヌルの場合、デフォルトの値 C が使用されます (lang(5) を参照して
ください)。

多言語化対応変数に無効な値が設定されている場合、 wc は、デフォルトで、 C に設定されているものとし
て動作します。 environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングルバイト文字、およびマルチバイト文字のコードセットがサポートされています。

警告
wc コマンドは、改行の数をカウントして、行数を判断します。テキストファイルの最終行が改行文字で終了
していない場合、カウント結果は 1 つ少なくなります。

例
file1 のワード数と文字数をプリントします。

wc -wm file1

上記のコマンドを実行すると、次のようにプリントされます。

words chars file1

ここで、 words は file1 のワード数、 chars は文字数を表します。

標準準拠
wc: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
what − SCCS識別情報の取得

構文
what [-s] file ...

説明
what コマンドは、 get(1) が %Z% (現在このプリントでは@(#))に置き換えるパターンの全出現箇所を指定
ファイルから検索し、最初の"、 >, 改行、 \, またはヌル文字まで続くものをプリントアウトします。例え
ば、ファイル f.c のCプログラムに

char ident[] = "@(#)identification information ";

があり、 f.c がコンパイルされて f.o および a.out が生成されたとするとコマンド

what f.c f.o a.out

は

f.c: 識別情報

f.o: 識別情報

a.out: 識別情報

をプリントします。 what は、同一情報を自動的に挿入する SCCS get コマンド( get(1) を参照)と合わせて
使用するよう意図したものですが、情報をユーザー自身が挿入する場合にも使用できます。

オプション
what が認識するオプションは以下のとおりです。

-s 各ファイルでパターンの最初の出現箇所を探し出した後終了します。

多言語化対応
環境変数

LC_CTYPE は、 %Z% に置き換えられるパターンをシングルバイト文字およびマルチバイト文字、またはその
いずれかで解釈するかを決定します。

LC_MESSAGES はメッセージの表示言語を決定します。

LC_CTYPE または LC_MESSAGES が環境で未指定とされている場合、または空の文字列に設定されている場
合は、 LANG の値はそれぞれ未指定または空の変数のデフォルトとして使用されます。 LANG が未指定か、
空の文字列に設定されていると、 LANG ではなく"C"( lang(5) を参照)のデフォルトが使用されます。多言語
対応変数の内容が無効な設定ならば、 what はすべての多言語対応変数が"C"に設定されたものとして動作し
ます。 environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングル/マルチバイト文字コードセットがサポートされています。
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診断
一致がみつかると終了ステータスは0で、それ以外の場合は1を表します。説明については、 help を使用し
てください( help(1) を参照)。

警告
パターン@(#)は時おりランダムファイルで意図なく現れることがありますが、ほとんどの場合無害です。

参照
get(1), help(1)

標準準拠
what: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
whereis − プログラムのソース、バイナリ、マニュアルまたはそのいずれかの位置の特定

構文
whereis [-bsm] [-u] [-BMS dir ... -f] name ...

説明
whereis は、指定ファイルのソース、バイナリ、およびマニュアルセクションの位置を特定します。指定し
た名前は、最初に、パス名の構成要素、および形式 .ext ( .c など)の(単一の)後続拡張子が除去されます。
SCCS の使用によって発生する、 s. のプリフィックスも処理されます。次に whereis は、標準位置のリ
ストに対象のプログラムの位置を特定します。

オプション
whereis は以下のコマンド行オプションを認識します。

-b サーチをバイナリファイルに制限します。 -s または -m と合わせて使用できます。

-s サーチをソースコードファイルに制限します。 -b または -m と合わせて使用できま
す。

-m サーチをマニュアルエントリー ファイルに制限します。 -b または -s と合わせて
使用できます。

-u 異常なエントリーをサーチします。要求されたタイプにつきエントリーが1つなけれ
ば、ファイルは異常であるとされます。したがって、 whereis -m -u * は、対応
するマニュアルエントリーがないカレントディレクトリから、そのような異常ファイ
ルをサーチします。

-B dir [dir ... ] サーチを、単一または複数の指定ディレクトリに位置するバイナリに制限します。
-S または -M と合わせて使用できます。

-S dir [dir ... ] サーチを、単一または複数の指定ディレクトリに位置するソースファイルに制限しま
す。 -B または -M と合わせて使用できます。

-M dir [dir ... ] サーチを、単一または複数の指定ディレクトリに位置するマニュアルエントリーファ
イルに制限します。 -B または -S と合わせて使用できます。

-f 最後のディレクトリリスト (-B, -S, または -M オプション)を終了するか、ファイル
名の先頭を識別します。

多言語化対応
サポートされるコードセット

シングル/マルチバイトの文字コードセットがサポートされています。

例
/usr/bin から /usr/share/man/man1 にドキュメントがないすべてのファイルを /usr/src/cmd の
ソースファイルとともに探します。
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cd /usr/bin

whereis -u -M /usr/share/man/man1 -S /usr/src/cmd -f *

警告
whereis は、 chdir() システムコール( chdir(2) を参照)によってより高速に動作します。したがって、
-B, -M, および -S オプションで与えるパス名は、絶対パス名でなければなりません。

著者
whereis はカリフォルニア大学バークレー校で開発されました。

ファイル
/usr/src/*

/usr/sbin, /sbin, /usr/bin, /usr/lbin, /usr/ccs/bin

/usr/share/man/*

/usr/local/{man/*, bin, games, include, lib}

/usr/contrib/{man/*, bin, games, include, lib}

/usr/share/man/$LANG/*

/usr/local/man/$LANG/*

/usr/contrib/man/$LANG/*
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名称
which − エイリアスおよびパスを含むプログラムファイルの位置の特定

構文
which [ name ... ]

説明
各 name ごとに、which は、name をコマンドとして与えた場合に実行されるファイルを検索し、そのファ
イルの絶対パスを表示します。各引き数は、エイリアスがある場合は展開され、ユーザーのパスに従って検索
されます。エイリアスおよびパスはともにユーザーの .cshrc ファイルを参照すること (実行すること) に
よって決定されます。

診断
１ワード以上のエイリアスがある名前に対して、または引き数名の実行可能ファイルがパスに見つからなかっ
た場合に、診断が行われます。

例
コマンド

which sh

は、sh(1) コマンドの実行可能プログラムのある場所を指定します。例えば、使用する sh(1) が /usr/bin に
ある場合、以下のような応答が得られます。

/usr/bin/sh

警告
csh から起動されなかった場合でも、which は .cshrc のエイリアスをレポートします。

which は csh 内蔵コマンド (例えば、jobs) を探し出すことはできません。

which は、現在のシェルセッションで行われた任意のパスまたはエイリアスの変更を認識しないため、その
情報は誤っていることがあります。

著者
which は、カリフォルニア大学バークレー校で開発されました。

ファイル
˜/.cshrc エイリアスおよびパス値のソース
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名称
who − システムにログインしているユーザーを表示

構文
who [-muTlHqpdbrtasARW] [ file ]

who am i

who am I

説明
who コマンドは、現在システムを使用中のユーザーについて、ユーザー名、ターミナル回線、ログイン時刻、
その回線で入力動作が行われてからの経過時間、ユーザーのホスト名、およびコマンドインタプリタ (シェル)

のプロセス ID をリストします。 who は utmps データベースを調べて、これらの情報を収集します。 file

を指定すると、そのファイルが調査対象になります。 file には、 utmp の形式のファイルを指定します。

am i または am I オプションを指定して who コマンドを実行すると、そのコマンドを実行したユーザー自
身の情報が出力されます。

デフォルトの -s オプションの場合を除き、出力エントリーの一般形式は次のとおりです。

name [ state ] line time activity pid [ comment ] [ exit ]

各種オプションを指定することにより、 who によって、ログイン、ログオフ、リブート、システムクロック
に対する変更、および init プロセスが生成した子プロセスをリストすることができます。

オプション
-m 現在のターミナルに関する情報のみを表示します。このオプションは、上記の am i

および am I オプションと同じです。

-u 現在ログインしているユーザーに関する情報をリストします。 name はユーザーのロ
グイン名です。 line はディレクトリ /dev にある回線の名前です。 time フィール
ドはユーザーがログインした時刻を示します。

activity は、特定の回線で最後に入力動作が行われてから経過した時間と分を示しま
す。ここにピリオド (. ) が表示された場合は、直前の1分間にターミナルで実行中の
動作が検出されたこと、つまり "使用中" であることを示します。また、24時間以上
経過した場合、またはブート以降、回線がまったく使用されていない場合には、ここ
に old と示されます。このフィールドは、ターミナルでユーザーが作業しているか
どうかを確認する場合に利用できます。 pid には、ユーザーのログインプロセスのプ
ロセス ID が示されます。 comment には、 /etc/inittab の中にあるこの回線に
関連するコメントが表示されます (inittab(4) を参照)。ここには、ターミナルが存在
する位置、データセットの電話番号、ターミナルのタイプ (直接接続されている場合)

などに関する情報が示されます。そのような情報が見つからない場合、 who は、
utmps データベースまたは指定のファイルに保存されているユーザーのホスト名を
comment として表示します。なお、 -u オプションを -R オプションと併用する
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と、 /etc/inittab ファイルのコメントではなく、ユーザーのホスト名がプリント
されます。

-T ターミナル回線の state を表示する点を除き、 -u オプションと同じです。 state は
別のユーザーがそのターミナルに書き込みができるかどうかを示します。いずれの
ユーザーでも書き込みができる場合には + が表示され、それ以外の場合は - が表示
されます。 root は、 state フィールドに + または - のいずれが表示されていて
も、すべての回線に書き込みができます。無効な回線を検出すると、 ? がプリント
されます。

(XPG4 のみ) 次のフィールドだけが表示されます。 name state line time

-l システムがユーザーのログインを待っている回線のみをリストします。この場合、
name フィールドには LOGIN と表示されます。これ以外のフィールドは、 state

フィールドがないことを除いて、ユーザーエントリーの場合と同じです。

-H 通常の出力の上にカラムごとの見出しをプリントします。

-q who の簡易バージョンです。現在ログイン中のユーザーの名前と数だけを表示しま
す。このオプションを使用すると、その他のオプションはすべて無視されます。

-p init が前に生成した子プロセスのうち、現在アクティブ状態にあるその他すべての
プロセスをリストします。 name フィールドには、 init が実行したプログラムの
名前を /etc/inittab の中から示します。 state, line, および activity の各フィー
ルドには意味がありません。 comment フィールドには、このプロセスを生成した回
線の id フィールドを /etc/inittab の中から見つけて表示します。 inittab(4) を
参照してください。

-d 終了したプロセスのうち、 init が再生成していないものをすべて表示します。アク
ティブでないプロセスについて、 exit フィールドには、プロセスの終了コード
(wait() が戻した値 — wait(2) を参照) が示されます。このオプションは、プロセ
スが終了した原因を調べる場合に利用できます。

-b 最後に行ったリブートの日時を示します。

-r init プロセスの現在の実行レベルを示します。最後の3つのフィールドには、
init の現在の状態、その状態になった回数、および以前の状態が表示されます。こ
れらの各フィールドは、 init の実行状態が変化するごとに、更新されます。

-t root がシステムクロックに加えた最後の変更 (date コマンドによる) を示しま
す。 su(1) を参照してください。

-a すべてのオプションをオンにして、 utmps データベースまたは指定の file を処理し
ます。
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-s デフォルト、 name, line, および time の各フィールドだけをリストします。

-A /var/adm/wtmp ファイルを指定した場合 (-W オプションを使用すると
/var/adm/wtmps ファイルを調べられます)、 startup または shutacct コマ
ンドでアカウンティングシステムをオンまたはオフにした日時が示されます (ac-

ctsh(1M) を参照)。 name フィールドはピリオド (.) を示します。 line フィールド
は、 acctg on、 acctg off または shutacct コマンドのオプションとして指定
された理由を示します。 time はオン/オフの動作が行われた時刻を示します。

-R ユーザーのホスト名を表示します。tty 上でログインした場合、 who は gethost-

name() から戻された文字列を表示します (gethostname(2) を参照)。ユーザーが tty

上でログインしたのではない場合には、 utmps データベースまたは指定の utmp の
形式のファイルに保存されたホスト名が保存時に切り捨てられていない限り (すなわ
ち、情報を失わずにホスト名全体が保存されている場合)、その保存されていたホス
ト名が表示されます。これ以外の場合は、 gethostbyaddr() 関数 または
getipnodebyaddr() 関数 (IPv6) が呼び出され、ホストのインターネットアドレス
が渡されます (gethostent(3N) を参照)。そして、 gethostbyaddr() (IPv4) または
getipnodebyaddr() (IPv6) がエラーを戻さない限り、この関数が戻したホスト名
が表示されます。エラーの場合には、一部切り捨てられたホスト名が表示されます。

-W /var/adm/wtmps ファイルから情報を取得します。

(XPG4 のみ。 -s オプションは、 -d, -a または -T のオプションを併用することはできません。 -u オプ
ションを -T とともに使用すると、 -T の終わりにアイドル時間が追加されます)。

多言語化対応
環境変数

LANG により、 LC_ALL と対応する環境変数 (LC_ で開始する環境変数) でロケールの指定を省略した場合
に、ロケールカテゴリに使用するロケールが決定します。 LANG が設定されていない場合、または空白の文字
列に設定されている場合は、デフォルトの "C" (lang(5) を参照) が使用されます。

LC_CTYPE により、テキストデータのバイトシーケンスを文字 (例えば、引き数や入力ファイル中のシングル
バイト文字、またはマルチバイト文字) として解釈するためのロケールが決定します。

LC_TIME は、日付および時刻の表示形式と内容を決定します。

LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使用する言語を決定します。

いずれかの多言語化対応変数に無効な値が設定されている場合、 who は、すべての多言語化対応変数が "C"

に設定されているものとして動作します。 environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングルバイト文字、およびマルチバイト文字のコードセットがサポートされています。
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例
現在システムにログインしているユーザーを調べる場合は、次のように入力します。

who

別のユーザーが使用しているターミナルに書き込みできるかどうかを調べる場合は、次のように入力します。

who -T

表示された結果から、ユーザー ID の後に正符号 (+) が付いているかどうかを確認します。

著者
who は、AT&T および HP によって開発されました。

ファイル
/etc/inittab

/etc/utmp

/var/adm/wtmp

/var/adm/wtmps

参照
date(1), login(1), mesg(1), su(1), init(1M), utmpd(1M), gethostname(2), wait(2), gethostent(3N), getut-

sent(3C), getbwent(3C), inittab(4), utmp(4)

標準準拠
who: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
whoami − 現在の有効ユーザー ID を表示

構文
whoami

説明
whoami は、ユーザーの 現在のユーザー名をプリントします。最初にログインした後でも、 su を実行して
ユーザー名を変更すれば、そのユーザー名が表示されます (su(1) 参照 )。一方、 who am i コマンドは
/etc/utmp を使用するので、ユーザーの最初のログイン名を報告します。

ファイル
/etc/passwd 名前データベース

著者
whoami は、カリフォルニア大学バークレイ校によって開発されました。

参照
who (1)
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名称
whois − インターネットユーザー名ディレクトリサービス

構文
whois [-h hostname ] name

説明
whois ネットワーク情報センターデータベースのレコードを検索します。

whoisに指定された各オペランドが連結 (それぞれ空白で区切られます) され、 whoisサーバーに送られます。

特定の名前で指定を変更しない限り、デフォルトの動作ではデータベースからあらゆるタイプのレコード、お
よび大部分のフィールドに一致する項目 (名前、ニックネーム、ホスト名、ネットアドレスなど) を探して広範
な検索を行います。特殊な意味を持つオペランド、および検索手順の詳細については、特殊名 ‘‘help’’ で確認す
ることができます。

オプション
whois は次のオプションをサポートします。

-h デフォルトのNICの代わりに、指定のホストを使用します。

例
John Doeというユーザーを検索します。

whois Doe,John

制約
whois の照会を行うマシンでは、ネットワークを介して指定のホストやデフォルトの NICに要求を転送でき
なければなりません。

著者
whois はカリフォルニア大学バークレー校で開発されました。

参照
RFC 854: Nicname/Whois
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名称
write −ユーザーに対する対話形式の書き込み(トーク)

構文
write user [terminal]

説明
write コマンドは、ユーザーのターミナルから別のユーザーのターミナルに行をコピーします。このコマン
ドは呼び出されるとまず最初に、次のメッセージを受信者である user のターミナルに送信します。

Message from yourname (yourterminal) [ date ] ...

接続が正常終了すると、タイプした内容が送信中であることを示すために、ユーザー自身のターミナルに２回
ベルを送信します。

双方向通信を確立するためには、メッセージの受信者 (user) は、次のコマンドを実行しなければなりません。

write yourname [yourterminal]

(yourterminal を指定する必要があるのは、発信者が２箇所以上でログインしている場合だけです)。

通信は、ファイルの終わりがターミナルから読み出されるか、割込みが送信されるか、または受信者が mesg

n を実行するまで続きます。この時点で write は <EOT> を相手側のターミナルに書き出して終了します。

２箇所以上でログインしているユーザーに write するためには、 terminal 引き数を使って、どの回線または
ターミナルへ送信するかを指定します (例: tty00 )。指定しなければ、 /etc/utmps にあるユーザーの最初
の書き込み可能なインスタンスが採用され、以下のメッセージが表示されます。

user is logged on more than one place.

You are connected to "terminal".

Other locations are:

terminal

...

書き込みパーミッションは、 mesg コマンド( mesg(1) を参照)を使って拒否または許可できます。その他への
書き込みは、デフォルトでは通常許されています。 nroff および pr のようなコマンドでは、その出力を妨
害しないようにするために、メッセージは許可されません。ただし、ユーザーに適切な特権がある場合、書き
込み禁止ターミナルにメッセージを送ることができます。

文字 ! が行頭にある場合、 write は POSIXシェル( sh-posix(1) を参照)を呼び出して、その行の残りをコ
マンドとして実行します。

write を使用する際は以下のプロトコルをお勧めします。最初に自分から他のユーザーに write する際に
は、メッセージを送信する前に、そのユーザーが write で応答してくるのを待ちます。各ユーザーは、相手
方がいつ応答すればよいかわかるように、特定のシグナル(例えば、"over"「終り」を表す "(o)")でメッセー
ジを終了するようにします。同様に、会話の終了を示すためには、シグナル "(oo)" ("over and out"「送信終
り」)などを使用します。
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多言語化対応
環境変数

LANG により、 LC_ALL と対応する環境変数 ( LC_ で開始する環境変数) でロケールの指定を省略した場合
に、ロケールカテゴリに使用するロケールが決定します。 LANG が指定されていない場合、または空白の文字
列に設定されている場合は、デフォルトの "C" ( lang(5) 参照) が使用されます。

LC_TIME は、日付および時刻の表示形式と内容を決定します。

LC_MESSAGES は、メッセージの表示に使用する言語を決定します。

いずれかの多言語化対応変数に無効な値が設定されている場合、 write は、すべての多言語化対応変数が
"C" に設定されているものとして動作します。 environ(5) を参照してください。

サポートされるコードセット
シングルバイト文字、およびマルチバイト文字のコードセットがサポートされています。

診断
user is not logged on.

writeの対象となる相手のユーザーがログインしていません。

Can no longer write to terminal

write セッションの開始後に、相手方の書き込みパーミッションを拒否しました (mesg n) 。この
write セッションは終了しました。

<EOT> 相手方がファイルの終りを送信したか、あるいはユーザーが自分のターミナルに mesg n を設定した
後に相手方がwriteしようとしました。 write セッションが確立されていれば、ユーザーは続けて相
手方にwriteすることが可能です。

Permission denied.

writeしようとした相手は、書き込みパーミッションを拒否しています( mesg n を使用)。

Warning: You have your terminal set to "mesg -n". No reply possible.

ユーザーのターミナルが mesg n に設定されていて受信者が応答できません。

例
以下のコマンドを発行すると、

write matthew

ユーザー linda はメッセージをユーザー matthew の画面に送信します。 matthew が次のように応答する
と、

write linda

matthew と linda の間の双方向通信が確立されます。
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ファイル
/etc/utmps データベース ユーザーの探索用
/usr/bin/sh ! シェルコマンドの実行用

参照
elm(1), mail(1), mailx(1), mesg(1), nroff(1), pr(1), sh-posix(1), sh(1), who(1), utmpd(1M), getutsent(3C)

標準準拠
write: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
xargs − (単一または複数の)引き数リストの構成およびコマンドの実行

構文
xargs [ options ] [ command [ initial-arguments ] ]

説明
xargs は、指定の command を1回以上実行するために、標準入力から読み込まれる引き数と修正された ini-

tial-arguments を結合します。 command の呼び出しごとに読み込まれる引き数の数、およびそれらが結合さ
れる方法は、指定したオプションによって決定されます。

command はシェルファイルでもよく、 $PATH 環境変数を使用して検索されます。 command がないと、
/usr/bin/echo が使用されます。

引き数は標準入力から読み込まれ、1文字以上の空白、タブ、または改行によって区切られる隣合う文字列で
あると定義されます。空行は常に廃棄されます。エスケープするか引用符で囲むことにより、スペースおよび
タブを引き数の一部として埋め込むことができます。 (一重または二重)引用符で囲まれた文字はリテラルとし
て扱われ、区切りの引用符は削除されます。引用符で囲まれた文字列を除いて、バックスラッシュ (\) は次の
文字をエスケープさせます。

command の実行に使用可能なメモリーの量は、システムパラメータ ARG_MAX によって制限されます。デ
フォルトでは、引き数リストのサイズは LINE_MAX バイトに制限されます。これらのシステムパラメータお
よび値を決定する方法の説明については、 limits(5) および sysconf (2) を参照してください。使用可能な引き
数リストスペースを増やすには、 -s オプションを使用してください。

それぞれの引き数リストは、 initial-arguments で始まり、それに続く標準入力から読み込まれたいくつかの
引き数により構成されます(例外: -i または -I オプションを参照)。 -i, -I, -l, -L, および -n オプション
は、それぞれのコマンドの呼び出しごとに引き数がどのように選択されるのかを決定します。これらのオプ
ションのうち何も指定しない場合、内部バッファーがいっぱいになるまで標準入力から継続して読み出される
引き数が initial-arguments の後に追加され、それから command が蓄積されたargsで実行されます。それ以
上argsがなくなるまで、このプロセスは繰り返されます。オプションの競合がある場合( -l または -L と -n

など)、最後のオプションが優先します。 option 値は以下のとおりです。

-L number command は標準入力から、空でない number 行の引き数ごとに実行されます。
command の最後の呼び出しは、残っている number より少なければ、引き数の、よ
り少ない行ととも実行されます。行の最後の文字が空白またはタブでなければ、行は
最初の改行で終了すると解釈されます。後続の空白またはタブは、次の空でない行へ
続くことを示します。 -L, -l, および -n は同時に指定することができません。最後
に指定されたものが効果を持ちます。

-l[ number ] このオプションは、 -L オプションと等価です。 number を省略するか空の文字列 (

"" ) を指定した場合、 1 が仮定されます。オプション -x は強行されます。

626 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



xargs(1) xargs(1)

-I replstr 挿入モード。 command は、行全体を単一のargとみなして、 replstr が現れるごと
に initial-arguments 挿入し、標準入力からの行ごとに command を実行します。
initial-arguments に含まれる最大5つの引き数には、単一または複数の replstr のイ
ンスタンスをそれぞれ内容とすることができます。それぞれの行の先頭にある空白お
よびタブは廃棄されます。構成された引き数は255バイトを超えてはならず、オプ
ション -x も強行されます。 -I および -i オプションは同時に指定することがで
きません。最後に指定されたものが効果を持ちます。

-i[ repstr ] このオプションは、 -I オプションと等価です。 replstr を省略するか空の文字列 (

"" ). を指定すると、 {} が仮定されます。

-n number number 引き数を最大値とするできる限り多くの標準入力引き数を使って command

を実行します。それらの全サイズが size バイトより大きく、また残っている引き数が
number より少ない場合、最後の呼び出しには、より少ない引き数が使われます。同
様にオプション -x とともにコーディングされると、それぞれの number 引き数は
size 制限に収まらなければなりません。そうでなければ、 xargs は実行を終了しま
す。

-s size それぞれの引き数リストの全サイズの最大値は、 size バイトに設定されます。 size

は LINE_MAX より小さな正整数でなければなりません ( limits(5), sysconf (2) を参
照)。 -s がコーディングされなければ、 LINE_MAX はデフォルトと解釈されます。
size のバイトカウントが、それぞれの引き数およびコマンド名のバイトに1つの追加
バイトを含むことに注意してください。

-t トレースモード。 command およびそれぞれの構成された引き数リストは、実行の直
前に標準エラーにエコーされます。

-p プロンプトモード。ユーザーは、それぞれの呼び出しの直前に command を実行する
かどうか尋ねられます。トレースモード (-t) がオンになると、実行されるコマンド
インスタンスが出力され、 ?... プロンプトが続きます。肯定応答(デフォルトの
肯定応答は y にオプションで何かを付加したものです)により、コマンドを実行しま
す。リターンを含め他のものならばすべて、その command 呼び出しをスキップしま
す。

-x 任意の引き数リストが size バイトより大きい場合、 xargs を終了させます。 -x は
オプション -i, -I, -l, および -L によって強行されます。オプション -i, -I, -l,

または -n のうちの何もコーディングされない場合、すべての引き数の全長は size

制限内でなければなりません。

-e[ eofstr ] eofstr が論理的なエンドオブファイル文字列と解釈されます。 -e と -E のどちらも
使われなければ、アンダースコア (_) を論理 EOF 文字列とします。空の文字列 ( "" )

として指定した eofstr がある値 -e は、論理 EOF 文字列機能(アンダースコアはリ
テラルとして扱われます)をオフにします。エンドオブファイル文字か論理 EOF 文字
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列のどちらかが現れるまで xargs は標準入力を読み込みます。

-E eofstr デフォルトのアンダースコア (_) に代わる論理エンド-オブ-ファイル文字列を指定し
ます。上の -e と等価です。

command がリターンコードとして−1を返すか、 command を実行できない場合、 xargs は終了します。
command がシェルプログラムである場合、偶然に−1を戻すことを回避する適切な値で明示的に終了しなけれ
ばなりません( sh(1) を参照)。

戻り値
xargs は、終了すると以下の値のうちいずれかを返します。

0 command のすべての command の呼び出しが正常終了した場合

1-125

command の1以上の command の呼び出しが正常終了しなかった場合

126 指定された command は、見つけられたが起動できませんでした。

127 指定された command が見つかりませんでした。

多言語化対応
環境変数

LC_CTYPE は、空白文字と、シングル／マルチバイト文字の解釈を決定します。

LC_MESSAGES は、 -p プロンプトオプションが指定されると、メッセージの表示に使われる言語と肯定応答
のローカル言語対応物を指定します。

LC_CTYPE または LC_MESSAGES が環境内で指定されていないか空白文字列に設定されている場合、未指定
または空白の各変数に対して LANG の値がデフォルトとして使われます。 LANG が指定されていないか空白
文字列に設定されている場合、 LANG の代わりに Cがデフォルトとして使われます( lang(5) を参照)。

国際化変数のどれかが無効な設定を含む場合、 xargs はすべての国際化変数が"C"に設定されているように
振る舞います。 environ(5) を参照してください。

サポートされる国際的コードセット
シングルバイトおよびマルチバイトの文字コードセットがサポートされます。

例
ディレクトリ $1 からディレクトリ $2 にすべてのファイルを移動し、移動させる前にそれぞれのmoveコマ
ンドをエコーします。

ls $1 | xargs -i -t mv $1/{} $2/{}

かっこでくくられたコマンドの出力を1行に結合し、ファイル log の終端に追加します。

(logname; date; echo $0 $*) | xargs >>log

カレントディレクトリのどのファイルをアーカイブするのかをユーザーに尋ね、一度にファイルを1つずつ
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arch にアーカイブします。

ls | xargs -p -l ar r arch

または、一度に多くのファイルをアーカイブする場合は以下のようにします。

ls | xargs -p -l | xargs ar r arch

シェルの引き数としてタイプされた連続する対の引き数に対し diff を実行します( diff (1) を参照)。

echo $* | xargs -n2 diff

参照
sh(1)

標準準拠
xargs: SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2
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名称
xstr − 共用文字列をインプリメントするためにCプログラムから文字列を抽出

構文
xstr [-c] [-] [ file ]

説明
xstr は、大きなプログラムの構成要素における文字列がハッシュ状に入っているファイル strings を保守
します。これらの文字列はこの共用領域に関して置き換えられます。これは共用定数文字列のインプリメント
に役立ちます。この文字列が読出し専用ならば、たいへん便利です。

コマンド

xstr -c name

は、 name のCソースから文字列を抽出し、文字列参照を、ある number を表す形式の式 (&xstr[num-

ber]) と置き換えます。 xstr の適切な宣言はファイルの先頭に置かれます。生成されるCテキストは、
ファイル x.c に書き込まれ、以降のコンパイルに利用できます。このファイルからの文字列は、このファイ
ルになければ、 strings データベースに書き込まれます。繰返し文字列および既存の文字列が接尾辞である
文字列の場合、データベースは変化しません。

大プログラムの全構成要素をコンパイルした後、共通の xstr スペースを宣言するファイル xs.c を、次の
コマンドによって作成できます。

xstr

次に、この xs.c ファイルをコンパイルし、プログラムの残りとともにロードする必要があります。可能なら
ば、配列は読出し専用(共用)状態にして、スペースおよびスワップオーバヘッドを節約できます。

xstr は単一のファイルにも使用できます。コマンド

xstr name

は、同じディレクトリの strings ファイルを使用したり、また影響を与えたりすることなくファイル x.c

および xs.c を以前と同様に作成します。

マクロ定義が文字列を生成するか、または実際には必要とされない文字列を含む条件コードがある場合、Cプ
リプッサの後で xstr を実行すると便利です。 xstr は引き数 - を与えると、標準入力から読み込みます。
Cプリプロセッサの後 xstr を実行するための適切なコマンドシーケンスは、以下のとおりです。

cc -E name.c | xstr -c -

cc -c x.c

mv x.o name.o

新しい項目を追加しない限り、 xstr はファイル strings にタッチしないため、 make は、実際に必要で
なければ、 xs.o の再作成を回避できます (make(1) を参照)。
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警告
文字列がデータベース内にある別の文字列の接尾辞部分であるのに、 xstr によって短い方の文字列が先に検
出された場合、長い文字列だけ収めれば十分であっても、文字列は両方ともデータベースに収められます。

著者
xstr はカリフォルニア大学バークレー校で開発されました。

ファイル
strings 文字列のデータベース

x.c マッサージ済みCソース

xs.c 配列の定義のためのCのソース xstr

/tmp/xs* 「xstr名」が strings にタッチしない場合の一時ファイル

参照
mkstr(1)
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名称
yes − 繰り返し肯定

構文
yes [ expletive ]

説明
yes は y を繰り返し出力します。 expletive を指定した場合は、 expletive が繰り返し出力されます。割込み
によって終了します。

著者
yes はカリフォルニア大学バークレー校で開発されました。
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名称
ypcat − ネットワーク情報サービスマップのすべての値をプリント

構文
ypcat [-k] [-t] [-d domain ] mname

特記事項
ネットワーク情報サービス (NIS) は、従来イエローページ (YP) として知られていたものです。 2 つの機能は
同じで、名前だけが変更されています。

説明
ypcat は、 mname によって指定されたネットワーク情報サービス (NIS) マップの値をすべてプリントしま
す。 mnameは mapname またはマップ nickname のいずれかです。マップ nickname は、NIS マップが参照
できる同義語です。値は1行に1つずつリストされます。

オプション
ypcat が認識するオプションは以下のとおりです。

-k それぞれの値の前に対応するキーをプリントします。このオプションは、 ypservers マップ
などのように値がヌルであったり、キーがその値の一部ではないようなマップを検査するの
に便利です。 /etc ( passwd および hosts などの)に ASCII バージョンを持つファイル
から得られたマップはこのカテゴリではありません。

-t マップ mickname をそれに対応する napname に変換しないようにします。例えば、 ypcat

-t passwd は、 passwd という名前のマップがないため異常終了します。他方、 ypcat

passwd は、 ypcat passwd.byname に変換されます。

-d domainname によって戻されるものとは別の domain を指定します( domainname(1) を参
照)。

-x NIS マップごとに nickname をリストするテーブルを表示します。

例
mapname が passwd.byname で、 nickname が passwd : であるネットワーク全体のパスワードデータ
ベースを表示するには、次のようにします。

ypcat passwd

著者
ypcat は Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

参照
domainname(1), ypmatch(1), ypserv(1M), ypfiles(4)
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名称
ypmatch − ネットワーク情報サービスマップ内で選択されたキーの値のプリント

構文
ypmatch [-k] [-t] [-d domain] key [key...] mname

ypmatch -x

特記事項
ネットワーク情報サービス (NIS) は、従来イエローページ (YP) として知られていたものです。名前は変更さ
れましたが、サービスの機能は変わりません。

説明
ypmatch は、 mname によって指定されたネットワーク情報サービス (NIS) マップ内の単一または複数の
キーと対応する値をプリントします。 mname は、 mapname またはマップ nickname のいずれかです。マッ
プ nickname は、 NISマップが参照できる同義語です。

複数のキーを指定すると、同じマップから各キーの条件がサーチされます。キーの大文字/小文字の区別および
長さがデータベースに格納されているものと同じである場合のみ、一致します。パターンマッチングは利用で
きません。キーが一致しなければ、診断メッセージがプリントされます。

オプション
ypmatch は以下のコマンドオプションを認識します。

-k キーに対応する値をプリントする前に、キーに続けてコロン (:) をプリントします。 (

ypservers マップと同様に) キーが値に含まれない場合や、多数のキーが指定されて出力が
わかりにくい場合に、このオプションは便利です。

-t マップの nickname がそれに対応する mapname に変換しないようにします。例えば、 yp-

match -t zippy passwd は、 passwd という名前のマップがないために異常終了しま
す。しかし、 ypmatch zippy passwd は、 ypmatch zippy passwd.byname に変換
されます。

-d domainname によって戻されるものとは別の domain を指定します( domainname(1) を参
照)。

-x nickname を NISマップごとにリストするテーブルを表示します。

著者
ypmatch は、Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

参照
domainname(1), ypcat(1), ypserv(1M), ypfiles(4)
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名称
yppasswd − ネットワーク情報サービス (NIS) におけるログインパスワードの変更

構文
yppasswd [name]

特記事項
ネットワーク情報サービス (NIS) は、従来イエローページ (YP) として知られていたものです。名前は変更さ
れましたが、サービスの機能は変わりません。

説明
yppasswd は、ネットワーク情報サービス (NIS) におけるログイン name に対応するパスワードを変更また
はインストールします。 NIS パスワードは、ユーザー身のマシンのものと異なってもかまいません。 name

を省略すると、 getlogin() によって戻される名前にデフォルトとして設定されます (getlogin(3C) を参
照)。

yppasswd は、古い NIS パスワード(これが存在しない場合でも)の入力を求め、新しいパスワード場合のは2

度求めます。変更が有効になるには、古いパスワードを正しく入力しなければなりません。新しいパスワード
が以下の構文要件に適合する確認が行われます。

• 最初の8文字のみ意味があります。

• パスワードは以下のような場合は最小4文字でもかまいません。

• 少なくとも1文字の特殊文字、または

• 数値、大文字、および小文字英字の混じったもの

• パスワードは以下の文字の混在である場合、最小5文字でもかまいません。

• 大文字/小文字の英字、または

• 数値、および大文字か小文字の英字

• 英字の大文字、または小文字のいずれかのみの場合は、パスワードは、少なくとも6文字でなけれ
ばなりません。

受け付けられない新規のパスワードを3回入力しようとすると、最初の規則を除いた規則は緩和されます。た
だし、ヌルのパスワードを入力することはできません。

name の所有者またはスーパーユーザーのみがパスワードを変更できます。

NIS パスワードを変更するには、マスター NIS passwdサーバー上でネットワーク情報サービスのパスワード
デーモン yppasswdd(1M) が動作していなければなりません。

警告
パスワードアップデート プロトコルは、古いパスワードと新しいパスワードを同時に、マスター NIS サー
バーに渡します。したがって、古い NIS パスワードが誤っている場合は、新しい NIS パスワードが正常に入
力されるまで示されません。
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yppasswd パスワード構文規則は、HP-UXの passwd コマンド ( passwd(1) を参照)のものとは異なりま
す。

このルーチンを呼び出すユーザーアプリケーションは、 /usr/include/librpcsvc.a とリンクされていな
ければなりません。例えば、

cc my_source.c -lrpcsvc とします。

著者
yppasswd は、Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

参照
id(1), passwd(1), su(1), yppasswdd(1M), getlogin(3C), yppasswd(3N), ypfiles(4)
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名称
ypwhich − どのホストがネットワーク情報サービスのサーバーまたはマップマスターかを示すリスト。

構文
ypwhich

ypwhich [-d domain ] [-V1 -V2] [ hostname ]

ypwhich [-d domain ] [-t] [-m [ mname ] ]

ypwhich -x

特記事項
ネットワーク情報サービス (NIS) は、従来イエローページ (YP) として知られていたものです。名前は変更さ
れましたが、サービスの機能は変わりません。

説明
ypwhich は、NIS クライアントに NIS サービスを提供するネットワーク情報サービス (NIS) サーバーのホ
スト名をリストします。また、 mname のマスターである NIS サーバーをプリントできます。 mname は
mapname またはマップ nickname のいずれかです。マップ nickname は、NIS マップが参照できる同義語で
す。

引き数なしで起動すると、 ypwhich は、NIS ローカルシステムにサービスを提供するサーバーのホスト名を
プリントします。 hostname を指定すると、そのシステムはどの NIS サーバーを使用しているかを判定する
ために問い合わせられます。

オプション
ypwhich は以下のコマンド行オプションおよび引き数を認識します。

-d domainname(1) によって戻されるものとは別の domain を指定します。

-V1 バージョン 1の NIS プロトコル対応クライアントプロセスにサービスを提供している
サーバーのリストを示します。

-V2 バージョン 2の NIS プロトコル対応クライアントプロセスにサービスを提供している
サーバーのリストを示します。

どちらのバージョンも指定しなければ、 ypwhich は、バージョン 2 (カレント) のサー
ビスを提供しているサーバーを特定します。ただし、バージョン 2 のサーバーがなけれ
ば、 ypwhich は、バージョン 1のサービスを提供しているサーバーを特定しようとし
ます。NIS サーバーおよび NIS クライアントは、ともに旧製品との互換性があるため、
ユーザーはどのバージョンが使用されているかを知っている必要はほとんどありませ
ん。

-t マップ nickname から対応する mapname への変換を禁止します。例えば、 ypwhich

-t -m passwd は、 passwd という名前のマップがないため異常終了します。他方、
ypwhich -m passwd は ypwhich -m passwd.byname に変換されます。 map-
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name が nickname と同じならば、このオプションは便利です(HP マップではありえま
せん)。

-m [ mname ]

マップのマスター NIS サーバーのリストを示します。 hostname は、 -m で指定するこ
とはできません。 mname は、 mapname またはマップ nickname であることが可能で
す。 mname を省略すると、使用可能なマップおよびマスター NIS サーバーの対応ホス
ト名の完全なリストが生成されます。

-x は、NIS マップごとに nickname をリストにしたテーブルを表示します。

著者
ypwhich は、Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

参照
domainname(1), ypserv(1M), ypset(1M), ypfiles(4)
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