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3. 当社は、お客様の誤った操作に起因する損害については、責任を負いかねますのでご了承く

ださい。
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たしかねます。また、備品、性能などに関連した損傷についても保証いたしかねます。
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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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intro(3C): intro…………………………………………………………………………サブルーチンおよびライブラリの概要 
__uc_get_ar(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_ar_bsp(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_ar_bspstore(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_ar_ccv(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_ar_csd(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_ar_ec(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス……………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_ar_fpsr(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_ar_lc(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス……………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_ar_pfs(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_ar_rsc(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_ar_ssd(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_ar_unat(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_brs(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス………………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_cfm(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス………………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_cr(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_ed(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_frs(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス………………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_grs(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス………………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_ip(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_prs(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス………………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_reason(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_rsebs(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス……………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_rsebs64(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………uc_access(3)参照 
__uc_get_um(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………………uc_access(3)参照 
__uc_set_ar(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………………uc_access(3)参照 
__uc_set_ar_ccv(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………uc_access(3)参照 
__uc_set_ar_csd(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………uc_access(3)参照 
__uc_set_ar_ec(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス……………………………………uc_access(3)参照 
__uc_set_ar_lc(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス……………………………………uc_access(3)参照 
__uc_set_ar_pfs(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………uc_access(3)参照 
__uc_set_ar_rsc(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………uc_access(3)参照 
__uc_set_ar_ssd(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………uc_access(3)参照 
__uc_set_ar_unat(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………uc_access(3)参照 
__uc_set_brs(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス………………………………………uc_access(3)参照 
__uc_set_cfm(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス………………………………………uc_access(3)参照 
__uc_set_ed(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………………uc_access(3)参照 
__uc_set_brs(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス………………………………………uc_access(3)参照 
__uc_set_frs(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス………………………………………uc_access(3)参照 
__uc_set_grs(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス………………………………………uc_access(3)参照 
__uc_set_ip(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………………uc_access(3)参照 
__uc_set_prs(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス………………………………………uc_access(3)参照 
__uc_set_rsebs(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス……………………………………uc_access(3)参照 
__uc_set_rsebs64(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………uc_access(3)参照 
__uc_set_um(): ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス…………………………………………uc_access(3)参照 
_ldecvt(): long-double 浮動小数点数値の文字列への変換……………………………………………………ldcvt(3C)参照 
_ldfcvt(): long-double 浮動小数点数値の文字列への変換……………………………………………………ldcvt(3C)参照 
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_ldgcvt(): long-double 浮動小数点数値の文字列への変換……………………………………………………ldcvt(3C)参照 
_longjmp(): 非ローカルの goto………………………………………………………………………………setjmp(3C)参照 
_longjmp(): 保存されている非ローカルの goto のスタック環境を復旧………………………………setjmp(3S)参照 
_nis_map_group(): NIS+ グループの操作関数…………………………………………………………nis_groups(3N)参照 
_pututline(): utmp ファイルエントリーへのアクセス………………………………………………………getut(3C)参照 
_setjmp(): 非ローカルの goto……………………………………………………………………………………setjmp(3C)参照 
_setjmp(): 非ローカルの goto のスタック環境を保存………………………………………………………setjmp(3S)参照 
_tolower(): 文字の変換………………………………………………………………………………………………conv(3C)参照 
_toupper(): 文字の変換………………………………………………………………………………………………conv(3C)参照 
_UNW_clear():アンワインドライブラリ データ構造体の値の操作………………………_UNW_currentContext(3X)参照 
_UNW_clearAlertCode(): アンワインドライブラリのデータ構造内の値の取り出し…………_UNW_getGR(3X)参照 
_UNW_createContext(): アンワインドライブラリデータ構造の割り当てと割り当て解除………………………………… 

 …………………………………………………………………………………_UNW_createContextForSelf(3X)参照 
_UNW_createContextForSelf(3X): _UNW_createContextForSelf(), _UNW_createContext(), 
 _UNW_destroyContext()…………………アンワインドライブラリデータ構造の割り当てと割り当て解除 

_UNW_currentContext(3X): _UNW_currentContext(), _UNW_clear(), _UNW_jmpbufContext(), 
 _UNW_setAR(), _UNW_setBR(), _UNW_setCFM(), _UNW_setFR(), _UNW_setGR(),  
 _UNW_setGR_NaT(), _UNW_setIP(), _UNW_setPR(), _UNW_setPreds(), _UNW_step(),  
 _UNW_FR_PhysicalNumber(), _UNW_GR_PhysicalNumber(), _UNW_PR_PhysicalNumber()…………… 

 …………………………………………………………………アンワインドライブラリ データ構造体の値の操作 

_UNW_destroyContext(): アンワインドライブラリデータ構造の割り当てと割り当て解除……………………………… 

 …………………………………………………………………………………_UNW_createContextForSelf(3X)参照 
_UNW_FR_PhysicalNumber():アンワインドライブラリ データ構造体の値の操作…_UNW_currentContext(3X)参照 
_UNW_getAlertCode(): アンワインドライブラリのデータ構造内の値の取り出し………………_UNW_getGR(3X)参照 
_UNW_getAR(): アンワインドライブラリのデータ構造内の値の取り出し…………………………_UNW_getGR(3X)参照 
_UNW_getBR(): アンワインドライブラリのデータ構造内の値の取り出し…………………………_UNW_getGR(3X)参照 
_UNW_getCFM(): アンワインドライブラリのデータ構造内の値の取り出し………………………_UNW_getGR(3X)参照 
_UNW_getFR(): アンワインドライブラリのデータ構造内の値の取り出し…………………………_UNW_getGR(3X)参照 
_UNW_getGR(3X): _UNW_getGR(), _UNW_getAR(), _UNW_getAlertCode(), _UNW_getBR(), _UNW_getCFM(), 
 _UNW_getFR(), _UNW_getGR_NaT(), _UNW_getIP(), _UNW_getKernelSavedContext(), 
 _UNW_getPR(), _UNW_getPreds(), _UNW_clearAlertCode()………………………………………………… 
 ………………………………………………………………アンワインドライブラリのデータ構造内の値の取り出し 

_UNW_getGR_NaT(): アンワインドライブラリのデータ構造内の値の取り出し…………………_UNW_getGR(3X)参照 
_UNW_getIP(): アンワインドライブラリのデータ構造内の値の取り出し…………………………_UNW_getGR(3X)参照 
_UNW_getKernelSavedContext(): アンワインドライブラリのデータ構造内の値の取り出し………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………_UNW_getGR(3X)参照 
_UNW_getPR(): アンワインドライブラリのデータ構造内の値の取り出し…………………………_UNW_getGR(3X)参照 
_UNW_getPreds(): アンワインドライブラリのデータ構造内の値の取り出し……………………_UNW_getGR(3X)参照 
_UNW_GR_PhysicalNumber():アンワインドライブラリ データ構造体の値の操作…_UNW_currentContext(3X)参照 
_UNW_jmpbufContext():アンワインドライブラリ データ構造体の値の操作………_UNW_currentContext(3X)参照 
_UNW_PR_PhysicalNumber():アンワインドライブラリ データ構造体の値の操作…_UNW_currentContext(3X)参照 
_UNW_setAR():アンワインドライブラリ データ構造体の値の操作……………………_UNW_currentContext(3X)参照 
_UNW_setBR():アンワインドライブラリ データ構造体の値の操作……………………_UNW_currentContext(3X)参照 
_UNW_setCFM():アンワインドライブラリ データ構造体の値の操作……………………_UNW_currentContext(3X)参照 
_UNW_setFR():アンワインドライブラリ データ構造体の値の操作……………………_UNW_currentContext(3X)参照 
_UNW_setGR():アンワインドライブラリ データ構造体の値の操作……………………_UNW_currentContext(3X)参照 
_UNW_setGR_NaT():アンワインドライブラリ データ構造体の値の操作……………_UNW_currentContext(3X)参照 
_UNW_setIP():アンワインドライブラリ データ構造体の値の操作……………………_UNW_currentContext(3X)参照 
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_UNW_setPR():アンワインドライブラリ データ構造体の値の操作……………………_UNW_currentContext(3X)参照 
_UNW_setPreds():アンワインドライブラリ データ構造体の値の操作………………_UNW_currentContext(3X)参照 
_UNW_STACK_TRACE(): アンワインドライブラリを使ったプロシージャコールスタックのバックトレース情報の出力 
 ……………………………………………………………………………………………_U_STACK_TRACE(3X)参照 
_UNW_step():アンワインドライブラリ データ構造体の値の操作………………………_UNW_currentContext(3X)参照 
a64l(3C): a64l(), l64a(), l64a_r()………………………………………long 整数と 64 進の ASCII 文字列間の変換 
abort(3C): abort()……………………………………………………………………ソフトウェア アボートフォルトの生成 
abs(3C): abs(), labs()……………………………………………………………………………整数の絶対値のリターン 
aclentrystart(): 文字列形式からアクセス制御リスト (ACL) 構造体への変換………………………strtoacl(3C)参照 
aclsort(3C): aclsort()……………………………………………アクセス制御リストのソート(JFSファイルシステムのみ) 
acltostr(3C): acltostr()………………………………………アクセス制御リスト (ACL) 構造体の文字列形式への変換 
acos(3M): acos(), acosf(), acosl(), acosw(), acosq()………………………………………………………逆余弦関数 
acosd(3M): acosd(), acosdf(), acosdl(), acosdq(), acosdw()…………………………………度による逆余弦関数 
acosdf(): 度による逆余弦関数 (float)……………………………………………………………………………acosd(3M)参照 
acosdl(): 度による逆余弦関数 (long double)……………………………………………………………………acosd(3M)参照 
acosdq():度による逆余弦関数 (quad)……………………………………………………………………………acosd(3M)参照 
acosdw():度による逆余弦関数 (extended)………………………………………………………………………acosd(3M)参照 
acosf(): 逆余弦関数 (float) ………………………………………………………………………………………acos(3M)参照 
acosh(3M): acosh(), acoshf(), acoshl(), acoshq(), acoshw()……………………………………逆双曲線余弦関数 
acoshf(): 逆双曲線余弦関数 (float)………………………………………………………………………………acosh(3M)参照 
acoshl(): 逆双曲線余弦関数 (long double)………………………………………………………………………acosh(3M)参照 
acoshq(): 逆双曲線余弦関数 (quad)………………………………………………………………………………acosh(3M)参照 
acoshw(): 逆双曲線余弦関数 (extended)…………………………………………………………………………acosh(3M)参照 
acosl(): 逆余弦関数 (long double)…………………………………………………………………………………acos(3M)参照 
acosq(): 逆余弦関数 (quad)…………………………………………………………………………………………acos(3M)参照 
acosw(): 逆余弦関数 (extended)……………………………………………………………………………………acos(3M)参照 
acpm_getenvattrs(): ACPS サービスプロバイダ インタフェース………………………………………acps_spi(3)参照 
acpm_getobj(): ACPS サービスプロバイダ インタフェース………………………………………………acps_spi(3)参照 
acpm_getobjattrs(): ACPS サービスプロバイダ インタフェース………………………………………acps_spi(3)参照 
acpm_getop(): ACPS サービスプロバイダ インタフェース…………………………………………………acps_spi(3)参照 
acpm_getopattrs(): ACPS サービスプロバイダ インタフェース…………………………………………acps_spi(3)参照 
acpm_getsubattrs(): ACPS サービスプロバイダ インタフェース………………………………………acps_spi(3)参照 
acpm_getsubcreds(): ACPS サービスプロバイダ インタフェース………………………………………acps_spi(3)参照 
acpm_getsubid(): ACPS サービスプロバイダ インタフェース……………………………………………acps_spi(3)参照 
acps(3): acps………………………………………………………………………………………アクセス制御ポリシースイッチ 

acps_addenvattr(): ACPS アプリケーション プログラミングインタフェース…………………………acps_api(3)参照 
acps_addobjattr(): ACPS アプリケーション プログラミングインタフェース…………………………acps_api(3)参照 
acps_addopattr(): ACPS アプリケーション プログラミングインタフェース…………………………acps_api(3)参照 
acps_addsubattr(): ACPS アプリケーション プログラミングインタフェース…………………………acps_api(3)参照 
acps_addsubcred(): ACPS アプリケーション プログラミングインタフェース…………………………acps_api(3)参照 
acps_api(3): acps_addenvattr(), acps_addobjattr(), acps_addopattr(), acps_addsubattr(), 
 acps_addsubcred(), acps_checkauth(), acps_end(), acps_setobj(), acps_setop(), 
 acps_setsubid(), acps_start()………………ACPS アプリケーション プログラミングインタフェース 
acps_checkauth(): ACPS アプリケーション プログラミングインタフェース…………………………acps_api(3)参照 
acps_end(): ACPS アプリケーション プログラミングインタフェース……………………………………acps_api(3)参照 
acps_setobj(): ACPS アプリケーション プログラミングインタフェース………………………………acps_api(3)参照 
acps_setop(): ACPS アプリケーション プログラミングインタフェース…………………………………acps_api(3)参照 
acps_setsubid(): ACPS アプリケーション プログラミングインタフェース……………………………acps_api(3)参照 
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acps_spi(3): acpm_getenvattrs(), acpm_getobj(), acpm_getobjattrs(), acpm_getop(),  
 acpm_getsubid(), acpm_getopattrs(), acpm_getsubattrs(), acpm_getsubcreds()…………… 

 …………………………………………………………………………ACPS サービスプロバイダ インタフェース 
acps_start(): ACPS サービスプロバイダ インタフェース…………………………………………………acps_api(3)参照 
add_wch(3X): add_wch(), mvadd_wch(), mvwadd_wch(), wadd_ch()……………………………………………………… 

………………………………………………………………………複情報文字および修飾情報のウィンドウへの追加 
add_wchnstr(3X): add_wchnstr(), add_wchstr(), mvadd_wchnstr(), mvadd_wchstr(), mvwadd_wchnstr(), 
 mvwadd_wchstr(), wadd_wchnstr(), wadd_wchstr()…………………………………………………………… 

………………………………………………………………複情報文字および修飾情報の配列のウィンドウへの追加 
add_wchstr(): 複情報文字および修飾情報の配列のウィンドウへの追加…………………………add_wchnstr(3X)参照 
addch(3X): addch(), mvaddch(), mvwaddch(), waddch()…………………………………………………………………… 
 ……………………………………………1バイト文字と修飾情報をウィンドウに追加して、カーソルを進める 
addchnstr(3X): addchnstr(), mvaddchnstr(), mvwaddchnstr(), waddchnstr()……………………………………

 ………………………………1バイト文字からなる長さが制限された文字列と修飾情報のウィンドウへの追加 

addchstr(3X): addchstr(), mvaddchstr(), mvwaddchstr(), waddchstr()……………………………………………

 ……………………………………………………1バイト文字からなる文字列と修飾情報のウィンドウへの追加 

addmntent(): 開いているファイルシステム記述子ファイルへのエントリーの追加…………………getmntent(3X)参照 
addnstr(3X): addnstr(), addstr(), mvaddnstr(), mvaddstr(), mvwaddnstr(), mvwaddstr(), waddnstr(),  

waddstr()………修飾情報のないマルチバイト文字からなる文字列をウィンドウに追加し、カーソルを進める 
addnwstr(3X): addnwstr(), addwstr(), mvaddnwstr(), mvaddwstr(), mvwaddnwstr(), mvwaddwstr(),  

waddnwstr(), waddwstr()……ワイドキャラクタからなる文字列をウィンドウに追加し、カーソルを進める 
addsev(3C): addsev()……………………………………………………………フォーマットルーチンに対する重大度の強化 
addstr(): 修飾情報のないマルチバイト文字からなる文字列をウィンドウに追加し、カーソルを進める………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………addnstr(3X)参照 
addwstr(): ワイドキャラクタからなる文字列をウィンドウに追加し、カーソルを進める……………addnwstr(3X)参照 
ADVANCE(): 16ビット文字処理用ツール……………………………………………………………………nl_tools_16(3X)参照 
advance(): 正規表現 サブストリングの比較ルーチン………………………………………………………regexp(3X)参照 
alloca(): メインメモリー割り当て………………………………………………………………………………malloc(3C)参照 
alphasort(): ディレクトリへのポインターの配列をソート………………………………………………scandir(3C)参照 
annuity(3M): annuity(), annuityf(), annuityl(), annuityw(), annuityq()……年金の現在の評価ファクター 
annuityf(): 年金の現在の評価ファクター (float)……………………………………………………………annuity(3M)参照 
annuityl(): 年金の現在の評価ファクター (long double)……………………………………………………annuity(3M)参照 
annuityq(): 年金の現在の評価ファクター (quad)……………………………………………………………annuity(3M)参照 
annuityw(): 年金の現在の評価ファクター (extended)………………………………………………………annuity(3M)参照 
asctime(): 日付と時刻の文字列への変換…………………………………………………………………………ctime(3C)参照 
asctime_r(): 日付と時刻の文字列への変換 ……………………………………………………………………ctime(3C)参照 
asin(3M): asin(), asinf(), asinl(), asinw(), asinq()………………………………………………………逆正弦関数 
asind(3M): asind(), asindf(), asindl(), asindw(), asindq()…………………………………度による逆正弦関数 
asindf(): 度による逆正弦関数 (float)……………………………………………………………………………asind(3M)参照 
asindl(): 度による逆正弦関数 (long double)……………………………………………………………………asind(3M)参照 
asindq(): 度による逆正弦関数 (quad)……………………………………………………………………………asind(3M)参照 
asindw(): 度による逆正弦関数 (extended)………………………………………………………………………asind(3M)参照 
asinf(): 逆正弦関数 (float)…………………………………………………………………………………………asin(3M)参照 
asinh(3M): asinh(), asinhf(), asinhl(), asinhw(), asinhq()……………………………………逆双曲線正弦関数 
asinhf(): 逆双曲線正弦関数 (float)………………………………………………………………………………asinh(3M)参照 
asinhl(): 逆双曲線正弦関数 (long double)………………………………………………………………………asinh(3M)参照 
asinhq(): 逆双曲線正弦関数 (quad)………………………………………………………………………………asinh(3M)参照 
asinhw(): 逆双曲線正弦関数 (extended)…………………………………………………………………………asinh(3M)参照 
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asinl(): 逆正弦関数 (long double)…………………………………………………………………………………asin(3M)参照 
asinq(): 逆正弦関数 (quad)…………………………………………………………………………………………asin(3M)参照 
asinw(): 逆正弦関数 (extended)……………………………………………………………………………………asin(3M)参照 
assert(3X): assert()……………………………………………………………………………プログラムアサーションの照合 
atan(3M): atan(), atanf(), atanl(), atanq(), atanw()……………………………………………………逆正接関数 
atan2(3M): atan2(), atan2f(), atan2l(), atan2q(), atan2w()………………………………………逆正接/象限関数 
atan2d(3M): atan2d(), atan2df(), atan2dl(), atan2dq(), atan2dw()…………………度による逆正接/象限関数 
atan2df(): 度による逆正接/象限関数 (float)…………………………………………………………………atan2d(3M)参照 
atan2dl(): 度による逆正接/象限関数 (long double)…………………………………………………………atan2d(3M)参照 
atan2dq(): 度による逆正接/象限関数 (quad)…………………………………………………………………atan2d(3M)参照 
atan2dw(): 度による逆正接/象限関数 (extended)……………………………………………………………atan2d(3M)参照 
atan2f(): 逆正接/象限関数 (float)…………………………………………………………………………………atan2(3M)参照 
atan2l(): 逆正接/象限関数 (long double)…………………………………………………………………………atan2(3M)参照 
atan2q(): 逆正接/象限関数 (quad)…………………………………………………………………………………atan2(3M)参照 
atan2w(): 逆正接/象限関数 (extended)……………………………………………………………………………atan2(3M)参照 
atand(3M): atand(), atandf(), atandl(), atandq(), atandw()…………………………………度による逆正接関数 
atandf(): 度による逆正接関数 (float)……………………………………………………………………………atand(3M)参照 
atandl(): 度による逆正接関数 (long double)……………………………………………………………………atand(3M)参照 
atandq(): 度による逆正接関数 (quad)……………………………………………………………………………atand(3M)参照 
atandw(): 度による逆正接関数 (extended)………………………………………………………………………atand(3M)参照 
atanf(): 逆正接関数 (float)…………………………………………………………………………………………atan(3M)参照 
atanh(3M): atanh(), atanhf(), atanhl(), atanhq(), atanhw()……………………………………逆双曲線正接関数 
atanhf(): 逆双曲線正接関数 (float)………………………………………………………………………………atanh(3M)参照 
atanhl(): 逆双曲線正接関数 (long double)………………………………………………………………………atanh(3M)参照 
atanhq(): 逆双曲線正接関数 (quad)………………………………………………………………………………atanh(3M)参照 
atanhw(): 逆双曲線正接関数 (extended)…………………………………………………………………………atanh(3M)参照 
atanl(): 逆正接関数 (long double)…………………………………………………………………………………atan(3M)参照 
atanq(): 逆正接関数 (quad)…………………………………………………………………………………………atan(3M)参照 
atanw(): 逆正接関数 (extended)……………………………………………………………………………………atan(3M)参照 
atexit(3): atexit()…………………………………………………………………プログラムの終了時に呼び出す関数を登録 
atof(): 文字列を倍精度数に変換…………………………………………………………………………………strtod(3C)参照 
atoi(): 文字列を整数に変換………………………………………………………………………………………strtol(3C)参照 
atol(): 文字列を整数に変換………………………………………………………………………………………strtol(3C)参照 
attr_get(3X): attr_get(), attr_off(), attr_on(), attr_set(), color_set(), wattr_get(), wattr_off(), 
 wattr_on(), wattr_set(), wcolor_set()……………………………………………ウィンドウ属性制御関数 
attr_off(): ウィンドウ属性制御関数…………………………………………………………………………attr_get(3X)参照 
attr_on(): ウィンドウ属性制御関数……………………………………………………………………………attr_get(3X)参照 
attr_set(): ウィンドウ属性制御関数…………………………………………………………………………attr_get(3X)参照 
attroff(3X): attroff(), attron(), attrset(), wattroff(), wattron(), wattrset()… 

…………………………………………………………………………………………制限付きウィンドウ属性制御関数 
attron(): 制限付きウィンドウ属性制御関数……………………………………………………………………attroff(3X)参照 
attrset(): 制限付きウィンドウ属性制御関数…………………………………………………………………attroff(3X)参照 
auth_destroy(): クライアント側のリモートプロシージャコール認証のためのライブラリルーチン……………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………rpc_clnt_auth(3N)参照 
authdes_create(): RPC 用の旧ライブラリルーチン………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
authdes_getucred(): Secure RPC のライブラリルーチン……………………………………………secure_rpc(3N)参照 
authdes_seccreate(): Secure RPC のライブラリルーチン…………………………………………secure_rpc(3N)参照 
authnone_create(): クライアント側のリモートプロシージャコール認証のためのライブラリルーチン………………… 



目次 
Vol. 6&7 

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

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

 ……………………………………………………………………………………………………rpc_clnt_auth(3N)参照 
authsys_create(): クライアント側のリモートプロシージャコール認証のためのライブラリルーチン…………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………rpc_clnt_auth(3N)参照 
authsys_create_default(): クライアント側のリモートプロシージャコール認証のためのライブラリルーチン……… 
 ……………………………………………………………………………………………………rpc_clnt_auth(3N)参照 
authunix_create(): RPC 用の旧ライブラリルーチン………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
authunix_create_default(): RPC 用の旧ライブラリルーチン…………………………………………rpc_soc(3N)参照 
basename(3C): basename(), dirname()………………………………………………………………パス名構成要素の抽出 
baudrate(3X): baudrate()………………………………………………………………………………端末のボーレートの取得 
bcmp(): BSD のメモリー比較……………………………………………………………………………………memory(3C)参照 
bcopy(): BSD メモリーコピー……………………………………………………………………………………memory(3C)参照 
beep(3X): beep()………………………………………………………………………………………………………音響シグナル 
bgets(3G): bgets()…………………………………………………………………次の区切り記号までストリームを読み込む 
bigcrypt(3C): bigcrypt()………………………………………………………………………大きい文字列のハッシュ暗号化 
bindresvport(3N): bindresvport()……………………………………………………ソケットを特権IPポートにバインド 
bkgd(3X): bkgd(), bkgdset(), getbkgd(), wbkgd(), wbkgdset()………………………………………………………

 ………………………………1バイト文字を使用したバックグラウンド文字および修飾情報の設定または取得 
bkgd(): 1バイト文字を使用したバックグラウンド文字および修飾情報の設定または取得…………………bkgd(3X)参照 
bkgdset(): 1バイト文字を使用したバックグラウンド文字および修飾情報の設定または取得……………bkgd(3X)参照 
bkgrnd(3X): bkgrnd(), bkgrndset(), getbkgrnd(), wbkgrnd(), wbkgrndset(), wgetbkgrnd()………………

 ……………………………………………………複情報文字を使用したバックグラウンド文字の設定または取得 
bkgrnd(): 複情報文字を使用したバックグラウンド文字の設定または取得………………………………bkgrnd(3X)参照 
bkgrndset(): 複情報文字を使用したバックグラウンド文字の設定または取得……………………………blmode(3C)参照 
blclose(): 複情報文字を使用したバックグラウンド文字の設定または取得………………………………blmode(3C)参照 
blget(): 複情報文字を使用したバックグラウンド文字の設定または取得…………………………………blmode(3C)参照 
blmode(3C): blopen(), blclose(), blread(), blget(), blset()…………………………………………………… 

………………………………………………………………ターミナル ブロックモード ライブラリインタフェース 
blopen() :ターミナル ブロックモード ライブラリインタフェース………………………………bkgrnd(3X)参照 
blread(): 複情報文字を使用したバックグラウンド文字の設定または取得………………………………blmode(3C)参照 
blset(): 複情報文字を使用したバックグラウンド文字の設定または取得…………………………………blmode(3C)参照 
border(3X): border(), wborder()…………………………………………………1バイト文字および修飾情報で枠線を引く 
border_set(3X): border_set, wborder_set()……………………………………複情報文字および修飾情報で枠線を引く 
box(3X): box()…………………………………………………………………………1バイト文字および修飾情報で枠線を引く 
box_set(3X): box_set()………………………………………………………………複情報文字および修飾情報で枠線を引く 
bsd_signal(3C): bsd_signal()………………………………………………………………………簡略化されたシグナル機能 
bsdproc(3C): killpg(), getpgrp(), setpgrp(), signal(), sigvec()………4.2 BSDとの互換プロセス制御機能 
bsearch(3C): bsearch()………………………………………………………………………ソートテーブルのバイナリサーチ 
btowc(3C): btowc(), wctob()…………………………………シングルバイト キャラクタとワイド キャラクタ間の変換 
btowc(): シングルバイト キャラクタとワイド キャラクタ間の変換………………………………………btowc(3C)参照 
bufsplit(3G): bufsplit()…………………………………………………………………バッファーをフィールドに分割する 
bwtmps(3C): bwtmpname(), updatebwdb(), getbwent(), setbwent(), endbwent()………………………………… 
 ……………………………………………………wtmps と btmps データベースへのアクセスと更新ルーチン 
byteorder(3N): htonl(), htons(), ntohl(), ntohs()……………………………………………………………………

 …………………………………………ホスト バイトオーダとネットワーク バイトオーダとの間での値の変換 
byte_status(), BYTE_STATUS(): 16ビット文字処理用ツール…………………………………………nl_tools_16(3X)参照 
bzero(): メモリー操作…………………………………………………………………………………………memory(3C)参照 
c_colwidth(), C_COLWIDTH(): 16ビット文字処理用ツール…………………………………………nl_tools_16(3X)参照 
cabs(3M): cabs(), cabsf(), cabsl(), cabsw(), cabsq()……………………………………………複素数の絶対値関数 
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cabsf(): 複素数の絶対値関数 (float)……………………………………………………………………………cabs(3M)参照 
cabsl(): 複素数の絶対値関数 (long double)……………………………………………………………………cabs(3M)参照 
cabsq(): 複素数の絶対値関数 (quad)……………………………………………………………………………cabs(3M)参照 
cabsw(): 複素数の絶対値関数 (extended)…………………………………………………………………………cabs(3M)参照 
cacos(3M): cacos(), cacosf(), cacosl(), cacosw(), cacosq()……………………………………複素数の逆余弦関数 

cacosf(): 複素数の逆余弦関数 (float)……………………………………………………………………………cacos(3M)参照 
cacosh(3M): cacosh(), cacoshf(), cacoshl(), cacoshw(), cacoshq()…………………複素数の逆双曲線余弦関数 

cacoshf(): 複素数の逆双曲線余弦関数 (float)…………………………………………………………………cacosh(3M)参照 
cacoshl(): 複素数の逆双曲線余弦関数 (long double)…………………………………………………………cacosh(3M)参照 
cacoshq(): 複素数の逆双曲線余弦関数 (quad)…………………………………………………………………cacosh(3M)参照 
cacoshw(): 複素数の逆双曲線余弦関数 (extended)……………………………………………………………cacosh(3M)参照 
cacosl(): 複素数の逆余弦関数 (longdouble)……………………………………………………………………cacos(3M)参照 
cacosq(): 複素数の逆余弦関数 (quad)……………………………………………………………………………cacos(3M)参照 
cacosw(): 複素数の逆余弦関数 (extended)………………………………………………………………………cacos(3M)参照 
calloc(): 配列のためのメモリーを確保する…………………………………………………………………malloc(3C)参照 
callrpc(): RPC 用の旧ライブラリルーチン……………………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
can_change_color(3X): can_change_color(), color_content(), has_colors(), init_color(),  

init_pair(), start_color(), pair_content()……………………………………………………色操作関数 
carg(3M): carg(), cargf(), cargl(), cargw(), cargq()………………… 複素数の変関数 (位相角関数ともいう) 

cargf(): 複素数の変関数 (float)……………………………………………………………………………………carg(3M)参照 
cargl(): 複素数の変関数 (longdouble)……………………………………………………………………………carg(3M)参照 
cargq(): 複素数の変関数 (quad)……………………………………………………………………………………carg(3M)参照 
cargw(): 複素数の変関数 (extended)………………………………………………………………………………carg(3M)参照 
casin(3M): casin(), casinf(), casinl(), casinw(), casinq()……………………………………複素数の逆正弦関数 

casinf(): 複素数の逆正弦関数 (float)……………………………………………………………………………casin(3M)参照 
casinh(3M): casinh(), casinhf(), casinhl(), casinhw(), casinhq()…………………複素数の逆双曲線正弦関数 

casinhf(): 複素数の逆双曲線正弦関数 (float)…………………………………………………………………casinh(3M)参照 
casinhl(): 複素数の逆双曲線正弦関数 (long double)………………………………………………………casinh(3M)参照 
casinhq(): 複素数の逆双曲線正弦関数 (quad)………………………………………………………………casinh(3M)参照 
casinhw(): 複素数の逆双曲線正弦関数 (extended)……………………………………………………………casinh(3M)参照 
casinl(): 複素数の逆正弦関数 (longdouble)……………………………………………………………………casin(3M)参照 
casinq(): 複素数の逆正弦関数 (quad)……………………………………………………………………………casin(3M)参照 
casinw(): 複素数の逆正弦関数 (extended)………………………………………………………………………casin(3M)参照 
catan(3M): catan(), catanf(), catanl(), catanw(), catanq()……………………………………複素数の逆正接関数 

catanf(): 複素数の逆正接関数 (float)……………………………………………………………………………catan(3M)参照 
catanh(3M): catanh(), catanhf(), catanhl(), catanhw(), catanhq()…………………複素数の逆双曲線正接関数 

catanhf(): 複素数の逆双曲線正接関数 (float)…………………………………………………………………catanh(3M)参照 
catanhl(): 複素数の逆双曲線正接関数 (longdouble)…………………………………………………………catanh(3M)参照 
catanhq(): 複素数の逆双曲線正接関数 (quad)…………………………………………………………………catanh(3M)参照 
catanhw(): 複素数の逆双曲線正接関数 (extended)……………………………………………………………catanh(3M)参照 
catanl(): 複素数の逆正接関数 (longdouble)……………………………………………………………………catan(3M)参照 
catanq(): 複素数の逆正接関数 (quad)……………………………………………………………………………catan(3M)参照 
catanw(): 複素数の逆正接関数 (extended)………………………………………………………………………catan(3M)参照 
catclose(): NLS メッセージカタログを読むためにクローズする……………………………………………carg(3C)参照 
catgets(3C): catgets()………………………………………………………………………プログラムメッセージの読み込み 
catopen(3C): catopen(), catclose()……………………………メッセージカタログを読むためのオープン とクローズ 
cbreak(3X): cbreak(), nocbreak(), noraw(), raw()…………………………………………………入力モード制御関数 
cbrt(3M): cbrt(), cbrtf(), cbrtl(), cbrtw(), cbrtq()………………………………………………………立方根関数 
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cbrtf(): 立方根関数 (float)…………………………………………………………………………………………cbrt(3M)参照 
cbrtl(): 立方根関数 (longdouble)…………………………………………………………………………………cbrt(3M)参照 
cbrtq(): 立方根関数 (quad)…………………………………………………………………………………………cbrt(3M)参照 
cbrtw(): 立方根関数 (extended)……………………………………………………………………………………cbrt(3M)参照 
ccos(3M): ccos(), ccosf(), ccosl(), ccosw(), ccosq()………………………………………………複素数の余弦関数 

ccosf(): 複素数の余弦関数 (float)…………………………………………………………………………………ccos(3M)参照 
ccosh(3M): ccosh(), ccoshf(), ccoshl(), ccoshw(), ccoshq()………………………………複素数の双曲線余弦関数 

ccoshf(): 複素数の双曲線余弦関数 (float)………………………………………………………………………ccosh(3M)参照 
ccoshl(): 複素数の双曲線余弦関数 (longdouble)………………………………………………………………ccosh(3M)参照 
ccoshq(): 複素数の双曲線余弦関数 (quad)………………………………………………………………………ccosh(3M)参照 
ccoshw(): 複素数の双曲線余弦関数 (extended)…………………………………………………………………ccosh(3M)参照 
ccosl(): 複素数の余弦関数 (longdouble)…………………………………………………………………………ccos(3M)参照 
ccosq(): 複素数の余弦関数 (quad)…………………………………………………………………………………ccos(3M)参照 
ccosw(): 複素数の余弦関数 (extended)……………………………………………………………………………ccos(3M)参照 
ceil(3M): ceil(), ceilf(), ceill(), ceilw(), ceilq()………………………………………………切り上げ丸め関数 
ceilf(): 切り上げ丸め関数 (float)…………………………………………………………………………………ceil(3M)参照 
ceill(): 切り上げ丸め関数 (longdouble)……………………………………………………………………………ceil(3M)参照 
ceilq(): 切り上げ丸め関数 (quad)…………………………………………………………………………………ceil(3M)参照 
ceilw(): 切り上げ丸め関数 (extended)………………………………………………………………………………ceil(3M)参照 
cexp(3M): cexp(), cexpf(), cexpl(), cexpw(), cexpq()………………………………………………複素数の指数関数 

cexp10(3M): cexp10(), cexp10f(), cexp10l(), cexp10w(), cexp10q()………複素数の、10 を底とする指数関数 

cexp10f(): 複素数の、10 を底とする指数関数………………………………………………………………cexp10(3M)参照 
cexp10l(): 複素数の、10 を底とする指数関数………………………………………………………………cexp10(3M)参照 
cexp10q(): 複素数の、10 を底とする指数関数………………………………………………………………cexp10(3M)参照 
cexp10w(): 複素数の、10 を底とする指数関数………………………………………………………………cexp10(3M)参照 
cexp2(3M): cexp2(), cexp2f(), cexp2l(), cexp2w(), cexp2q()…………………複素数の、2 を底とする指数関数 

cexp2f(): 複素数の、2 を底とする指数関数……………………………………………………………………cexp2(3M)参照 
cexp2l(): 複素数の、2 を底とする指数関数……………………………………………………………………cexp2(3M)参照 
cexp2q(): 複素数の、2 を底とする指数関数……………………………………………………………………cexp2(3M)参照 
cexp2w(): 複素数の、2 を底とする指数関数……………………………………………………………………cexp2(3M)参照 
cexpf(): 複素数の指数関数 (float)…………………………………………………………………………………cexp(3M)参照 
cexpl(): 複素数の指数関数 (longdouble)…………………………………………………………………………cexp(3M)参照 
cexpq(): 複素数の指数関数 (quad)…………………………………………………………………………………cexp(3M)参照 
cexpw(): 複素数の指数関数 (extended)……………………………………………………………………………cexp(3M)参照 
cfgetispeed(): tty 入力ボーレートを得る……………………………………………………………………cfspeed(3C)参照 
cfgetospeed(): tty 出力ボーレートを得る……………………………………………………………………cfspeed(3C)参照 
cfsetispeed(): 入力ボーレートをセットする………………………………………………………………cfspeed(3C)参照 
cfsetospeed(): 出力ボーレートをセットする………………………………………………………………cfspeed(3C)参照 
cfspeed(3C): cfgetospeed(), cfsetospeed(), cfgetispeed(), cfsetispeed()……………tty ボーレート関数 
CHARADV(): 16ビット文字処理用ツール……………………………………………………………………nl_tools_16(3X)参照 
CHARAT(): 16ビット文字処理用ツール………………………………………………………………………nl_tools_16(3X)参照 
chgat(3X): chgat(), mvchgat(), mvwchgat(), wchgat()………………………ウィンドウ内の文字の修飾情報の変更 
chownacl(3C): chownacl()………………………………………アクセス制御リスト (ACL) 内の所有者やグループの変更 
cimag(3M): cimag(), cimagf(), cimagl(), cimagw(), cimagq()…………………………………複素数の虚数部関数 

cimagf(): 複素数の虚数部関数 (float)……………………………………………………………………………cimag(3M)参照 
cimagl(): 複素数の虚数部関数 (long double)……………………………………………………………………cimag(3M)参照 
cimagq(): 複素数の虚数部関数 (quad)……………………………………………………………………………cimag(3M)参照 
cimagw(): 複素数の虚数部関数 (extended)………………………………………………………………………cimag(3M)参照 
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cis(3M): cis(), cisf(), cisl(), cisw(), cisq()……………指定した角度 (ラジアン) での絶対値が１の複素数 

cisd(3M): cisd(), cisdf(), cisdl(), cisdw(), cisdq()………指定した角度 (度単位) での絶対値が 1 の複素数 

cisdf(): 指定した角度 (度単位) での絶対値が 1 の複素数……………………………………………………cisd(3M)参照 
cisdl(): 指定した角度 (度単位) での絶対値が 1 の複素数……………………………………………………cisd(3M)参照 
cisdq(): 指定した角度 (度単位) での絶対値が 1 の複素数……………………………………………………cisd(3M)参照 
cisdw(): 指定した角度 (度単位) での絶対値が 1 の複素数……………………………………………………cisd(3M)参照 
cisf(): 余弦＋i×正弦 (float)…………………………………………………………………………………………cis(3M)参照 
cisl(): 余弦＋i×正弦 (longdouble)…………………………………………………………………………………cis(3M)参照 
cisq(): 余弦＋i×正弦 (quad)…………………………………………………………………………………………cis(3M)参照 
cisw(): 余弦＋i×正弦 (extended)……………………………………………………………………………………cis(3M)参照 
clear(3X): clear(), erase(), wclear(), werase()……………………………………………………ウィンドウのクリア 
clearenv(3C): clearenv()…………………………………………………………………………………プロセス環境のクリア 
clearerr(): ストリームのステータスの照会……………………………………………………………………ferror(3S)参照 
clearerr_unlocked(): ストリームのステータスの照会……………………………………………………ferror(3S)参照 
clearok(3X): clearok(), idlok(), leaveok(), scrollok(), setscrreg(), wsetscrreg()…端末出力制御関数 
clnt_broadcast(): RPC 用の旧ライブラリルーチン………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
clnt_call(): クライアント側コールのためのライブラリ……………………………………………rpc_clnt_calls(3N)参照 
clnt_control(): CLIENT ハンドルを扱うライブラリルーチン…………………………………rpc_clnt_create(3N)参照 
clnt_create(): CLIENT ハンドルを扱うライブラリルーチン……………………………………rpc_clnt_create(3N)参照 
clnt_create_vers(): CLIENT ハンドルを扱うライブラリルーチン……………………………rpc_clnt_create(3N)参照 
clnt_destroy(): CLIENT ハンドルを扱うライブラリルーチン…………………………………rpc_clnt_create(3N)参照 
clnt_dg_create(): CLIENT ハンドルを扱うライブラリルーチン………………………………rpc_clnt_create(3N)参照 
clnt_freeres(): クライアント側コールのためのライブラリ………………………………………rpc_clnt_calls(3N)参照 
clnt_geterr(): クライアント側コールのためのライブラリ………………………………………rpc_clnt_calls(3N)参照 
clnt_pcreateerror(): CLIENT ハンドルを扱うライブラリルーチン…………………………rpc_clnt_create(3N)参照 
clnt_perrno(): クライアント側コールのためのライブラリ…………………………………………rpc_clnt_calls(3N)参照 
clnt_perror(): クライアント側コールのためのライブラリ…………………………………………rpc_clnt_calls(3N)参照 
clnt_raw_create(): CLIENT ハンドルを扱うライブラリルーチン……………………………rpc_clnt_create(3N)参照 
clnt_spcreateerror(): CLIENT ハンドルを扱うライブラリルーチン………………………rpc_clnt_create(3N)参照 
clnt_sperrno(): クライアント側コールのためのライブラリ………………………………………rpc_clnt_calls(3N)参照 
clnt_sperror(): クライアント側コールのためのライブラリ………………………………………rpc_clnt_calls(3N)参照 
clnt_tli_create(): CLIENT ハンドルを扱うライブラリルーチン……………………………rpc_clnt_create(3N)参照 
clnt_tp_create(): CLIENT ハンドルを扱うライブラリルーチン………………………………rpc_clnt_create(3N)参照 
clnt_vc_create(): CLIENT ハンドルを扱うライブラリルーチン………………………………rpc_clnt_create(3N)参照 
clntraw_create(): RPC 用の旧ライブラリルーチン………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
clnttcp_create(): RPC 用の旧ライブラリルーチン………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
clntudp_bufcreate(): RPC 用の旧ライブラリルーチン……………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
clntudp_create(): RPC 用の旧ライブラリルーチン………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
clock(3C): clock()…………………………………………………………………………………………使用 CPU 時間の報告 
clog(3M): clog(), clogf(), clogl(), clogw(), clogq()………………………… 複素数の自然 (底は e) 対数関数 
clog10(3M): clog10(), clog10f(), clog10l(), clog10w(), clog10q()……………複素数の対数関数 (底は 10) 
clog10f():複素数の対数関数 (底は 10)………………………………………………………………………clog10(3M)参照 
clog10l():複素数の対数関数 (底は 10)………………………………………………………………………clog10(3M)参照 
clog10q():複素数の対数関数 (底は 10)………………………………………………………………………clog10(3M)参照 
clog10w():複素数の対数関数 (底は 10)………………………………………………………clog10(3M)参照 
clog2(3M): clog2(), clog2f(), clog2l(), clog2w(), clog2q()……………………………複素数の対数関数 (底は 2) 
clog2f(): 複素数の対数関数 (底は 2)……………………………………………………………………………clog2(3M)参照 
clog2l(): 複素数の対数関数 (底は 2)……………………………………………………………………………clog2(3M)参照 
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clog2q(): 複素数の対数関数 (底は 2)……………………………………………………………………………clog2(3M)参照 
clog2w(): 複素数の対数関数 (底は 2)……………………………………………………………………………clog2(3M)参照 
clogf(): 複素数の自然対数関数 (float)……………………………………………………………………………clog(3M)参照 
clogl(): 複素数の自然対数関数 (longdouble)……………………………………………………………………clog(3M)参照 
clogq(): 複素数の自然対数関数 (quad)……………………………………………………………………………clog(3M)参照 
clogw(): 複素数の自然対数関数 (extended)………………………………………………………………………clog(3M)参照 
close_secdef(): セキュリティデフォルト構成ファイルルーチン……………………………………………secdef(3)参照 
closedir(): ディレクトリの操作…………………………………………………………………………directory(3C)参照 
closelog(): システム ログファイルをクローズする………………………………………………………syslog(3C)参照 
clrtobot(3X): clrtobot(), wclrtobot()…………………………………カーソルからウィンドウの終わりまでのクリア 
clrtoeol(3X): clrtoeol(), wclrtoeol()……………………………………………カーソルから行の終わりまでのクリア 
cmpt_change(3): cmpt_change(), cmpt_get()………………………………プロセスのコンパートメントの設定と取得 

cmpt_endent(): コンパートメント名からコンパートメント番号、またはコンパートメント番号からコンパートメント 

 名へのマッピング………………………………………………………………………………cmpt_getbynum(3)参照 
cmpt_get(): プロセスのコンパートメントの設定と取得………………………………………………cmpt_change(3)参照 
cmpt_get_endpoint_cid(): INETドメイン通信に使用するコンパートメントIDの取得…cmpt_get_peer_cid(3)参照 
cmpt_get_ifcid(3): cmpt_get_ifcid()…ネットワークインタフェースに関連付けられたコンパートメント ID の取得 

cmpt_get_peer_cid(3): cmpt_get_peer_cid(), cmpt_get_endpoint_cid()…………………………………………… 

 ………………………………………………………INET ドメイン通信に使用するコンパートメント ID の取得 

cmpt_getbyname(): コンパートメント名からコンパートメント番号、またはコンパートメント番号からコンパートメン

 ト名へのマッピング……………………………………………………………………………cmpt_getbynum(3)参照 
cmpt_getbynum(3): cmpt_getbynum(), cmpt_endent(), cmpt_getbyname(), cmpt_getent(),cmpt_setent() 
 ………………………………………………………………………………………………………………コンパートメン

 ト名からコンパートメント番号、またはコンパートメント番号からコンパートメント名へのマッピング 

cmpt_getent(): コンパートメント名からコンパートメント番号、またはコンパートメント番号からコンパートメント 

 名へのマッピング………………………………………………………………………………cmpt_getbynum(3)参照 
cmpt_setent(): コンパートメント名からコンパートメント番号、またはコンパートメント番号からコンパートメント 

 名へのマッピング………………………………………………………………………………cmpt_getbynum(3)参照 
color_content(): 色操作関数………………………………………………………………………can_change_color(3X)参照 
color_set(): ウィンドウ属性制御関数……………………………………………………………………attr_get(3X)参照 
COLS(3X): COLS…………………………………………………………………………………………ターミナル画面のカラム数 
compile(): 正規表現 コンパイル ルーチン……………………………………………………………………regexp(3X)参照 
compound(3M): compound(), cmompoundf(), compoundl(), compoundw(), compoundq()………複利ファクター 

compoundf(): 複利ファクター (float)………………………………………………………………………compound(3M)参照 
compoundl(): 複利ファクター (long double)………………………………………………………………compound(3M)参照 
compoundq(): 複利ファクター (quad)………………………………………………………………………compound(3M)参照 
compoundw(): 複利ファクター (extended)…………………………………………………………………compound(3M)参照 
confstr(3C): confstr()………………………………………………………………………………文字列形式の設定値の取得 
conj(3M): conj(), conjf(), conjl(), conjw(), conjq()…………………………………………………共役複素数関数 

conjf(): 共役複素数関数 (float)……………………………………………………………………………………conj(3M)参照 
conjl(): 共役複素数関数 (longdouble)……………………………………………………………………………conj(3M)参照 
conjq(): 共役複素数関数 (quad)……………………………………………………………………………………conj(3M)参照 
conjw(): 共役複素数関数 (extended)………………………………………………………………………………conj(3M)参照 
conv(3C): toupper(), tolower(), _toupper(), _tolower(), toascii()…………………………………文字の変換 
copydvagent: Device Assignment 構造のコピー……………………………………………………………getdvagent(3)参照 
copylist(3G): copylist()…………………………………………………………………………ファイルをメモリーにコピー 
copysign(3M): copysign(), copysignf(), copysignl(), copysignw(), copysignq()…………符号コピー関数 
copysignf(): 符号コピー関数 (float)…………………………………………………………………………copysign(3M)参照 
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copysignl(): 符号コピー関数 (longdouble)…………………………………………………………………copysign(3M)参照 
copysignq(): 符号コピー関数 (quad)…………………………………………………………………………copysign(3M)参照 
copysignw(): 符号コピー関数 (extended)……………………………………………………………………copysign(3M)参照 
copywin(3X): copywin()………………………………………………………………………………ウィンドウの領域のコピー 
cos(3M): cos(), cosf(), cosl(), cosw(), cosq()…………………………………………………………………余弦関数 
cosd(3M): cosd(), cosdf(), cosdl(), cosdw(), cosdq()……………………………度で指定した引き数の余弦関数 
cosdf(): 度で指定した引き数の余弦関数 (float)…………………………………………………………………cosd(3M)参照 
cosdl(): 度で指定した引き数の余弦関数 (longdouble)…………………………………………………………cosd(3M)参照 
cosdq(): 度で指定した引き数の余弦関数 (quad)…………………………………………………………………cosd(3M)参照 
cosdw(): 度で指定した引き数の余弦関数 (extended)……………………………………………………………cosd(3M)参照 
cosf(): 余弦関数 (float) ………………………………………………………………………………………………cos(3M)参照 
cosh(3M): cosh(), coshf(), coshl(), coshw(), coshq()………………………………………………双曲線余弦関数 
coshf(): 双曲線余弦関数 (float)……………………………………………………………………………………cosh(3M)参照 
coshl(): 双曲線余弦関数 (longdouble)……………………………………………………………………………cosh(3M)参照 
coshq(): 双曲線余弦関数 (quad)……………………………………………………………………………………cosh(3M)参照 
coshw(): 双曲線余弦関数 (extended)………………………………………………………………………………cosh(3M)参照 
cosl(): 余弦関数 (longdouble)………………………………………………………………………………………cos(3M)参照 
cosq(): 余弦関数 (quad)………………………………………………………………………………………………cos(3M)参照 
cosw(): 余弦関数 (extended)…………………………………………………………………………………………cos(3M)参照 
cot(3M): cot(), cotf(), cotl(), cotw(), cotq()…………………………………………………………………余接関数 

cotd(3M): cotd(), cotdf(), cotdl(), cotdw(), cotdq()……………………………………………角度による余接関数 

cotdf(): 角度による余接関数 (float)………………………………………………………………………………cotd(3M)参照 
cotdl(): 角度による余接関数 (longdouble)………………………………………………………………………cotd(3M)参照 
cotdq(): 角度による余接関数 (quad)………………………………………………………………………………cotd(3M)参照 
cotdw(): 角度による余接関数 (extended)…………………………………………………………………………cotd(3M)参照 
cotf(): 余接関数 (float)…………………………………………………………………………………………………cot(3M)参照 
cotl(): 余接関数 (longdouble)…………………………………………………………………………………………cot(3M)参照 
cotq(): 余接関数 (quad)………………………………………………………………………………………………cot(3M)参照 
cotw(): 余接関数 (extended)……………………………………………………………………………………………cot(3M)参照 
cpacl(3C): cpacl(), fcpacl()……………………………………………………………………………………………………… 

…アクセス制御リスト (ACL) およびモードビットの, ファイル間でのコピー (HFS ファイルシステムのみ) 
cpow(3M): cpow(), cpowf(), cpowl(), cpoww(), cpowq()…………………………………………複素数のべき乗関数 

cpowf(): 複素数のべき乗関数 (float)………………………………………………………………………………cpow(3M)参照 
cpowl(): 複素数のべき乗関数 (longdouble)………………………………………………………………………cpow(3M)参照 
cpowq(): 複素数のべき乗関数 (quad)………………………………………………………………………………cpow(3M)参照 
cpoww(): 複素数のべき乗関数 (extended)…………………………………………………………………………cpow(3M)参照 
cproj(3M): cproj(), cprojf(), cprojl(), cprojw(), cprojq()………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………無限大をすべて正の実軸上の無限大に射影する関数 

cprojf(): 無限大をすべて正の実軸上の無限大に射影する関数 (float)……………………………………cproj(3M)参照 
cprojl(): 無限大をすべて正の実軸上の無限大に射影する関数 (longdouble)………………………………cproj(3M)参照 
cprojq(): 限大をすべて正の実軸上の無限大に射影する関数 (quad)………………………………………cproj(3M)参照 
cprojw(): 無限大をすべて正の実軸上の無限大に射影する関数 (extended)………………………………cproj(3M)参照 
cr_close(3): cr_close()……………………………………………………………………クラッシュダンプ記述子をクローズ 
cr_info(3): cr_info()…………………………………………………………………………クラッシュダンプ情報を取り出す 
cr_isaddr(3): cr_isaddr()……………………………………………………物理ページ番号をダンプしたかどうかを確認 
cr_open(3): cr_open()………………………………………………………クラッシュダンプを読み込みのためにオープン 
cr_perror(3): cr_perror()……………………………………………………libcrash のエラーまたは警告メッセージを出力 
cr_read(3): cr_read()……………………………………………………………………………クラッシュダンプから読み込む 
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cr_set_node(3): cr_set_node()………………………………………………………………………………ノード番号の設定 
cr_uncompress(3): cr_uncompress()…………………………………………クラッシュダンプ内のファイルの圧縮を解除 
cr_verify(3): cr_verify()……………………………………………………………………クラッシュダンプの整合性を検査 
creal(3M): creal(), crealf(), creall(), crealw(), crealq()…………………………………複素数の実数部関数 

crealf(): 複素数の実数部関数 (float)……………………………………………………………………………creal(3M)参照 
creall(): 複素数の実数部関数 (longdouble)………………………………………………………………………creal(3M)参照 
crealq(): 複素数の実数部関数 (quad)……………………………………………………………………………creal(3M)参照 
crealw(): 複素数の実数部関数 (extended)………………………………………………………………………creal(3M)参照 
crt0(3): crt0.o, gcrt0.o, mcrt0.o…………………………………………………………………………実行起動ルーチン 
crt0.o(): 実行起動ルーチン………………………………………………………………………………………crt0_ia(3)参照 
crt0.o: 実行起動ルーチン………………………………………………………………………………………………crt0(3)参照 
crt0.o(): PA-RISC システム用実行起動ルーチン……………………………………………………………crt0_pa(3)参照 
crt0_ia(3): crt0.o………………………………………………………………………Integrity システム用実行起動ルーチン 

crt0_pa(3): crt0.o, gcrt0.o, mcrt0.o……………………………………………PA-RISC システム用実行起動ルーチン 
crypt(3C): crypt(), crypt_r(), encrypt(), encrypt_r(), setkey(), setkey_r()………………ハッシュ暗号化 
crypt2(3C): crypt2(), crypt2_passwd_match(), crypt2_passwd_hash(), crypt2_passwd_salt()…………… 
 ………………………………………………………………………………拡張版のパスワード ハッシュ暗号化関数 
crypt2_passwd_match(): 拡張版のパスワード ハッシュ暗号化関数………………………………………crypt2(3C)参照 
crypt2_passwd_hash(): 拡張版のパスワード ハッシュ暗号化関数…………………………………………crypt2(3C)参照 
crypt2_passwd_salt(): 拡張版のパスワード ハッシュ暗号化関数…………………………………………crypt2(3C)参照 
crypt_r(): ハッシュ暗号化…………………………………………………………………………………………crypt(3C)参照 
csin(3M): csin(), csinf(), csinl(), csinw(), csinq()………………………………………………複素数の正弦関数 

csinf(): 複素数の正弦関数 (float)…………………………………………………………………………………csin(3M)参照 
csinh(3M): csinh(), csinhf(), csinhl(), csinhw(), csinhq()……………………………複素数の双曲線正弦関数 

csinhf(): 複素数の双曲線正弦関数 (float)………………………………………………………………………csinh(3M)参照 
csinhl(): 複素数の双曲線正弦関数 (longdouble)………………………………………………………………csinh(3M)参照 
csinhq(): 複素数の双曲線正弦関数 (quad)………………………………………………………………………csinh(3M)参照 
csinhw(): 複素数の双曲線正弦関数 (extended)…………………………………………………………………csinh(3M)参照 
csinl(): 複素数の正弦関数 (longdouble)……………………………………………………………………………csin(3M)参照 
csinq(): 複素数の正弦関数 (quad)…………………………………………………………………………………csin(3M)参照 
csinw(): 複素数の正弦関数 (extended)……………………………………………………………………………csin(3M)参照 
csqrt(3M): csqrt(), csqrtf(), csqrtl(), csqrtw(), csqrtq()…………………………………複素数の平方根関数 

csqrtf(): 複素数の平方根関数 (float)……………………………………………………………………………csqrt(3M)参照 
csqrtl(): 複素数の平方根関数 (longdouble)……………………………………………………………………csqrt(3M)参照 
csqrtq(): 複素数の平方根関数 (quad)……………………………………………………………………………csqrt(3M)参照 
csqrtw(): 複素数の平方根関数 (extended)………………………………………………………………………csqrt(3M)参照 
ctan(3M): ctan(), ctanf(), ctanl(), ctanw(), ctanq()……………………………………………複素数の正接関数 

ctanf(): 複素数の正接関数 (float)…………………………………………………………………………………ctan(3M)参照 
ctanh(3M): ctanh(), ctanhf(), ctanhl(), ctanhw(), ctanhq()……………………………複素数の双曲線正接関数 

ctanhf(): 複素数の双曲線正接関数 (float)………………………………………………………………………ctanh(3M)参照 
ctanhl(): 複素数の双曲線正接関数 (longdouble)………………………………………………………………ctanh(3M)参照 
ctanhq(): 複素数の双曲線正接関数 (quad)………………………………………………………………………ctanh(3M)参照 
ctanhw(): 複素数の双曲線正接関数 (extended)…………………………………………………………………ctanh(3M)参照 
ctanl(): 複素数の正接関数 (longdouble)…………………………………………………………………………ctan(3M)参照 
ctanq(): 複素数の正接関数 (quad)…………………………………………………………………………………ctan(3M)参照 
ctanw(): 複素数の正接関数 (extended)……………………………………………………………………………ctan(3M)参照 
ctermid(3S): ctermid()…………………………………………………………………ターミナルに対するファイル名の生成 
ctime(3C): ctime(), ctime_r(), localtime(), localtime_r(), gmtime(), gmtime_r(), mktime(), 
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 difftime(), asctime(), asctime_r(), timezone(), daylight(), tzname(), tzset()………………

 ……………………………………………………………………………………………日付と時刻の文字列への変換 

ctime(): 日付と時刻の文字列への変換 …………………………………………………………………………ctime(3C)参照 
ctime_r(): 日付と時刻の文字列への変換 ………………………………………………………………………ctime(3C)参照 
ctype(3C): isalpha(), isupper(), islower(), isdigit(), isxdigit(), isalnum(), isspace(), ispunct(), 
 isprint(), isgraph(), iscntrl(), isascii()……………………………………………文字のクラス分類 
cur_term(3X): cur_term()…………………………………………………………………………………現在のターミナル情報 
curs_set(3X): curs_set()…………………………………………………………………………………カーソルモードを設定 
curscr(3X): curscr()……………………………………………………………………………………………現在のウィンドウ 
curses_intro(3X): curses_intro()……………………………………端末およびプリンタの取り扱いと最適化パッケージ 
cuserid(3S): cuserid()………………………………………………………………………ユーザーの文字ログイン名の取得 
datalock(3C): datalock()…データスペースおよびスタックスペースを割り当てた後にプロセスをメモリー内にロック 
daylight(): 日付と時刻の文字列への変換 ……………………………………………………………………ctime(3C)参照 
db_add_entry():ファイルへのデータの書き込み……………………………………………………………nis_db(3N)参照 
db_checkpoint():ファイルへのデータの書き込み……………………………………………………………nis_db(3N)参照 
db_create_table():ファイルへのデータの書き込み…………………………………………………………nis_db(3N)参照 
db_destroy_table():ファイルへのデータの書き込み………………………………………………………nis_db(3N)参照 
db_free_result():ファイルへのデータの書き込み…………………………………………………………nis_db(3N)参照 
db_first_entry():ファイルへのデータの書き込み…………………………………………………………nis_db(3N)参照 
db_initialize():ファイルへのデータの書き込み……………………………………………………………nis_db(3N)参照 
db_list_entries():ファイルへのデータの書き込み…………………………………………………………nis_db(3N)参照 
db_next_entry():ファイルへのデータの書き込み……………………………………………………………nis_db(3N)参照 
db_remove_entry():ファイルへのデータの書き込み…………………………………………………………nis_db(3N)参照 
db_reset_next_entry():ファイルへのデータの書き込み…………………………………………………nis_db(3N)参照 
db_standby():ファイルへのデータの書き込み………………………………………………………………nis_db(3N)参照 
db_table_exists():ファイルへのデータの書き込み…………………………………………………………nis_db(3N)参照 
db_unload_table():ファイルへのデータの書き込み…………………………………………………………nis_db(3N)参照 
dbm(3C): dbminit(), fetch(), store(), delete(), firstkey(), nextkey(), dbmclose()……………………… 

…………………………………………………………………………………………………データベースサブルーチン 
dbm_clearerr(): データベースサブルーチン…………………………………………………………………ndbm(3X)参照 
dbm_close(): データベースサブルーチン…………………………………………………………………………ndbm(3X)参照 
dbm_delete(): データベースサブルーチン………………………………………………………………………ndbm(3X)参照 
dbm_error(): データベースサブルーチン………………………………………………………………………ndbm(3X)参照 
dbm_fetch(): データベースサブルーチン………………………………………………………………………ndbm(3X)参照 
dbm_firstkey(): データベースサブルーチン…………………………………………………………………ndbm(3X)参照 
dbm_nextkey(): データベースサブルーチン……………………………………………………………………ndbm(3X)参照 
dbm_open(): データベースサブルーチン…………………………………………………………………………ndbm(3X)参照 
dbm_store(): データベースサブルーチン……………………………………………………………………ndbm(3X)参照 
dbmclose(): データベースサブルーチン…………………………………………………………………………dbm(3X)参照 
dbminit(): データベースサブルーチン………………………………………………………………………………dbm(3X)参照 
def_prog_mode(3X): def_prog_mode(), def_shell_mode(), reset_prog_mode(), reset_shell_mode()…… 
 …………………………………………………プログラムまたはシェル ターミナルモードの保存もしくは復元 

def_shell_mode(): ターミナルモードを「シェル」の状態で保存………………………………def_prog_mode(3X)参照 
del_curterm(3X): del_curterm(), restartterm(), set_curterm(), setupterm()…………………………………

 ………………………………………………………………………………………データベースとのインタフェース 
delay_output(3X): delay_output()………………………………………………………………………………出力を遅らす 
delch(3X): delch(), mvdelch(), mvwdelch(), wdelch()…………………………………ウィンドウからの文字の削除 
delete(): データベースサブルーチン……………………………………………………………………………dbm(3X)参照 
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deleteln(3X): deleteln(), wdeleteln()……………………………………………………………ウィンドウ内の行の削除 
delmntent(): ファイルシステム記述子のファイルエントリーの取得…………………………………getmntent(3X)参照 
delscreen(3X): delscreen()…………………………………………………………………………画面関連の記憶領域の解放 
delwin(3X): delwin()……………………………………………………………………………………………ウィンドウの削除 
derwin(3X): derwin()…………………………………………………………………………………相対的ウィンドウ作成関数 
devnm(3): devnm()……………………………………………………………………デバイス ID のファイルパスへのマップ 
dial(3C): dial(), undial()…………………………………………………………………………………外部端末回線の開設 
difftime(): 日付と時刻の文字列への変換 ……………………………………………………………………ctime(3C)参照 
directory(3C): opendir(), readdir(), readdir_r(), telldir(), seekdir(), rewinddir(), closedir() 
 ………………………………………………………………………………………………………ディレクトリの操作 
dirname(): パス名の一部の取り出し……………………………………………………………………basename(3C)参照 
div(3C): div(), ldiv()……………………………………………………………………………………整数の除算および剰余 
dladdr(3C): dladdr()………………………………………………………………………アドレスのシンボリック情報の取得 
dlclose(3C): dlclose()………………………………………………………………………………共有ライブラリをクローズ 
dld_getenv(): 共有ライブラリの明示的ロード………………………………………………………………shl_load(3X)参照 
dld_getenv(): PA-RISC システム用共有ライブラリの明示的ロード…………………………………shl_load_pa(3X)参照 
dlerrno(3C): dlerrno()…………………………………………………ダイナミックリンク呼び出しのエラーコードの取得 
dlerror(3C): dlerror()……………………………………………………………………………………………診断情報を入手 
dlget(3C): dlget()…………ロードされているモジュール (プログラムまたは共有ライブラリ)に関する情報を取り出す 
dlgetfileinfo(3C): dlgetfileinfo()……………………………………………ロード前のライブラリファイル情報の取得 

dlgetmodinfo(3C): dlgetmodinfo()……………………………………………………………………………………………… 
 …………………ロードされているモジュール (プログラムまたは共有ライブラリ)に関する情報の取り出し 
dlgetname(3C): dlgetname()…………ロードモジュール記述子が割り当てられているロードモジュールの名前を取得 
dlmodadd(3C): dlmodadd()………………………………………………………動的に生成された関数に関する情報の登録 
dlmodinfo(3C): dlmodinfo()……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………ロードされているモジュール (プログラムまたは共有ライブラリ) に関する情報を取得 
dlmodremove(3C): dlmodremove()………………………………………………dlmodaddを使って登録された情報の削除 
dlopen(3C): dlopen()……………………………………………………………………………… 共有ライブラリのオープン 
dlopen(): Integrity システム上の共有ライブラリをオープンする……………………………………dlopen_ia(3C)参照 
dlopen(): HP 9000 上の共有ライブラリをオープンする: ロードアドレスを明示的に指定してHP 9000 の 64 ビット 

 共有ライブラリをオープンする……………………………………………………………………dlopen_pa(3C)参照 
dlopen_ia(3C): dlopen(), dlopene()……………………………Integrity システム上の共有ライブラリをオープンする 

dlopen_pa(3C): dlopen(), dlopene()…………………………………………………………HP 9000 上の共有ライブラリ 

 をオープンする:ロードアドレスを明示的に指定して HP 9000 の 64 ビット共有ライブラリをオープンする 
dlopene(): Integrity システム上の共有ライブラリをオープンする……………………………………dlopen_ia(3C)参照 
dlopene(): HP 9000 上の共有ライブラリをオープンする: ロードアドレスを明示的に指定して HP 9000 の 64 ビッ 

 ト共有ライブラリをオープンする…………………………………………………………………dlopen_pa(3C)参照 
dlsetlibpath(3C): dlsetlibpath()………………………………………共有ライブラリの検索に使う動的検索パスの設定 

dlsym(3C): dlsym()……………………………………………………………共有ライブラリ内のシンボルのアドレスの取得 
dn_comp(): リゾルバルーチン………………………………………………………………………………resolver(3N)参照 
dn_expand(): リゾルバルーチン………………………………………………………………………………resolver(3N)参照 
doupdate(3X): doupdate(), refresh(), wnoutrefresh(), wrefresh()………ウィンドウおよび行のリフレッシュ 
dr_control(): 外部データ表現のライブラリルーチン……………………………………………………xdr_admin(3N)参照 
drand48(3C): drand48(), drand48_r(), erand48(), erand48_r(), lrand48(), lrand48_r(), nrand48(), 
 nrand48_r(), mrand48(), mrand48_r(), jrand48(), jrand48_r(), srand48(), srand48_r(), 
 seed48(), seed48_r(), lcong48(), lcong48_r()……………………均等に分散される疑似乱数の生成 
drem(): 剰余関数………………………………………………………………………………………………remainder(3M)参照 
dremf(): 剰余関数………………………………………………………………………………………………remainder(3M)参照 
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dreml(): 剰余関数………………………………………………………………………………………………remainder(3M)参照 
dremq(): 剰余関数………………………………………………………………………………………………remainder(3M)参照 
dremw(): 剰余関数………………………………………………………………………………………………remainder(3M)参照 
dupwin(3X): dupwin()……………………………………………………………………………………………ウィンドウの複写 

echo(3X): echo(), noecho()……………………………………………………ターミナルエコーを使用可能/使用不能にする 
echo_wchar(3X): echo_wchar(), wecho_wchar()……………………………………………………………………………… 

………………………………………………複情報文字の書き出しおよびそのウィンドウの速やかなリフレッシュ 
echochar(3X): echochar(), wechochar()………1バイト文字と修飾情報のウィンドウへのエコーおよびリフレッシュ 
ecvt(3C): ecvt(), fcvt(), gcvt()………………………………………………………浮動小数点数値から文字列への変換 
edata(): プログラムの最終位置………………………………………………………………………………end(3C)参照 
elf(3E): elf()………………………………………………………………………オブジェクトファイルのアクセスライブラリ 
elf32_fsize(): それぞれ、elf32 ファイルのブジェクトファイルタイプのサイズを戻し、elf64ファイルのオブジェ 
 クトファイルタイプのサイズを戻す………………………………………………………………elf_fsize(3E)参照 
elf32_getehdr(): ELF ファイル用にクラス依存のオブジェクトファイルヘッダーを取り出す…elf_getehdr(3E)参照 
elf32_getphdr(): ELF ファイル用にクラス依存プログラムのヘッダーテーブルを取り出す……elf_getphdr(3E)参照 
elf32_getshdr(): ELF ファイル用にクラス依存のセクションヘッダーを取り出す………………elf_getshdr(3E)参照 
elf32_newehdr(): ELF ファイル用にクラス依存のオブジェクトファイルヘッダーを取り出す…elf_getehdr(3E)参照 
elf32_newphdr(): ELF ファイル用にクラス依存プログラムのヘッダーテーブルを取り出す……………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………elf_getphdr(3E)参照 
elf32_xlatetof(): ELF ファイルに対するクラス依存のデータ変換……………………………………elf_xlate(3E)参照 
elf32_xlatetom(): ELF ファイルに対するクラス依存のデータ変換……………………………………elf_xlate(3E)参照 
elf64_fsize(): elf64 ファイルのオブジェクトファイルタイプのサイズを戻す…………………………elf_fsize(3E)参照 
elf64_getehdr(): ELF ファイル用にクラス依存のオブジェクトファイルヘッダーを取り出す…elf_getehdr(3E)参照 
elf64_getphdr(): ELF ファイル用にクラス依存プログラムのヘッダーテーブルを取り出す……elf_getphdr(3E)参照 
elf64_getshdr(): ELF ファイル用にクラス依存のセクションヘッダーを取り出す………………elf_getshdr(3E)参照 
elf64_newehdr(): ELF ファイル用にクラス依存のオブジェクトファイルヘッダーを取り出す…elf_getehdr(3E)参照 
elf64_newphdr(): ELF ファイル用にクラス依存プログラムのヘッダーテーブルを取り出す……elf_getphdr(3E)参照 
elf64_xlatetof(): ELF ファイルに対するクラス依存のデータ変換……………………………………elf_xlate(3E)参照 
elf64_xlatetom(): ELF ファイルに対するクラス依存のデータ変換……………………………………elf_xlate(3E)参照 
elf_begin(3E): elf_begin()………………………………………………………………………………ファイル記述子を作成 
elf_cntl(3E): elf_cntl()……………………………………………………………………………………ファイル記述子を制御 
elf_end(3E): elf_end()……………………………………………………………………オブジェクトファイルの使用を終了 
elf_errmsg(): ELF ライブラリエラー処理…………………………………………………………………elf_error(3E)参照 
elf_errno(): ELF ライブラリエラー処理……………………………………………………………………elf_error(3E)参照 
elf_error(3E): elf_errmsg(), elf_errno()………………………………………………………………………エラー処理 
elf_fill(3E): elf_fil()…………………………………………………………………………………………フィルバイトを設定 
elf_flag(3E): elf_flagdata(), elf_flagehdr(), elf_flagelf(), elf_flagphdr(), elf_flagscn(),  

elf_flagshdr()……………………………………………………………………………………………フラグを操作 
elf_flagdata(): ELF ファイルのフラグを操作………………………………………………………………elf_flag(3E)参照 
elf_flagehdr(): ELF ファイルのフラグを操作………………………………………………………………elf_flag(3E)参照 
elf_flagelf(): ELF ファイルのフラグを操作………………………………………………………………elf_flag(3E)参照 
elf_flagphdr(): ELF ファイルのフラグを操作………………………………………………………………elf_flag(3E)参照 
elf_flagscn(): ELF ファイルのフラグを操作………………………………………………………………elf_flag(3E)参照 
elf_flagshdr(): ELF ファイルのフラグを操作………………………………………………………………elf_flag(3E)参照 
elf_fsize(3E): elf32_fsize(), elf64_fsize()…………………………………………………それぞれ、elf32ファイル 
 のブジェクトファイルタイプのサイズを戻し、elf64ファイルのオブジェクトファイルタイプのサイズを戻す 
elf_getarhdr(3E): elf_getarhdr()……………………………………………………アーカイブメンバーヘッダを取り出す 
elf_getarsym(3E): elf_getarsym()………………………………………………アーカイブシンボルテーブルを取り出す 
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elf_getbase(3E): elf_getbase()……………………………………………オブジェクトファイルの基底オフセットを入手 
elf_getdata(3E): elf_getdata(), elf_newdata(), elf_rawdata()…………………………セクションデータを取得 
elf_getehdr(3E): elf32_getehdr(), elf32_newehdr(), elf64_getehdr(), elf64_newehdr()…………………

 ……………elf32ファイルおよび elf64ファイル用にそれぞれ、クラス依存のオブジェクトファイルを取り出す 
elf_getident(3E): elf_getident()……………………………………………………………ファイル識別データを取り出す 
elf_getphdr(3E): elf32_getphdr(), elf32_newphdr(), elf64_getphdr(), elf64_newphdr()…………………

 ………それぞれ elf32ファイルと elf64ファイル用に、クラス依存プログラムのヘッダーテーブルを取り出す 
elf_getscn(3E): elf_getscn(), elf_ndxscn(), elf_newscn(), elf_nextscn()……………セクション情報を入手 
elf_getshdr(3E): elf32_getshdr(), elf64_getshd()…………………………………………………………………………

 ……………………それぞれ elf32ファイルと elf64ファイル用にクラス依存のセクションヘッダーを取り出す 
elf_hash(3E): elf_hash()………………………………………………………………………………………ハッシュ値を計算 
elf_kind(3E): elf_kind()…………………………………………………………………………………ファイルタイプを決定 
elf_ndxscn(): ELF ファイルのセクション情報を入手……………………………………………………elf_getscn(3E)参照 
elf_newdata(): ELF ファイルのセクションデータを取得………………………………………………elf_getdata(3E)参照 
elf_newscn(): ELF ファイルのセクション情報を入手……………………………………………………elf_getscn(3E)参照 
elf_next(3E): elf_next()……………………………………………………………………順次アーカイブメンバーアクセス 
elf_nextscn(): ELF ファイルのセクション情報を入手…………………………………………………elf_getscn(3E)参照 
elf_rand(3E): elf_rand()………………………………………………………………ランダムアーカイブメンバーアクセス 
elf_rawdata(): ELF ファイルのセクションデータを取得……………………………………………elf_getdata(3E)参照 
elf_rawfile(3E): elf_rawfile()……………………………………………………………未解釈のファイル内容を取り出す 
elf_strptr(3E): elf_strptr()……………………………………………………………………………文字列ポインタを作成 
elf_update(3E): elf_update()………………………………………………………………………ELF記述子をアップデート 
elf_version(3E): elf_version()…………………………………ELFライブラリとアプリケーションのバージョンを調整 
elf_xlate(3E): elf32_xlatetof(), elf32_xlatetom(), elf64_xlatetof(), elf64_xlatetom()……………… 
 ………………………………………それぞれ elf32ファイルと elf64ファイルに対するクラス依存のデータ変換 
encrypt(): ハッシュ暗号化…………………………………………………………………………………………crypt(3C)参照 
encrypt_r(): ハッシュ暗号化……………………………………………………………………………………crypt(3C)参照 
end(3C): end, etext, edata, __data_start, __text_start……………………………………プログラムの最終位置 
end_secdsc(): /etc/security.dsc からのセキュリティ属性記述エントリーの取得……………………………secdsc(3)参照 
enddvagent: メモリーを開放し、ファイルを閉じる………………………………………………………getdvagent(3)参照 
endfsent(): ファイルシステム 記述子 ファイルをクローズする………………………………………getfsent(3X)参照 
endgrent(): グループファイル エントリーの取得…………………………………………………………getgrent(3C)参照 
endhostent(): ネットワークホストエントリーの取得…………………………………………………gethostent(3N)参照 
endmntent(): ファイルシステム 記述子 ファイルをクローズする……………………………………getmntent(3X)参照 
endnetconfig(): ネットワーク構成データベースのエントリの取得……………………………getnetconfig(3N)参照 
endnetent(): ネットワークエントリーの取得 ……………………………………………………………getnetent(3N)参照 
endnetent_r(): ネットワークエントリーの取得 …………………………………………………………getnetent(3N)参照 
endnetgrent(): ネットワークグループ エントリの取得………………………………………………getnetgrent(3C)参照 
endnetpath(): NETPATH の構成要素に対応する /etc/netconfig エントリの取得…………………getnetpath(3N)参照 
endprdfent(): System Default データベースエントリーの操作 ………………………………………getprdfent(3)参照 
endprotoent(): プロトコルエントリーの終了…………………………………………………………getprotoent(3N)参照 
endprotoent_r(): プロトコルエントリーの終了 (スレッドセーフ…………………………………getprotoent(3N)参照 
endprpwent(): 保護されたパスワードデータベースのエントリーの操作(高信頼性システムのみ)…getprpwent(3)参照 
endprtcent(): Terminal Control データベースエントリーの操作………………………………………getprtcent(3)参照 
endpwent(): パスワードファイルエントリーの取得………………………………………………………getpwent(3C)参照 
endpwent(): 現在オープンしているパスワードファイルをクローズする………………………………getspwent(3X)参照 
endpwent(): 現在オープンしているパスワードファイルをクローズする…………………………………getspent(3C)参照 
endservent(): サービスエントリーの終了………………………………………………………………getservent(3N)参照 
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endservent_r(): サービスエントリーの終了 (スレッドセーフ………………………………………getservent(3N)参照 
endusershell(): 正当なユーザー シェルの取得………………………………………………………getusershell(3C)参照 
endutent(): utmp ファイルエントリーへのアクセス…………………………………………………………getut(3C)参照 
ENDUTSENT(): utmpd が管理するユーザアカウンティング データベース参照/更新ルーチン…………getuts(3C)参照 
endutsent(): utmpd が管理するユーザアカウンティング データベース参照/更新ルーチン…………getuts(3C)参照 
endutxent(): utmpx ファイルエントリーへのアクセス………………………………………………………getutx(3C)参照 
endwin(3X): endwin()…………………………………………………………………………Curses のセッションの一時停止 
erand48(): 倍精度 疑似乱数を生成する………………………………………………………………………drand48(3C)参照 
erase(): ウィンドウのクリア……………………………………………………………………………………clear(3X)参照 
erasechar(3X): erasechar(), killchar()………………………………………………シングルバイト端末環境照会関数 
erasewchar(3X): erasewchar(), killwchar()……………………………………………………………端末環境照会関数 
erf(3M): erf(), erff(), erfl(), erfw(), erfq(), erfc(), erfcf(), erfcl(), erfcw(), erfcq()…………

 …………………………………………………………………………………………誤差関数および誤差関数の補数 
erfc(): 誤差関数の補数 (double)……………………………………………………………………………………erf(3M)参照 
erfcf(): 誤差関数の補数 (float)………………………………………………………………………………………erf(3M)参照 
erfcl(): 誤差関数の補数 (longdouble)………………………………………………………………………………erf(3M)参照 
erfcq(): 誤差関数の補数 (quad)………………………………………………………………………………………erf(3M)参照 
erfcw(): 誤差関数の補数 (extended)…………………………………………………………………………………erf(3M)参照 
erff(): 誤差関数 (float)………………………………………………………………………………………………erf(3M)参照 
erfl(): 誤差関数 (longdouble)…………………………………………………………………………………………erf(3M)参照 
erfq(): 誤差関数 (quad)………………………………………………………………………………………………erf(3M)参照 
erfw(): 誤差関数 (extended)…………………………………………………………………………………………erf(3M)参照 
ERROR(): 正規表現のコンパイルおよび照合ルーチン……………………………………………………………regexp(3X)参照 
etext(): プログラムの最終位置………………………………………………………………………………………end(3C)参照 
exp(3M): exp(), expf(), expl(), expw(), expq()…………………………………………………………………指数関数 
exp10(3M): exp10(), exp10f(), exp10l(), exp10w(), exp10q()……………………………10 を底とする指数関数 

exp10f(): 10 を底とする指数関数 (float)…………………………………………………………………………exp10(3M)参照 
exp10l(): 10 を底とする指数関数 (longdouble)…………………………………………………………………exp10(3M)参照 
exp10q(): 10 を底とする指数関数 (quad)………………………………………………………………………exp10(3M)参照 
exp10w(): 10 を底とする指数関数 (extended)……………………………………………………………………exp10(3M)参照 
exp2(3M): exp2(), exp2f(), exp2l(), exp2w(), exp2q()………………………………………２を底とする指数関数 
exp2f(): ２を底とする指数関数 (float)……………………………………………………………………………exp2(3M)参照 
exp2l(): ２を底とする指数関数 (longdouble)……………………………………………………………………exp2(3M)参照 
exp2q(): ２を底とする指数関数 (quad)……………………………………………………………………………exp2(3M)参照 
exp2w(): ２を底とする指数関数 (extended)………………………………………………………………………exp2(3M)参照 
expf(): 指数関数 (float)………………………………………………………………………………………………exp(3M)参照 
expl(): 指数関数 (longdouble)………………………………………………………………………………………exp(3M)参照 
expm1(3M): expm1(), expm1f(), expm1l(), expm1w(), expm1q()……………………………………指数関数の計算 
expm1f(): 指数関数の計算 (float)………………………………………………………………………………expm1(3M)参照 
expm1l(): 指数関数の計算 (longdouble)…………………………………………………………………………expm1(3M)参照 
expm1q(): 指数関数の計算 (quad)………………………………………………………………………………expm1(3M)参照 
expm1w(): 指数関数の計算 (extended)……………………………………………………………………………expm1(3M)参照 
expq(): 指数関数 (quad)………………………………………………………………………………………………exp(3M)参照 
expw(): 指数関数 (extended)…………………………………………………………………………………………exp(3M)参照 
fabs(3M): fabs(), fabsf(), fabsl(), fabsw(), fabsq()………………………………………………………絶対値関数 
fabsf(): 絶対値関数 (float)…………………………………………………………………………………………fabs(3M)参照 
fabsl(): 絶対値関数 (longdouble)…………………………………………………………………………………fabs(3M)参照 
fabsq(): 絶対値関数 (quad)…………………………………………………………………………………………fabs(3M)参照 
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fabsw(): 絶対値関数 (extended)……………………………………………………………………………………fabs(3M)参照 
fattach(3C): fattach()…………………………ファイルシステム名称空間中のオブジェクトへのファイル記述子の結合 
fclose(3S): fclose(), fflush()……………………………………………………………ストリームのクローズ、吐き出し 
fcpacl(): アクセス制御リスト (ACL) およびモードビットの………………………………………………cpacl(3C)参照 
fcvt(): 浮動小数点数値から文字列への変換………………………………………………………………………ecvt(3C)参照 
fdetach(3C): fdetach()……………………………………………………STREAMSファイル記述子からの名前の切り離し 
fdim(3M): fdim(), fabsf(), fabsl(), fabsw(), fabsq()…………………………………………………正の差分関数 
fdimf(): 正の差分関数 (float)………………………………………………………………………………………fdim(3M)参照 
fdiml(): 正の差分関数 (longdouble)………………………………………………………………………………fdim(3M)参照 
fdimq(): 正の差分関数 (quad)………………………………………………………………………………………fdim(3M)参照 
fdimw(): 正の差分関数 (extended)…………………………………………………………………………………fdim(3M)参照 
fdopen(): ファイルからストリームへの変換………………………………………………………………………fopen(3S)参照 
feclearexcept(3M): feclearexcept()………………………………………………………浮動小数点例外フラグのクリア 
fegetenv(3M): fegetenv()………………………………………………………………………………浮動小数点環境の取得 
fegetexceptflag(3M): fegetexceptflag()……………………………………………………浮動小数点例外フラグの取得 
fegetflushtozero(3M): fegetflushtozero()……………………………………浮動小数点アンダーフローモードの取得 
fegetround(3M): fegetround()……………………………………………………………浮動小数点丸め方向モードの取得 
fegettrapenable(3M): fegettrapenable()……………………………………浮動小数点例外トラップ有効フラグの取得 
feholdexcept(3M): feholdexcept()……………………………………………………………………浮動小数点環境の保存 
feof(): ストリームのステータスの照会 …………………………………………………………………………ferror(3S)参照 
feraiseexcept(3M): feraiseexcept()…………………………………………………………………浮動小数点例外の生成 
ferror(3S): ferror(), feof(), clearerr()………………………………………………ストリームのステータスの照会 
fesetenv(3M): fesetenv()…………………………………………………………………………………浮動小数点環境の設定 
fesetexceptflag(3M): fesetexceptflag()……………………………………………………浮動小数点例外フラグの設定 
fesetflushtozero(3M): fesetflushtozero()……………………………………浮動小数点アンダーフローモードの設定 
fesetround(3M): fesetround()……………………………………………………………浮動小数点丸め方向モードの設定 
fesettrapenable(3M): fesettrapenable()…………………………………………………例外トラップ有効フラグの設定 
fetch(): データベースサブルーチン………………………………………………………………………………dbm(3X)参照 
fetestexcept(3M): fetestexcept()……………………………………………………………………浮動小数点例外のテスト 
feupdateenv(3M): feupdateenv()……………………………………………………………浮動小数点環境のアップデート 
fflush(): ストリームの吐き出し……………………………………………………………………………………fclose(3S)参照 
ffs(): memory operations, find first bit set …………………………………………………………………memory(3C)参照 
fgetc(): ストリームファイルからの文字あるいはワードの取得………………………………………………getc(3S)参照 
fgetgrent(): グループファイル エントリーの取得………………………………………………………getgrent(3C)参照 
fgetpos(3S): fgetpos(), fsetpos()……………………………………ストリームのファイル位置指標の保存および回復 
fgetpos64(3S): fopen64(), freopen64(), fseeko64(), fsetpos64(), fstatvfsdev64(), ftello64(), 
 ftw64(), nftw64(), statvfsdev64(), tmpfile64()………………………………………………………… 

 …………………………………………………ラージファイルをサポートする非POSIX標準APIインタフェース 
fgetpwent(): パスワードファイルエントリーの取得……………………………………………………getpwent(3C)参照 
fgetpwent(): 高信頼性システムにおける、保護されたパスワードファイル エントリーの取得……getspwent(3X)参照 
fgets(): ストリームからの文字列の取得……………………………………………………………………………gets(3S)参照 
fgetspent(): シャドウパスワードエントリーのアクセス………………………………………………getspent(3C)参照 
fgetwc(): ストリームファイルからのワイドキャラクタの取得………………………………………getwc(3C)参照 
fgetwc_unlocked(): ストリームファイルからのワイドキャラクタの取得……………………………getwc(3C)参照 
fgetws(3C): fgetws()……………………………………………ストリームファイルからのワイドキャラクタ文字列の取得 
fileno(3S): fileno()……………………………………………………ストリームポインターのファイル記述子へのマップ 
filter(3X): filter()…………………………………………………………………………一定の端末機能を使用不能にする 
finite(3M): finite(), finitef(), finitel(), finitew(), finiteq()………………………………………有限性関数 
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finitef(): 有限性関数……………………………………………………………………………………………finite(3M)参照 
finitel(): 有限性関数……………………………………………………………………………………………finite(3M)参照 
finiteq(): 有限性関数……………………………………………………………………………………………finite(3M)参照 
finitew(): 有限性関数……………………………………………………………………………………………finite(3M)参照 
firstkey(): データベースサブルーチン………………………………………………………………………dbm(3X)参照 
firstof2(), FIRSTof2(): 16ビット文字処理用ツール…………………………………………………nl_tools_16(3X)参照 
flash(3X): flash()………………………………………………………………………………………………スクリーンの点滅 
flockfile(3S): flockfile(), ftrylockfile(), funlockfile()……………………………………………………………… 

…………………………………………………マルチスレッドアプリケーション内でのストリームの明示的ロック 
floor(3M): floor(), floorf(), floorl(), floorw(), floorq()………………………………………切り捨て丸め関数 
flushinp(3X): flushinp()………………………………………………………………………………………………入力の廃棄 
fma(3M): fma(), fmaf(), fmal(), fmaw(), fmaq()……………………………………………………浮動小数点積和関数 

fmodf(): 浮動小数点積和関数 (float)………………………………………………………………………………fma(3M)参照 
fmodl(): 浮動小数点積和関数 (longdouble)…………………………………………………………………………fma(3M)参照 
fmodq(): 浮動小数点積和関数 (quad)………………………………………………………………………………fma(3M)参照 
fmodw(): 浮動小数点積和関数 (extended)…………………………………………………………………………fma(3M)参照 
fmax(3M): fmax()…………………………………………………………………………………………………………最大値関数 
fmin(3M): fmin()…………………………………………………………………………………………………………最小値関数 
fmod(3M): fmod(), fmodf()………………………………………………………………………………………………剰余関数 
fmodf(): 剰余関数 (float) …………………………………………………………………………………………fmod(3M)参照 
fmtmsg(3C): fmtmsg()…………………………………………………標準エラーとコンソールへの定型メッセージの表示 
fnmatch(3C): fnmatch()……………………………………………………………………………ファイル名パターンの一致 
fopen(3S): fopen(), freopen(), fdopen()……………………………………………………………………………………… 
 ………………………………ストリームファイルのオープン、再オープン、ファイルからストリームへの変換 
fpclassify(3M): fpclassify()…………………………………………………………………………浮動小数点数分類マクロ 
fprintf(): ファイルへのフォーマットつき出力………………………………………………………………printf(3S)参照 
fputc(): ストリーム上に文字を出力………………………………………………………………………………putc(3S)参照 
fputs(): ストリーム上に文字列を出力…………………………………………………………………………puts(3S)参照 
fputwc(): ストリームファイルへのワイドキャラクタ出力……………………………………………………putwc(3C)参照 
fputws(): ワイドキャラクタ文字列のストリームファイルへの書き込み…………………………………putws(3C)参照 
fread(3S): fread(), fwrite()…………………………ストリームファイルに対するバッファーされたバイナリの入出力 
free(): メインメモリーに割り当てられたブロックを解放……………………………………………………malloc(3C)参照 
freeaddrinfo(): 登録されているホスト名およびアドレスの取得……………………………………getaddrinfo(3N)参照 
freenetconfigent(): ネットワーク構成データベースのエントリの取得…………………………getnetconfig(3N)参照 
freopen(): 指定されたファイル をすでにオープンされている ストリームに置き換える………………fopen(3S)参照 
freopen64(): ラージファイルをサポートする非POSIX標準APIインタフェース………………………fgetpos64(3S)参照 
frexp(3M): frexp(), frexpf(), frexpl(), frexpw(), frexpq()………浮動小数点数からの仮数部と指数部の抽出 
fscanf(): ストリームファイルからの読み取りでの書式付き入力変換………………………………………scanf(3S)参照 
fseek(3S): fseek(), fseeko(), rewind(), ftell(), ftello()………ストリームのファイルポインターの位置決め 
fseek_unlocked(): ラージファイルをサポートする非POSIX標準APIインタフェース……………………fseek(3S)参照 
fseeko(): ラージファイルをサポートする非POSIX標準APIインタフェース……………………………fseek(3S)参照 
fseeko64(): ラージファイルをサポートする非POSIX標準APIインタフェース…………………………fgetpos64(3S)参照 
fsetaclentry(): ファイルのアクセス制御リスト(ACL) 中のエントリーの追加、変更、削除 (HFS ファイルシステム 

のみ)………………………………………………………………………………………………setaclentry(3C)参照 
fsetpos(): ストリームのファイル位置指標の保存および回復……………………………………………fgetpos(3S)参照 
fsetpos64(): ラージファイルをサポートする非POSIX標準APIインタフェース………………………fgetpos64(3S)参照 
fstatfsdev(): ファイルシステムの統計……………………………………………………………………statfsdev(3C)参照 
fstatvfsdev(): ファイルシステムの統計…………………………………………………………………statvfsdev(3C)参照 
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fstatvfsdev64(): ラージファイルをサポートする非POSIX標準APIインタフェース…………………fgetpos64(3S)参照 
ftell(): ラージファイルをサポートする非POSIX標準APIインタフェース………………………………fseek(3S)参照 
ftell_unlocked(): ラージファイルをサポートする非POSIX標準APIインタフェース……………………fseek(3S)参照 
ftello(): ラージファイルをサポートする非POSIX標準APIインタフェース………………………………fseek(3S)参照 
ftello64(): ラージファイルをサポートする非POSIX標準APIインタフェース…………………………fgetpos64(3S)参照 
ftok(3C): ftok()……………………………………………………………………………………プロセス間通信識別子の作成 
ftw(3C): ftw(), nftw()……………………………………………………………関数の実行を伴ったファイルツリーの走査 
ftw64(): ラージファイルをサポートする非POSIX標準APIインタフェース……………………………fgetpos64(3S)参照 
funflockfile(): マルチスレッドアプリケーション内でのストリームの明示的ロック………………flockfile(3S)参照 
fwide(3C): fwide()………………………………………………………………………………………ストリームの指向の設定 
fwprintf(3C): fwprintf(), wprintf(), swprintf()…………………………………書式化されたワイドキャラクタ出力 
fwrite(): マルチスレッドアプリケーション内でのストリームの明示的ロック……………………………fread(3S)参照 
fwscanf(3C): fwscanf(), wscanf(), swscanf()……………………………書式化されたワイドキャラクタ入力の変換 
gai_strerror(): 登録されているホスト名およびアドレスの取得……………………………………getaddrinfo(3N)参照 
gamma(): 対数ガンマ関数………………………………………………………………………………………lgamma(3M)参照 
gcrt0.o: 実行起動ルーチン……………………………………………………………………………………………crt0(3)参照 
gcrt0.o: PA-RISC システム用実行起動ルーチン……………………………………………………………crt0_pa(3)参照 
gcvt(): 浮動小数点数値から文字列への変換………………………………………………………………………ecvt(3C)参照 
get_expiration_time(3T): get_expiration_time()……………現在の絶対システム時間に指定された時間間隔を加算 
get_myaddress(): RPC 用の旧ライブラリルーチン……………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
get_resfield(): リゾルバルーチン…………………………………………………………………………resolver(3N)参照 
get_secdef_str(): セキュリティデフォルト構成ファイルルーチン…………………………………………secdef(3)参照 
get_secdef_int(): セキュリティデフォルト構成ファイルルーチン…………………………………………secdef(3)参照 
get_secdsc_ent(): /etc/security.dsc からのセキュリティ属性記述エントリーの取得………………………secdsc(3)参照 
get_wch(3X): get_wch(), mvget_wch(), mvwget_wch(), wget_wch()……………端末からワイドキャラクタを取得 
get_wstr(): 端末からワイドキャラクタとファンクションキー コードの配列を取得………………getn_wstr(3X)参照 
getaddrinfo(3N): getaddrinfo(), getnameinfo(), freeaddrinfo(), gai_strerror()…………………………… 
 ………………………………………………………………………登録されているホスト名およびアドレスの取得 
getauduser(3): getauduser()…………………………………………現在のプロセスで認証されているユーザー名の取得 

getbegyx(3X): getbegyx(), getmaxyx(), getparyx()……………………追加のカーソルとウィンドウの座標の取得 
getbkgd(): 1バイト文字を使用したバックグラウンド文字および修飾情報の設定または取得……………bkgd(3X)参照 
getbkgrnd(): 複情報文字を使用したバックグラウンド文字の設定または取得…………………………bkgrnd(3X)参照 
getbootpent(3X): getbootpent(), putbootpent(), setbootpent(), endbootpent(), parse_bp_htype(), 
 arse_bp_haddr(), parse_bp_iaddr()……………………………………bootptabエントリーの取得と設定 
GETC(): 正規表現のコンパイルおよび照合ルーチン……………………………………………………………regexp(3X)参照 
getc(3S): getc(), getc_unlocked(), getchar(), getchar_unlocked(), fgetc(), getw()……………………… 
 ………………………………………………………………ストリームファイルからの文字あるいはワードの取得 

getc_unlocked(): ストリームファイルからの文字あるいはワードの取得……………………………………getc(3S)参照 
getcchar(3X): getcchar()………………………………………………………cchar_t からワイド文字列と修飾情報を取得 
getch(3X): getch(), wgetch(), mvgetch(), mvwgetch()…………………………………端末から 1バイト文字を取得 
getchar(): ストリームファイルからの文字あるいはワードの取得………………………………………………getc(3S)参照 
getchar_unlocked(): ストリームファイルからの文字あるいはワードの取得………………………………getc(3S)参照 
getclock(3C): getclock()…………………………………………………………システムワイド クロックの現在の値取得 
getcwd(3C): getcwd()……………………………………………………………現在のワークディレクトリのパス名の取得 
getdate(3C): getdate()……………………………………………………………ユーザーの書式指定した日付と時間の変換 
getdate_r(): ユーザーの書式指定した日付と時刻の変換 …………………………………………………getdate(3C)参照 
getdiskbyname(3C): getdiskbyname()……………………………………………………名前によるディスク記述子の取得 
getdiskbyname_r(3C): ディスク記述子の取得……………………………………………………getdiskbyname(3C)参照 
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getdvagent(3): getdvagent(), getdvagnam(), setdvagent(), enddvagent(), putdvagnam(),  
copydvagent()………………高信頼性システムに対する Device Assignmentデータベースエントリーの操作 

getdvagent: Device Assignment データベースエントリーのポインタを戻す…………………………getdvagent(3)参照 
getdvagnam: 正常終了および異常終了に関する情報を返します…………………………………………getdvagent(3)参照 
getenv(3C): getenv()……………………………………………………………………………………………環境名の値を返す 
getfsent(3X): getfsent(), getfsspec(), getfsfile(), getfstype(), setfsent(), endfsent()………………

 ……………………………………………………………ファイルシステム記述子の ファイルエントリーの取得 
getfsent(): ファイルシステム 記述子 ファイルをクローズする………………………………………getfsent(3X)参照 
getfsfile(): ファイルシステム 記述子 ファイルをクローズする………………………………………getfsent(3X)参照 
getfsspec(): ファイルシステム 記述子 ファイルをクローズする………………………………………getfsent(3X)参照 
getfstype(): ファイルシステム 記述子 ファイルをクローズする………………………………………getfsent(3X)参照 
getgrent(3C): getgrent(), getgrgid(), getgrnam(), setgrent(), endgrent(), fgetgrent()…………………

 ……………………………………………………………………………………グループファイル エントリーの取得 
getgrgid(): グループファイル エントリーの取得……………………………………………………………getgrent(3C)参照 
getgrnam(): グループファイル エントリーの取得……………………………………………………………getgrent(3C)参照 
gethostbyaddr(): ネットワークホストエントリーの取得………………………………………………gethostent(3N)参照 
gethostbyname(): ネットワークホストエントリーの取得………………………………………………gethostent(3N)参照 
gethostent(3N): gethostent(), gethostbyaddr(), gethostbyname(), sethostent(), endhostent()……… 
 …………………………………………………………………………………ネットワークホストエントリーの取得 
gethrtime(3C): gethrtime()………………………………………………………………………………高分解能時間の取得 
getipnodebyaddr(): ノード名とアドレス間の変換……………………………………………………getaddrinfo(3N)参照 
getipnodebyname(): ノード名とアドレス間の変換……………………………………………………getaddrinfo(3N)参照 
getlocale(): プログラムのロケールの取得…………………………………………………………………setlocale(3C)参照 
getlocale_r(): プログラムのロケールの取得(MT-Safe) …………………………………………………setlocale(3C)参照 
getlogin(3C): getlogin(), getlogin_r()………………………………端末にログインしているユーザーの名前の取得 
getlogin_r(): 端末にログインしているユーザーの名前の取得………………………………………getlogin(3C)参照 
getmaxyx(): 追加のカーソルとウィンドウの座標の取得…………………………………………………getbegyx(3X)参照 
getmntent(3X): getmntent(), getmntent_r(), setmntent(), addmntent(), delmntent(), endmntent(), 
 hasmntopt()……………………………………………ファイルシステム記述子のファイルエントリーの取得 
getn_wstr(3X): getn_wstr(), get_wstr(), mvgetn_wstr(), mvget_wstr(), mvwgetn_wstr(),  

mvwget_wstr(), wgetn_wstr(), wget_wstr()…………………………………………………………………… 
………………………………………………端末からワイドキャラクタとファンクションキー コードの配列を取

得 
getnameinfo(): 登録されているホスト名およびアドレスの取得……………………………………getaddrinfo(3N)参照 
getnetname(): Secure RPC のライブラリルーチン………………………………………………………secure_rpc(3N)参照 
getnetbyaddr(): ネットワークエントリーの取得 ………………………………………………………getnetent(3N)参照 
getnetbyname(): ネットワークエントリーの取得 ………………………………………………………getnetent(3N)参照 
getnetconfig(3N): getnetconfig(), endnetconfig(), getnetconfigent(), freenetconfigent(), 
 nc_sperror(), setnetconfig()……………………………ネットワーク構成データベースのエントリの取得 
getnetconfigent(): ネットワーク構成データベースのエントリの取得……………………………getnetconfig(3N)参照 
getnetent(3N): getnetent(), getnetbyaddr(), getnetbyname(), setnetent(), endnetent()…………………

 …………………………………………………………………………………………ネットワークエントリーの取得 
getnetgrent(3C): getnetgrent(), setnetgrent(), endnetgrent(), innetgr()……………………………………

 ………………………………………………………………………………ネットワークグループ エントリの取得 
getnetpath(3N): getnetpath(), setnetpath(), endnetpath()………………………………………………………

 …………………………………………………NETPATH の構成要素に対応する /etc/netconfig エントリの取得 
getnstr(3X): getnstr(), mvgetnstr(), mvwgetnstr(), wgetnstr()…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………端末からマルチバイト文字長制限文字列を取得 
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getopt(3C): getopt(), optarg, optind, opterr……………………引き数 のベクトルからのオプション英文字の取得 
getparyx(): 追加のカーソルとウィンドウの座標の取得…………………………………………………getbegyx(3X)参照 
getpass(3C): getpass()…………………………………………………………………………………パスワードの読み取り 
getprdfent(3): getprdfent(), getprdfnam(), setprdfent(), endprdfent(), putprdfnam()……………………

 ………………………………………高信頼性システムに対する System Defaultデータベースエントリーの操作 
getprdfnam(): データベースエントリーの操作………………………………………………………………getprdfent(3)参照 
getprotobyname(): プロトコルエントリーの取得……………………………………………………getprotoent(3N)参照 
getprotobyname_r(): プロトコルエントリーの取得 (スレッドセーフ) ……………………………getprotoent(3N)参照 
getprotobynumber(): プロトコルエントリーの取得…………………………………………………getprotoent(3N)参照 
getprotobynumber_r(): プロトコルエントリーの取得 (スレッドセーフ) …………………………getprotoent(3N)参照 
getprotoent(3N): getprotoent(), getprotobynumber(), getprotobyname(),setprotoent(),endprotoent() 
 ………………………………………………………………………………………………プロトコルエントリーの取得 
getprotoent_r(): プロトコルエントリーの取得 (スレッドセーフ) …………………………………getprotoent(3N)参照 
getprpwaid(): 保護されたパスワードデータベースのエントリーの操作(高信頼性システムのみ)…getprpwent(3)参照 
getprpwent(3): getprpwent(), getprpwuid(), getprpwnam(), getprpwaid(), setprpwent(),endprpwent(), 

putprpwnam()………………保護されたパスワードデータベースのエントリーの操作(高信頼性システムのみ) 
getprpwnam(): 保護されたパスワードデータベースのエントリーの操作(高信頼性システムのみ)…getprpwent(3)参照 
getprpwuid(): 保護されたパスワードデータベースのエントリーの操作(高信頼性システムのみ)…getprpwent(3)参照 
getprtcent(3): getprtcent(), getprtcnam(), setprtcent(), endprtcent(), putprtcnam()……………………

 …………………………………高信頼性システムに対する Terminal Controlデータベースエントリーの操作 
getprtcent(): Terminal Control データベースエントリーの操作………………………………………getprtcent(3)参照 
getprtcnam(): Terminal Control データベースエントリーの操作………………………………………getprtcent(3)参照 
getpublickey(3N): getpublickey(), getsecretkey()………………パブリックキーとシークレットキーの取り出し 
getpw(3C): getpw()………………………………………………………………………………………UID からの名前の取得 
getpwent(3C): getpwent(), getpwuid(), getpwuid_r(), getpwnam(), getpwnam_r(), setpwent(), 
 endpwent(), fgetpwent()………………………………………………パスワードファイルエントリーの取得 
getpwent(): パスワードファイルエントリーの取得………………………………………………………getpwent(3C)参照 
getresgid(): ユーザーまたはグループの実 ID、実効 ID、保存 ID の取得……………………………getresuid(3)参照 
getresuid(3): getresuid(), getresgid()………………ユーザーまたはグループの実 ID、実効 ID、保存 ID の取得 
getrpcbyname(): rpc エントリの取得………………………………………………………………………getrpcent(3C)参照 
getrpcbynumber(): rpc エントリの取得……………………………………………………………………getrpcent(3C)参照 
getrpcent(3C): getrpcent(), getrpcbyname(), getrpcbynumber()……………………………rpc エントリの取得 
getrpcport(3N): getrpcport()…………………………………………………………………………RPCのポート番号の取得 
gets(3S): gets(), fgets()…………………………………………………………………ストリームからの文字列の取得 
getsecretkey(): パブリックキーとシークレットキーの取り出し…………………………………getpublickey(3M)参照 
getservbyname(): サービスエントリーの取得……………………………………………………………getservent(3N)参照 
getservbyname_r(): サービスエントリーの取得 (スレッドセーフ) …………………………………getservent(3N)参照 
getservbyport(): サービスエントリーの取得……………………………………………………………getservent(3N)参照 
getservbyport_r(): サービスエントリーの取得 (スレッドセーフ) …………………………………getservent(3N)参照 
getservent(3N): getservent(), getservbyport(), getservbyname(), setservent(), endservent() 
 ………………………………………………………………………………………………サービスエントリーの取得 
getservent_r(): サービスエントリーの取得 (スレッドセーフ) ………………………………………getservent(3N)参照 
getspent(3C): getspnam(), getspnam_r(), getspent(), setspent(), endspent(), fgetspent()……………

 ……………………………………………………………………………シャドウパスワードエントリーのアクセス 
getspent(): シャドウパスワードエントリーのアクセス…………………………………………………getspent(3C)参照 
getspnam(): シャドウパスワードエントリーのアクセス……………………………………………………getspent(3C)参照 
getspnam_r(): シャドウパスワードエントリーのアクセス………………………………………………getspent(3C)参照 
getspwaid(): シャドウパスワードエントリーのアクセス………………………………………………getspwent(3X)参照 
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getspwent(3X): getpwent(), getpwuid(), getspwnam(), setpwent(), endpwent(), fgetpwent()…………  
 ………………………………高信頼性システムにおける、保護されたパスワードファイル エントリーの取得 
getstr(3X): getstr(), mvgetstr(), mvwgetstr(), wgetstr()……………………端末からマルチバイト文字列を取得 
getsubopt(3C): getsubopt()……………………………………………………………文字列からのサブオプションの解析 
gettimer(3C): gettimer()……………………………………………………………………プロセスごとのタイマー値の取得 
gettxt(3C): gettxt()…………………………………………………メッセージファイルからのテキスト文字列の読み取り 
getusershell(3C): getusershell(), setusershell(), endusershell()……………正当なユーザー シェルの取得 
getut(3C): getutent(), getutid(), getutline(), pututline(), _pututline(), setutent(), 
 endutent(), utmpname()……………………………………………utmp ファイルエントリーへのアクセス 
getutent(): utmp ファイルエントリーへのアクセス…………………………………………………………getut(3C)参照 
getutid(): utmp ファイルエントリーへのアクセス…………………………………………………………getut(3C)参照 
getutline(): utmp ファイルエントリーへのアクセス………………………………………………………getut(3C)参照 
getuts(3C): getutsent(), getutsid(), getutsline(), pututsline(), setutsent(), endutsent(), 
 ENDUTSENT(), GETUTSENT(), GETUTSID(), GETUTSLINE(), PUTUTSLINE(), SETUTSENT()……………… 
 …………………………………utmpd が管理するユーザアカウンティング データベース参照/更新ルーチン 

GETUTSENT(): utmpd が管理するユーザアカウンティング データベース参照/更新ルーチン…………getuts(3C)参照 
getutsent(): utmpd が管理するユーザアカウンティング データベース参照/更新ルーチン…………getuts(3C)参照 
GETUTSID(): utmpd が管理するユーザアカウンティング データベース参照/更新ルーチン……………getuts(3C)参照 
getutsid(): utmpd が管理するユーザアカウンティング データベース参照/更新ルーチン……………getuts(3C)参照 
GETUTSLINE(): utmpd が管理するユーザアカウンティング データベース参照/更新ルーチン…………getuts(3C)参照 
getutsline(): utmpd が管理するユーザアカウンティング データベース参照/更新ルーチン…………getuts(3C)参照 
getutx(3C): getutxent(), getutxid(), getutxline(), pututxline(), setutxent(), endutxent()…………

 ………………………………………………………………………………utmpx ファイルエントリーへのアクセス 
getutxent(): utmpx ファイルエントリーへのアクセス………………………………………………………getutx(3C)参照 
getutxid(): utmpx ファイルエントリーへのアクセス………………………………………………………getutx(3C)参照 
getutxline(): utmpx ファイルエントリーへのアクセス……………………………………………………getutx(3C)参照 
getw(): ストリームファイルからの文字あるいはワードの取得…………………………………………………getc(3S)参照 
getw_unlocked(): ストリームファイルからの文字あるいはワードの取得……………………………………getc(3S)参照 
getwc(3C): getwc(), getwchar(), fgetwc(), getwc_unlocked(), getwchar_unlocked(), 
 fgetwc_unlocked()………………………………………ストリームファイルからのワイドキャラクタの取得 
getwc_unlocked(): ストリームファイルからのワイドキャラクタの取得……………………………………getwc(3C)参照 
getwchar(): ストリームファイルからのワイドキャラクタの取得…………………………………………getwc(3C)参照 
getwchar_unlocked(): ストリームファイルからのワイドキャラクタの取得……………………………getwc(3C)参照 
getwd(3C): getwd()………………………………………………………………現在のワークディレクトリのパス名の取得 
getwin(3X): getwin(), putwin()………………………ウィンドウのファイルへのダンプおよびファイルからの再ロード 
getyx(3X): getyx()…………………………………………………………………………カーソルとウィンドウの座標を取得 
glob(3C): glob(), globfree()…………………………………………………………………………ファイル名の生成関数 
globfree(): ファイル名生成関数に関連するスペースを開放する…………………………………………glob(3C)参照 
gmtime(): 日付と時刻の文字列への変換 ………………………………………………………………………ctime(3C)参照 
gmtime_r(): 日付と時刻の文字列への変換 ……………………………………………………………………ctime(3C)参照 
grantpt(3C): grantpt()………………………………………………………STREAMSスレーブptyへのアクセス権限の付与 
gsignal(): ソフトウェアシグナル………………………………………………………………………………ssignal(3C)参照 
gss_accept_sec_context(3): gss_accept_sec_context()……………………………………………………………………

 ……………………アプリケーションとコンテキスト受け入れ側との間でのセキュリティコンテキストの確立 
gss_acquire_cred(3): gss_acquire_cred()………………………………………………………………………………………

 …………………………名前が付いている既存の証明書のハンドル取得 (アプリケーションが使うルーチン) 
gss_add_cred(3): gss_add_cred()………………………………………………………………証明書への証明書要素の追加 
gss_add_oid_set_member(3): gss_add_oid_set_member()……オブジェクト識別子 (OID) セットへの OID の追加 
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gss_canonicalize_name(3): gss_canonicalize_name()………………………………………………………………………

 …………………………内部名から内部機構名 (MN) 表現への変換 (不透明な内部名から正式名称への変換) 
gss_compare_name(3): gss_compare_name()……………………………………………………………………………………

 ………………２つの内部名が等価であるかどうかを調べるための比較 (アプリケーションが使うルーチン) 
gss_context_time(3): gss_context_time()……………………………………………コンテキストの有効期間のチェック 
gss_create_empty_oid_set(3): gss_create_empty_oid_set()…メンバーを追加できる空の OID セットの新規作成 
gss_delete_sec_context(3): gss_delete_sec_context()……………………………セキュリティコンテキストの削除 
gss_display_name(3): gss_display_name()……………………………………………………………………………………

 ……………………………………不透明な内部名のテキスト表現取得 (アプリケーションが使うルーチン) 
gss_display_status(3): gss_display_status()………………………………………………………………………GSSAPI 
   ステータスコードのテキスト表現の取得 (アプリケーションがユーザーへの表示やログ用に使うルーチン) 

gss_duplicate_name(3): gss_duplicate_name()………………………………………………………………………………

 ……………………………………………既存内部名の正確な複製の作成 (アプリケーションが使うルーチン) 
gss_export_name(3): gss_export_name()………………………………直接比較に適した形式への機構名 (MN) の変換 
gss_export_sec_context(3): gss_export_sec_context()……………………………………………………………………

 ……………………………………同じマシン上の他のプロセスへのセキュリティコンテキストのエクスポート 
gss_get_mic(3): gss_get_mic()………………暗号化したメッセージ完全性コード (MIC) の作成とトークンへの設定 
gss_import_name(3): gss_import_name()……………………………………………印刷可能な名前の内部形式への変換 
gss_import_sec_context(3): gss_import_sec_context()……………………………………………………………………

 ……………………………………同じマシン上の他のプロセスからのセキュリティコンテキストのインポート 
gss_indicate_mechs(3): gss_indicate_mechs()………………………………………………………………………………

 ………………………………………使用可能なセキュリティ機構の調査 (アプリケーションが使うルーチン) 
gss_init_sec_context(3): gss_init_sec_context()……………………………………………………………………………

 …………………コンテキスト起動側とコンテキスト受け入れ側との間でのセキュリティコンテキストの確立 
gss_inquire_context(3): gss_inquire_context()………………………セキュリティコンテキストに関する情報の取得 
gss_inquire_cred(3): gss_inquire_cred()……………証明書に関する情報の取得 (アプリケーションが使うルーチン) 
gss_inquire_cred_by_mech(3): gss_inquire_cred_by_mech()……………………………………………………………

 ……………………………………特定の機構に関する証明書の情報取得 (アプリケーションが使うルーチン) 
gss_inquire_mechs_for_name(3): gss_inquire_mechs_for_name()………………………………………………………

 ……………………………………………………………特定の名前タイプをサポートしている機構のリスト取得 
gss_inquire_names_for_mech(3): gss_inquire_names_for_mech()………………………………………………………

 …………………………………………………………特定の機構でサポートされている名前タイプのリスト取得 
gss_process_context_token(3): gss_process_context_token()…………………………………………………………

 …………………………………………………………………セキュリティサービスへのコンテキストの受け渡し 
gss_release_buffer(3): gss_release_buffer()……………………………バッファーとして使っている記憶領域の解放 
gss_release_cred(3): gss_release_cred()…………………………………………………………証明書の削除マーク付け 
gss_release_name(3): gss_release_name()……………………………………………………………………………………

 ………………………………………GSSAPI ルーチンによって内部名用に割り当てられている記憶領域の解放 
gss_release_oid_set(3): gss_release_oid_set()…………gss_OID_set オブジェクトに使われている記憶領域の解放 
gss_test_oid_set_member(3): gss_test_oid_set_member()…………………………OID の メンバーシップチェック 
gss_unwrap(3): gss_unwrap………………………………………………………………………………………添付されてい

 メッセージ完全性コード (MIC) を使ったメッセージチェックと、必要に応じたメッセージ内容暗号化解除 
gss_verify_mic(3): gss_verify_mic()……………………………………………………………………………………………

 …………暗号化されているメッセージ完全性コード (MIC) のチェックを通した、メッセージの完全性検証 
gss_wrap(3): gss_wrap()……………………………メッセージ完全性コード (MIC) の添付とメッセージ内容の暗号化 
gss_wrap_size_limit(3): gss_wrap_size_limit()………………………………………………………………………………

 ……………………………………特定のコンテキストで gss_wrap() が作成するトークンの最大サイズの調査 
halfdelay(3X): halfdelay()…………………………………………………………………………入力文字遅延モードの制御 
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has_colors(): 色操作関数…………………………………………………………………………can_change_color(3X)参照 
has_ic(3X): has_ic(), has_il()…………………………………………………端末の挿入/削除機能の有無を照会する関数 
has_il(): 端末の挿入/削除機能の有無を照会する関数………………………………………………………has_ic(3X)参照 
hasmntopt(): ファイルシステム 記述子 ファイルをクローズする……………………………………getmntent(3X)参照 
havedisk(): リモートカーネルからのパフォーマンスデータの取得……………………………………………rcmd(3N)参照  
hcreate(): ハッシュ サーチテーブルの管理…………………………………………………………………hsearch(3C)参照 
hdestroy(): ハッシュ サーチテーブルの管理………………………………………………………………hsearch(3C)参照 
herror(): リゾルバルーチン……………………………………………………………………………………resolver(3N)参照 
hline(3X): hline(), mvhline(), mvvline(), mvwhline(), mvwvline(), vline(), whline(), wvline()………

 ………………………………………………………………………………1バイト文字と修飾情報を元にした線描 
hline_set(3X): hline_set(), mvhline_set(), mvvline_set(), mvwhline_set(), mvwvline_set(),  

vline_set(), whline_set(), wvline_set()…………………………複情報文字と修飾情報を元にした線描 
host2netname(): Secure RPC のライブラリルーチン…………………………………………………secure_rpc(3N)参照 
hosts_access(3): hosts_access(), hosts_ctl(), request_init(), request_set()……アクセス制御ライブラリ 

hosts_ctl(): アクセス制御ライブラリ……………………………………………………………………hosts_access(3)参照 
hppac(3X) ………………………………………………………………………………HP 3000モードのパック 10進ライブラリ 
hsearch(3C): hsearch(), hcreate(), hdestroy()………………………………………ハッシュ サーチテーブルの管理 
htonl(), htons(): ホスト バイトオーダとネットワーク バイトオーダとの間での値の変換………byteorder(3N)参照 
hypot(3M): hypot(), hypotf(), hypotl(), hypotw(), hypotq()………………………………ユークリッド距離関数 
iconv(3C): iconv(), iconv_open(), iconv_close()…………………………………………コードセット変換ルーチン 
iconv(): 文字コードセット変換…………………………………………………………………………………iconv(3C)参照 
iconv_close(): コードセット変換ルーチン、変換記述子を割り当て解除する……………………………iconv(3C)参照 
iconv_open(): コードセット変換ルーチン、変換記述子を返す……………………………………………iconv(3C)参照 
idcok(3X): idcok()……………………………………ハードウエアの文字挿入/削除機構を使用可能または使用不能にする 
idleok(): 端末出力制御関数……………………………………………………………………………………clearok(3X)参照 
if_freenameindex(): インタフェース名とインデックスとの間のマッピング…………………if_nameindex(3N)参照 
if_indextoname(): インタフェース名とインデックスとの間のマッピング………………………if_nameindex(3N)参照 
if_nameindex(3N): if_nameindex(), if_nametoindex(), if_indextoname(), if_freenameindex()…………

 ………………………………………………………………インタフェース名とインデックスとの間のマッピング 
if_nametoindex(): インタフェース名とインデックスとの間のマッピング………………………if_nameindex(3N)参照 
ilogb(3M): ilogb(), ilogbf(), ilogbl(), ilogbw(), ilogbq()………………基数に依存しない指数取り出し関数 
immedok(3X): immedok()…………………………………………即時端末リフレッシュを使用可能または使用不能にする 
in_wch(3X): in_wch(), mvin_wch(), mvwin_wch(), win_wch()………ウィンドウから複情報文字と修飾情報を入力 
in_wchnstr(3X): in_wchnstr(), in_wchstr(), mvin_wchnstr(), mvin_wchstr(), mvwin_wchnstr(),  

mvwin_wchstr(), win_wchnstr(), win_wchstr()…ウィンドウから複情報文字と修飾情報の配列を入力 
in_wchstr(): ウィンドウから複情報文字と修飾情報の配列を入力……………………………………in_wchnstr(3X)参照 
inch(3X): inch(), mvinch(), mvwinch(), winch()……………………ウィンドウから 1バイト文字と修飾情報を入力 
inchnstr(3X): inchnstr(), inchstr(), mvinchnstr(), mvinchstr(), mvwinchnstr(), vwinchstr(), 
 winchnstr(), winchstr()………………………………ウィンドウから 1バイト文字と修飾情報の配列を入力 
inchstr(): ウィンドウから 1バイト文字と修飾情報の配列を入力………………………………………inchnstr(3X)参照 
index(): BSD 移植性文字列ルーチン………………………………………………………………………………string(3C)参照 
inet(3N): inet_addr(), inet_network(), inet_ntoa(), inet_makeaddr(), inet_lnaof(), inet_netof()
 …………………………………………………………………………………インターネットアドレス処理ルーチン 
inet6(3N): inet_pton(), inet_ntop()……………IP バージョン 4 以降用のインターネットアドレス操作ルーチン 
inet6_opt_append(): IPv6のホップバイホップオプションおよびあて先オプションの操作…inet6_opt_init(3N)参照 
inet6_opt_find(): IPv6のホップバイホップオプションおよびあて先オプションの操作………inet6_opt_init(3N)参照 
inet6_opt_finish(): IPv6のホップバイホップオプションおよびあて先オプションの操作…inet6_opt_init(3N)参照 
inet6_opt_get_val(): IPv6のホップバイホップオプションおよびあて先オプションの操作…inet6_opt_init(3N)参照 
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inet6_opt_init(3N): inet6_opt_init(), inet6_opt_append(), inet6_opt_find(), inet6_opt_finish(), 
 inet6_opt_get_val(), inet6_opt_next(), inet6_opt_set_val()………………………………………

 ………………………………………………IPv6のホップバイホップオプションおよびあて先オプションの操作 
inet6_opt_init(): IPv6のホップバイホップオプションおよびあて先オプションの操作……inet6_opt_init(3N)参照 
inet6_opt_next(): IPv6のホップバイホップオプションおよびあて先オプションの操作……inet6_opt_init(3N)参照 
inet6_opt_set_val() …………………………………………………………………………………inet6_opt_init(3N)参照 
inet6_rth_space(3N): inet6_rth_space(), inet6_rth_getaddr(), inet6_rth_init(),  

inet6_rth_reverse(), inet6_rth_segments(), inet6_rth_space()………………………………… 
……………………………………………………………………………IPv6 の経路制御ヘッダーオプションの操作 

inet_addr(): インターネットアドレス処理ルーチン………………………………………………………………inet(3N)参照 
inet_lnaof(): インターネットアドレス処理ルーチン……………………………………………………………inet(3N)参照 
inet_makeaddr(): インターネットアドレス処理ルーチン………………………………………………………inet(3N)参照 
inet_netof(): インターネットアドレス処理ルーチン……………………………………………………………inet(3N)参照 
inet_network(): インターネットアドレス処理ルーチン…………………………………………………………inet(3N)参照 
inet_ntoa(): インターネットアドレス処理ルーチン………………………………………………………………inet(3N)参照 
inet_ntoa_r(): インターネットアドレス処理ルーチン…………………………………………………………inet(3X)参照 
inet_nton(): インターネットアドレス処理ルーチン……………………………………………………………inet6(3N)参照 
inet_pton(): インターネットアドレス処理ルーチン……………………………………………………………inet6(3N)参照 
INIT(): 正規表現のコンパイルおよび照合ルーチン……………………………………………………………regexp(3X)参照 
init_colors(): 色操作関数………………………………………………………………………can_change_color(3X)参照 
init_pair(): 色操作関数……………………………………………………………………………can_change_color(3X)参照 
initgroups(3C): initgroups()……………………………………………………グループ アクセスリストを初期化する 
initscr(3X): initscr(), newterm()………………………………………………………………………スクリーン初期化関

数 
initstate(): 擬似乱数の生成…………………………………………………………………………………random(3M)参照 
innetgr(): ネットワークグループ エントリの取得………………………………………………………getnetgrent(3C)参照 
innstr(3X): innstr(), instr(), mvinnstr(), mvinstr(), mvwinnstr(), mvwinstr(), winnstr(), winstr()
 ……………………………………………………………………………ウィンドウからマルチバイト文字列を入力 
innwstr(): ウィンドウからワイド文字列を入力………………………………………………………………innwstr(3X)参照 
innwstr(3X): innwstr(), inwstr(), mvinnwstr(), mvinwstr(), mvwinnwstr(), mvwinwstr(), winnwstr(), 

winwstr()…………………………………………………………………………ウィンドウからワイド文字列を入力 
ins_nwstr(3X): ins_nwstr(), ins_wstr(), mvins_nwstr(), mvins_wstr(), mvwins_nwstr,mvwins_wstr(), 
  wins_nwstr(), wins_wstr()………………………………………………ワイド文字列のウィンドウへの挿入 
ins_wch(3X): ins_wch(), mvins_wch(), mvwins_wch(), wins_wch()…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………複情報文字と修飾情報のウィンドウへの挿入 
ins_wstr(): ワイド文字列のウィンドウへの挿入…………………………………………………………ins_nwstr(3X)参照 
insch(3X): insch(), mvinsch(), mvwinsch(), winsch()……………1バイト文字と修飾情報のウィンドウへの挿入 
insdelln(3X): insdelln(), winsdelln()………………………ウィンドウからの行の削除またはウィンドウへ行の挿入 
insertln(3X): insertln(), winsertln()……………………………………………………………ウィンドウへの行の挿入 
insnstr(3X): insnstr(), insstr(), mvinsnstr(), mvinsstr(), mvwinsnstr(), mvwinsstr(), winsnstr(), 

winsstr()…………………………………………………………………マルチバイト文字列のウィンドウへの挿入 
insque(3C): insque(), remque()……………………………………………………………キューの要素の挿入または削除 
insstr(): マルチバイト文字列のウィンドウへの挿入………………………………………………………insnstr(3X)参照 
instr(): ウィンドウからマルチバイト文字列を入力…………………………………………………………innstr(3X)参照 
intrflush(3X): intrflush()……………………………………割り込み時の初期化機能を使用可能または使用不能にする 
invsqrt(): 逆平方根関数……………………………………………………………………………………………rsqrt(3N)参照 
invsqrtf(): 逆平方根関数 (float)…………………………………………………………………………………rsqrt(3N)参照 
invsqrtl(): 逆平方根関数 (long double)…………………………………………………………………………rsqrt(3N)参照 
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invsqrtq(): 逆平方根関数 (quad)…………………………………………………………………………………rsqrt(3N)参照 
invsqrtw(): 逆平方根関数 (extended)……………………………………………………………………………rsqrt(3N)参照 
inwstr(): ウィンドウからワイド文字列を入力…………………………………………………………innwstr(3X)参照 
is_linetouched(3X): is_linetouched(), is_wintouched(), touchline(), untouchwin(), wtouchln()………

 ………………………………………………………………………………………ウィンドウリフレッシュ制御関数 
is_wintouched(): ウィンドウリフレッシュ制御関数………………………………………………is_linetouched(3X)参照 
isalnum(): 文字のクラス分類……………………………………………………………………………………ctype(3C)参照 
isalpha(): 文字のクラス分類……………………………………………………………………………………ctype(3C)参照 
isascii(): 文字のクラス分類……………………………………………………………………………………ctype(3C)参照 
isastream(3C): isastream()…………………………………………………………………………………………………………

 …………ファイル記述子がSTREAMSデバイスまたはSTREAMSベースのパイプを参照していることの判定 
isatty(): 端末名の取得…………………………………………………………………………………………ttyname(3C)参照 
iscntrl(): 文字のクラス分類……………………………………………………………………………………ctype(3C)参照 
isdigit(): 文字のクラス分類……………………………………………………………………………………ctype(3C)参照 
isendwin(3X): isendwin()…………………………………………………スクリーンがリフレッシュされたかどうかの判定 
isfinite(3M): isfinite()…………………………………………………………………………浮動小数点数のテスト (有限) 
isgraph(): 文字のクラス分類……………………………………………………………………………………ctype(3C)参照 
isgreater(3M): isgreater()………………………………………………例外を発生させない浮動小数点数比較マクロ (>) 
isgreaterequal(3M): isgreaterequal()………………………………例外を発生させない浮動小数点数比較マクロ (>=) 
isinf(3M): isinf()………………………………………………………………………………浮動小数点数のテスト (無限大) 
isless(3M): isless()……………………………………………………例外を発生させない浮動小数点数比較マクロ (<) 
islessequal(3M): islessequal()………………………………………例外を発生させない浮動小数点数比較マクロ (<=) 
islessgreater(3M): islessgreater()…………………………………例外を発生させない浮動小数点数比較マクロ (<>) 
islower(): 文字のクラス分類……………………………………………………………………………………ctype(3C)参照 
isnan(3M): isnan()………………………………………………………………………………浮動小数点数のテスト (NaN) 
isnormal(3M): isnormal()…………………………………………………………浮動小数点数のテスト (正規化された値) 
isprint(): 文字のクラス分類……………………………………………………………………………………ctype(3C)参照 
ispunct(): 文字のクラス分類……………………………………………………………………………………ctype(3C)参照 
isspace(): 文字のクラス分類……………………………………………………………………………………ctype(3C)参照 
isunordered(3M): isunordered()………………………………………………………浮動小数点数比較マクロ (順序なし) 
isupper(): 文字のクラス分類……………………………………………………………………………………ctype(3C)参照 
iswalnum(): ワイドキャラクタの分類…………………………………………………………………………wctype(3C)参照 
iswalpha(): ワイドキャラクタの分類…………………………………………………………………………wctype(3C)参照 
iswcntrl(): ワイドキャラクタの分類…………………………………………………………………………wctype(3C)参照 
iswctype(): ワイドキャラクタの分類…………………………………………………………………………wctype(3C)参照 
iswdigit(): ワイドキャラクタの分類…………………………………………………………………………wctype(3C)参照 
iswgraph(): ワイドキャラクタの分類…………………………………………………………………………wctype(3C)参照 
iswlower(): ワイドキャラクタの分類…………………………………………………………………………wctype(3C)参照 
iswprint(): ワイドキャラクタの分類…………………………………………………………………………wctype(3C)参照 
iswpunct(): ワイドキャラクタの分類…………………………………………………………………………wctype(3C)参照 
iswspace(): ワイドキャラクタの分類…………………………………………………………………………wctype(3C)参照 
iswupper(): ワイドキャラクタの分類…………………………………………………………………………wctype(3C)参照 
iswxdigit(): ワイドキャラクタの分類………………………………………………………………………wctype(3C)参照 
isxdigit(): 文字のクラス分類……………………………………………………………………………………ctype(3C)参照 
j0(3M): j0(), j0f(), j0l(), j0w(), j0q(), j1(), j1f(), j1l(), j1w(), j1q(), jn(), jnf(), jnl(), jnw(),  

jnq()………………………………………………………………………………………………第１種ベッセル関数 
j1(): 第１種ベッセル関数………………………………………………………………………………………………j0(3M)参照 
jn(): 第１種ベッセル関数………………………………………………………………………………………………j0(3M)参照 
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jrand48(): 均等に分散される疑似乱数の生成………………………………………………………………drand48(3C)参照 
key_decryptsession(): Secure RPC のライブラリルーチン…………………………………………secure_rpc(3N)参照 
key_encryptsession(): Secure RPC のライブラリルーチン…………………………………………secure_rpc(3N)参照 
key_gendes(): Secure RPC のライブラリルーチン………………………………………………………secure_rpc(3N)参照 
key_name(): キー名の取得……………………………………………………………………………………keyname(3X)参照 
key_setsecret(): Secure RPC のライブラリルーチン…………………………………………………secure_rpc(3N)参照 
key_secretkey_is_set(): Secure RPC のライブラリルーチン………………………………………secure_rpc(3N)参照 
keyname(3X): keyname(), key_name()……………………………………………………………………………キー名の取得 
keypad(3X): keypad()……………………………………ファンクションキーの省略形を使用可能または使用不能にする 
killchar(): シングルバイト端末環境照会関数……………………………………………………………erasechar(3X)参照 
killwchar(): 現在の行抹消文字…………………………………………………………………………erasewchar(3X)参照 
l64a(): long 整数と 64 進の ASCII 文字列間の変換……………………………………………………………a64l(3C)参照 
l64a_r(): long 整数と 64 進の ASCII 文字列間の変換…………………………………………………………a64l(3C)参照 
lckpwdf(3C): lckpwdf(), ulckpwdf()……………/etc/passwd ファイルと /etc/shadow ファイルへのアクセスの制御 
lcong48(): 均等に分散される疑似乱数の生成………………………………………………………………drand48(3C)参照 
ldcvt(3C): _ldecvt(), _ldfcvt(), _ldgcvt()…………………………long-double 浮動小数点数値の文字列への変換 
ldecvt() (_ldcvt()): long-double 浮動小数点数値の文字列への変換……………………………………ldcvt(3C)参照 
ldexp(3M): ldexp(), dexpf(), ldexpl(), ldexpw(), ldexpq()…………………浮動小数点数の指数のスケーリング 
ldfcvt() (_ldfcvt()): long-double 浮動小数点数値の文字列への変換……………………………………ldcvt(3C)参照 
ldgcvt() (_ldgcvt()): long-double 浮動小数点数値の文字列への変換……………………………………ldcvt(3C)参照 
ldiv(): 整数の除算および剰余……………………………………………………………………………………div(3C)参照 
leaveok(): 端末出力制御関数…………………………………………………………………………………clearok(3X)参照 
lfind(): 線形検索および更新…………………………………………………………………………………lsearch(3C)参照 
lgamma(3M): gamma(), gammaf(), gammal(), gammaw(), gammaq(), lgamma(), lgammaf(), lgammal(),  

lgammaw(), lgammaq(), gamma_r(), gammaf_r(), gammal_r(), gammaw_r(), gammaq_r(),  
lgamma_r(), lgammaf_r(), lgammal_r(), lgammaw_r(), lgammaq_r(), signgam()……対数ガンマ関数 

lgamma(): リエントラント対数ガンマ関数……………………………………………………………………lgamma(3M)参照 
lgamma_r(): リエントラント対数ガンマ関数…………………………………………………………………lgamma(3M)参照 
libkrb5(3): libkrb5()……………………………Kerberos クライアントライブラリ (libkrb5, libk5crypto, libcom_err) 
libslp(3N): SLPOpen(), SLPClose(), SLPReg(), SLPDereg(), SLPDelAttrs(), SLPFindSrvs(), 
 SLPFindSrvTypes(), SLPFindAttrs(), SLPParseSrvURL(), SLPEscape(), SLPUnescape(), 
 SLPFree(), SLPGetRefreshInterval(), SLPFindScopes(), SLPGetProperty(),SLPSetProperty() 
 ………………………………………………………………SLP (Service Location Protocol) ライブラリルーチン 

LINES(3X): LINES………………………………………………………………………………………………端末画面上の行数 
llrint(3M): llrint(), llrintf(), llrintl(), llrintw(), llrintq()…………最も近い long long への丸め関数 
llrintf(): 最も近い long long への丸め関数(float)…………………………………………………………llrint(3M)参照 
llrintl(): 最も近い long long への丸め関数(long double)…………………………………………………llrint(3M)参照 
llrintq(): 最も近い long long への丸め関数(quad)…………………………………………………………llrint(3M)参照 
llrintw(): 最も近い long long への丸め関数(extended)………………………………………………………llrint(3M)参照 
llround(3M): llround(), llroundf(), llroundl(), llroundw(), llroundq()……………long long への丸め関数 
llroundf(): long long への丸め関数(float)………………………………………………………………………llrint(3M)参照 
llroundl(): long long への丸め関数(long double)………………………………………………………………llrint(3M)参照 
llroundq(): long long への丸め関数(quad)………………………………………………………………………llrint(3M)参照 
llroundw(): long long への丸め関数(extended)…………………………………………………………………llrint(3M)参照 
localeconv(3C): localeconv()…………………………………………現在の locale の数値フォーマット規約の問合わせ 
localtime(): 日付と時刻の文字列への変換………………………………………………………………………ctime(3C)参照 
localtime_r(): 日付と時刻の文字列への変換……………………………………………………………………ctime(3C)参照 
log(3M): log(), logf(), logl(), logw(), logq()………………………………………………………………自然対数関数 
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logf(): 自然対数関数(float)…………………………………………………………………………………………log10(3M)参照 
logl(): 自然対数関数(long double)…………………………………………………………………………………log10(3M)参照 
logq(): 自然対数関数(quad)…………………………………………………………………………………………log10(3M)参照 
logw(): 自然対数関数(extended)……………………………………………………………………………………log10(3M)参照 
log10(3M): log10(), log10f(), log10l(), log10w(), log10q()…………………………………………常用対数関数 
log10f(): 常用対数関数(float)………………………………………………………………………………………log10(3M)参照 
log10l(): 常用対数関数(long double)………………………………………………………………………………log10(3M)参照 
log10q(): 常用対数関数(quad)………………………………………………………………………………………log10(3M)参照 
log10w(): 常用対数関数(extended)…………………………………………………………………………………log10(3M)参照 
log1p(3M): log1p(), log1pf(), log1pl(), log1pw(), log1pq()………………………引き数プラス１の自然対数関数 
log1pf(): 常用対数関数(float)………………………………………………………………………………………log1p(3M)参照 
log1pl(): 常用対数関数(long double)………………………………………………………………………………log1p(3M)参照 
log1pq(): 常用対数関数(quad)………………………………………………………………………………………log1p(3M)参照 
log1pw(): 常用対数関数(extended)…………………………………………………………………………………log1p(3M)参照 
log2(3M): log2(), log2f(), log2l(), log2w(), log2q()…………………………………………２を底とする対数関数 
log2f(): ２を底とする対数関数(float)………………………………………………………………………………log2(3M)参照 
log2l(): ２を底とする対数関数(long double)………………………………………………………………………log2(3M)参照 
log2q(): ２を底とする対数関数(quad)………………………………………………………………………………log2(3M)参照 
log2w(): ２を底とする対数関数(extended)…………………………………………………………………………log2(3M)参照 
logb(3M): logb(), logbf(), logbl(), logbw(), logbq()…………………………基数に依存しない指数取り出し関数 
logbf(): 基数に依存しない指数取り出し関数(float)……………………………………………………………logb(3M)参照 
logbl(): 基数に依存しない指数取り出し関数(long double)……………………………………………………logb(3M)参照 
logbq(): 基数に依存しない指数取り出し関数(quad)……………………………………………………………logb(3M)参照 
logbw(): 基数に依存しない指数取り出し関数(extended)………………………………………………………logb(3M)参照 
logf(): 自然対数関数(float)……………………………………………………………………………………………log(3M)参照 
logl(): 自然対数関数(long double)……………………………………………………………………………………log(3M)参照 
logname(3C): logname()…………………………………………………………………………………ユーザーのログイン名 
logq(): 自然対数関数(quad)……………………………………………………………………………………………log(3M)参照 
logw(): 自然対数関数(extended)………………………………………………………………………………………log(3M)参照 
longjmp(): 保存されている非ローカルの goto のスタック環境を復旧……………………………………setjmp(3C)参照 
longname(3X): longname()………………………………………………………………………現在の端末の冗長記述の取得 
lrand48(): 均等に分散される疑似乱数の生成………………………………………………………………drand48(3C)参照 
lrint(3M): lrint(), lrintf(), lrintl(), lrintw(), lrintq()……………………最も近い long int への丸め関数 
lrintf(): 最も近い long int への丸め関数(float)………………………………………………………………lrint(3M)参照 
lrintl(): 最も近い long int への丸め関数(long double)………………………………………………………lrint(3M)参照 
lrintq(): 最も近い long int への丸め関数(quad)………………………………………………………………lrint(3M)参照 
lrintw(): 最も近い long int への丸め関数(extended)…………………………………………………………lrint(3M)参照 
lround(3M): lround(), lroundf(), lroundl(), lroundw(), lroundq()………………………long int への丸め関数 
lroundf(): long int への丸め関数(float)……………………………………………………………………………lround(3M) 
lroundf(): long int への丸め関数(long double)……………………………………………………………………lround(3M) 
lroundf(): long int への丸め関数(quad)……………………………………………………………………………lround(3M) 
lroundf(): long int への丸め関数(extended)………………………………………………………………………lround(3M) 
logq(): 自然対数関数(quad)……………………………………………………………………………………………log(3M)参照 
lsearch(3C): lsearch()………………………………………………………………………………………線形検索および更新 
ltoa(): 変換 long 整数 to ASCII 10 進数………………………………………………………………………ltostr(3C)参照 
ltoa_r(): 変換 long 整数 to ASCII 10 進数 (マルチスレッドセーフ) ……………………………………ltostr(3C)参照 
ltostr(3C): ltostr(), ltostr_r(), ultostr(), ultostr_r(), ltoa(), ltoa_r(), ultoa(), ultoa_r()………

 …………………………………………………………………………………………… long 整数の文字列への変換 
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ltostr_r(): 符号なし long 整数を文字列に変換 (マルチスレッドセーフ) ………………………………ltostr(3C)参照 
mallinfo(): メモリー空間使用状況を表示する………………………………………………………………malloc(3C)参照 
malloc(3C): malloc(), free(), realloc(), calloc(), valloc(), mallopt(), mallinfo(), memorymap(), 
 alloca()…………………………………………………………………………………メインメモリー割り当て 
mallopt(): メモリー空間の割り当てを制御する………………………………………………………………malloc(3C)参照 
mblen(): マルチバイト文字のバイトの数……………………………………………………………………multibyte(3C)参照 
mbrlen(3C): mbrlen()…………………………………………………………………１文字内のバイト数の取得 (再開可能) 
mbrtowc(3C): mbrtowc()……………………………………………文字のワイドキャラクタ コードへの変換 (再開可能) 
mbsinit(3C): mbsinit()…………………………………………………………………変換オブジェクトのステータスの決定 
mbsrtowcs(3C): mbsrtowcs()………………………………………文字列のワイドキャラクタ文字列への変換 (再開可能) 
mbstowcs(): マルチバイト文字のバイトの数………………………………………………………………multibyte(3C)参照 
mbtowc(): マルチバイト文字のバイトの数…………………………………………………………………multibyte(3C)参照 
mcrt0.o: 実行起動ルーチン……………………………………………………………………………………………crt0(3)参照 
mcrt0.o: 実行起動ルーチン(PA-RISC 64ビット ELF では crt0.o のみ使用)………………………………crt0_pa(3)参照 
memalign(3C): memalign()……………………………………………………………………………整列メモリーの割り付け 
memccpy(): メモリーから、他のメモリー位置に、バイトをコピー する………………………………memory(3C)参照 
memchr(): メモリーの部分に始めてあるバイトが出てくるところを探す…………………………………memory(3C)参照 
memcmp(): メモリーの内容とバイトを比較する………………………………………………………………memory(3C)参照 
memcpy(): メモリー内のワイドキャラクタのコピー…………………………………………………………memory(3C)参照 
memmove(): メモリーの内容を移動する………………………………………………………………………memory(3C)参照 
memory(3C): memccpy(), memchr(), memcmp(), memcpy(), memmove(), memset(), bcopy(), bcmp(), 
 bzero(), ffs()…………………………………………………………………………………………メモリー操作 
memorymap(): メモリーアロケータの内容を表示する…………………………………………………………malloc(3C)参照 
memset(): メモリーの部分を特定のバイトでうめる…………………………………………………………memory(3C)参照 
meta(3X): meta()……………………………………………………………………メタキーを使用可能または使用不能にする 
mkdirp(3G): mkdirp(), rmdirp()…………………………………………………パス内でディレクトリを作成または削除 
mkfifo(3C): mkfifo()………………………………………………………………………………………FIFO ファイルの作成 
mktemp(3C): mktemp(), mkstemp()………………………………………………………………一意なファイル名の生成 
mktime(): 時間をカレンダー上の時間に変換 する…………………………………………………………ctime(3C)参照 
mktimer(3C): mktimer()……………………………………………………………………プロセスごとのタイマーの割当て 
modf(3M): modf(), modff(), modfl(), modfw(), modfq()…………………………………………浮動小数点数の分解 
modff(): 浮動小数点数の分解(float)…………………………………………………………………………………modf(3M)参照 
modfl(): 浮動小数点数の分解(long double)………………………………………………………………………modf(3M)参照 
modfq(): 浮動小数点数の分解(quad)………………………………………………………………………………modf(3M)参照 
modfw(): 浮動小数点数の分解(extended)…………………………………………………………………………modf(3M)参照 
monitor(3C): monitor()………………………………………………………………………………実行プロファイルの準備 
mount(3N): mount()…………………………………………………………リモートマウントされたファイルシステムの追跡 
move(3X): move(), wmove()………………………………………………………………………ウィンドウカーソル位置関数 
mrand48(): 均等に分散される疑似乱数の生成………………………………………………………………drand48(3C)参照 
multibyte(3C): mblen(), mbtowc(), mbstowcs(), wctomb(), wcstombs()…………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………マルチバイト文字および文字列の規約 
mvadd_wch(): 情報文字および修飾情報のウィンドウへの追加……………………………………………add_wch(3X)参照 
mvadd_wchnstr(): 複情報文字および修飾情報の配列のウィンドウへの追加……………………add_wchnstr(3X)参照 
mvadd_wchstr(): 複情報文字および修飾情報の配列のウィンドウへの追加………………………add_wchnstr(3X)参照 
mvaddch(): 1バイト文字と修飾情報をウィンドウに追加して、カーソルを進める…………………………addch(3X)参照 
mvaddchnstr(): 1バイト文字からなる長さが制限された文字列と修飾情報のウィンドウへの追加…addchnstr(3X)参照 
mvaddchstr(): 1バイト文字からなる文字列と修飾情報のウィンドウへの追加…………………………addchstr(3X)参照 
mvaddnstr(): 修飾情報のないマルチバイト文字からなる文字列をウィンドウに追加し、カーソルを進める…………
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 …………………………………………………………………………………………………………addnstr(3X)参照 
mvaddnwstr(): ワイドキャラクタからなる文字列をウィンドウに追加し、カーソルを進める………addnwstr(3X)参照 
mvaddstr(): 修飾情報のないマルチバイト文字からなる文字列をウィンドウに追加し、カーソルを進める…………

 …………………………………………………………………………………………………………addnstr(3X)参照 
mvaddwstr(): ワイドキャラクタからなる文字列をウィンドウに追加し、カーソルを進める………addnwstr(3X)参照 
mvchgat(): ウィンドウ内の文字の修飾情報の変更……………………………………………………………chgat(3X)参照 
mvcur(3X): mvcur()………………………………………………………………………カーソル移動コマンドの端末への出力 
mvdelch(): ウィンドウからの文字の削除…………………………………………………………………………delch(3X)参照 
mvderwin(3X): mvderwin()………………………………………………………………………ウィンドウの座標変換の定義 
mvget_wch(): 端末からワイドキャラクタを取得……………………………………………………………get_wch(3X)参照 
mvget_wstr(): 端末からワイドキャラクタとファンクションキー コードの配列を取得……………getn_wstr(3X)参照 
mvgetch(): 端末から 1バイト文字を取得………………………………………………………………………getch(3X)参照 
mvgetn_wstr(): 端末からワイドキャラクタとファンクションキー コードの配列を取得…………getn_wstr(3X)参照 
mvgetnstr(): 端末からマルチバイト文字長制限文字列を取得……………………………………………getnstr(3X)参照 
mvgetstr(): 端末からマルチバイト文字列を取得………………………………………………………………getstr(3X)参照 
mvhline(): 1バイト文字と修飾情報を元にした線描……………………………………………………………hline(3X)参照 
mvhline_set(): 複情報文字と修飾情報を元にした線描…………………………………………………hline_set(3X)参照 
mvin_wch(): ウィンドウから複情報文字と修飾情報を入力…………………………………………………in_wch(3X)参照 
mvin_wchnstr(): ウィンドウから複情報文字と修飾情報の配列を入力……………………………in_wchnstr(3X)参照 
mvin_wchstr(): ウィンドウから複情報文字と修飾情報の配列を入力……………………………in_wchnstr(3X)参照 
mvinch(): ウィンドウから 1バイト文字と修飾情報を入力……………………………………………………inch(3X)参照 
mvinchnstr(): ウィンドウから 1バイト文字と修飾情報の配列を入力…………………………………inchnstr(3X)参照 
mvinchstr(): ウィンドウから 1バイト文字と修飾情報の配列を入力……………………………………inchnstr(3X)参照 
mvinnstr(): ウィンドウからマルチバイト文字列を入力……………………………………………………innstr(3X)参照 
mvinnwstr(): ウィンドウからワイド文字列を入力…………………………………………………………innwstr(3X)参照 
mvins_nwstr(): ワイド文字列のウィンドウへの挿入……………………………………………………ins_nwstr(3X)参照 
mvins_wch(): 複情報文字と修飾情報のウィンドウへの挿入………………………………………………ins_wch(3X)参照 
mvins_wstr(): ワイド文字列のウィンドウへの挿入……………………………………………………ins_nwstr(3X)参照 
mvinsch(): 1バイト文字と修飾情報のウィンドウへの挿入……………………………………………………insch(3X)参照 
mvinsnstr(): マルチバイト文字列のウィンドウへの挿入…………………………………………………insnstr(3X)参照 
mvinsstr(): マルチバイト文字列のウィンドウへの挿入……………………………………………………insnstr(3X)参照 
mvinstr(): ウィンドウからマルチバイト文字列を入力……………………………………………………innstr(3X)参照 
mvinwstr(): ウィンドウからワイド文字列を入力……………………………………………………………innwstr(3X)参照 
mvprintw(3X): mvprintw(), mvwprintw(), printw(), wprintw()……形式化した出力のウィンドウへのプリント 
mvscanw(3X): mvscanw(), mvwscanw(), scanw(), wscanw()………………ウィンドウからの形式化した入力の変換 
mvvline(): 1バイト文字と修飾情報を元にした線描…………………………………………………………hline(3X)参照 
mvvline_set(): 複情報文字と修飾情報を元にした線描…………………………………………………hline_set(3X)参照 
mvwadd_wch(): 情報文字および修飾情報のウィンドウへの追加…………………………………………add_wch(3X)参照 
mvwadd_wchnstr(): 複情報文字および修飾情報の配列のウィンドウへの追加……………………add_wchnstr(3X)参照 
mvwadd_wchstr(): 複情報文字および修飾情報の配列のウィンドウへの追加………………………add_wchnstr(3X)参照 
mvwaddch(): 1バイト文字と修飾情報をウィンドウに追加して、カーソルを進める………………………addch(3X)参照 
mvwaddchnstr(): 1バイト文字からなる長さが制限された文字列と修飾情報のウィンドウへの追加……………………

 …………………………………………………………………………………………………………addchnstr(3X)参照 
mvwaddchstr(): 1バイト文字からなる文字列と修飾情報のウィンドウへの追加………………………addchstr(3X)参照 
mvwaddnstr(): 修飾情報のないマルチバイト文字からなる文字列をウィンドウに追加し、カーソルを進める…………

 …………………………………………………………………………………………………………addnstr(3X)参照 
mvwaddnwstr(): ワイドキャラクタからなる文字列をウィンドウに追加し、カーソルを進める……addnwstr(3X)参照 
mvwaddstr(): 修飾情報のないマルチバイト文字からなる文字列をウィンドウに追加し、カーソルを進める…………
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 …………………………………………………………………………………………………………addnstr(3X)参照 
mvwaddwstr(): ワイドキャラクタからなる文字列をウィンドウに追加し、カーソルを進める………addnwstr(3X)参照 
mvwchgat(): ウィンドウ内の文字の修飾情報の変更……………………………………………………………chgat(3X)参照 
mvwdelch(): ウィンドウからの文字の削除…………………………………………………………………………delch(3X)参照 
mvwget_wch(): 端末からワイドキャラクタを取得…………………………………………………………get_wch(3X)参照 
mvwget_wstr(): 端末からワイドキャラクタとファンクションキー コードの配列を取得…………getn_wstr(3X)参照 
mvwgetch(): 端末から 1バイト文字を取得………………………………………………………………………getch(3X)参照 
mvwgetn_wstr(): 端末からワイドキャラクタとファンクションキー コードの配列を取得…………getn_wstr(3X)参照 
mvwgetnstr(): 端末からマルチバイト文字長制限文字列を取得……………………………………………getnstr(3X)参照 
mvwgetstr(): 端末からマルチバイト文字列を取得…………………………………………………………getstr(3X)参照 
mvwhline(): 1バイト文字と修飾情報を元にした線描…………………………………………………………hline(3X)参照 
mvwhline_set(): 複情報文字と修飾情報を元にした線描…………………………………………………hline_set(3X)参照 
mvwin(3X): mvwin()……………………………………………………………………………………………ウィンドウの移動 
mvwin_wch(): ウィンドウから複情報文字と修飾情報を入力………………………………………………in_wch(3X)参照 
mvwin_wchnstr(): ウィンドウから複情報文字と修飾情報の配列を入力……………………………in_wchnstr(3X)参照 
mvwin_wchstr(): ウィンドウから複情報文字と修飾情報の配列を入力……………………………in_wchnstr(3X)参照 
mvwinch(): ウィンドウから 1バイト文字と修飾情報を入力……………………………………………………inch(3X)参照 
mvwinchnstr(): ウィンドウから 1バイト文字と修飾情報の配列を入力…………………………………inchnstr(3X)参照 
mvwinchstr(): ウィンドウから 1バイト文字と修飾情報の配列を入力…………………………………inchnstr(3X)参照 
mvwinnstr(): ウィンドウからマルチバイト文字列を入力……………………………………………………innstr(3X)参照 
mvwinnwstr(): ウィンドウからワイド文字列を入力………………………………………………………innwstr(3X)参照 
mvwins_nwstr(): ワイド文字列のウィンドウへの挿入…………………………………………………ins_nwstr(3X)参照 
mvwins_wch(): 複情報文字と修飾情報のウィンドウへの挿入……………………………………………ins_wch(3X)参照 
mvwins_wstr(): ワイド文字列のウィンドウへの挿入……………………………………………………ins_nwstr(3X)参照 
mvwinsch(): 1バイト文字と修飾情報のウィンドウへの挿入…………………………………………………insch(3X)参照 
mvwinsnstr(): マルチバイト文字列のウィンドウへの挿入…………………………………………………insnstr(3X)参照 
mvwinsstr(): マルチバイト文字列のウィンドウへの挿入…………………………………………………insnstr(3X)参照 
mvwinstr(): ウィンドウからマルチバイト文字列を入力……………………………………………………innstr(3X)参照 
mvwinwstr(): ウィンドウからワイド文字列を入力…………………………………………………………innwstr(3X)参照 
mvwprintw(): 形式化した出力のウィンドウへのプリント………………………………………………mvprintw(3X)参照 
mvwscanw(): ウィンドウからの形式化した入力の変換……………………………………………………mvscanw(3X)参照 
mvwvline(): 1バイト文字と修飾情報を元にした線描……………………………………………………………hline(3X)参照 
mvwvline_set(): 複情報文字と修飾情報を元にした線描…………………………………………………hline_set(3X)参照 
nan(3M): nan(), nanf(), nanl(), nanw(), nanq()………………………………………文字列から NaN への変換関数 
nanf(): 文字列から NaN への変換関数(float)………………………………………………………………………nan(3M)参照 
nanl(): 文字列から NaN への変換関数(long double)……………………………………………………………nan(3M)参照 
nanq(): 文字列から NaN への変換関数(quad)……………………………………………………………………nan(3M)参照 
nanw(): 文字列から NaN への変換関数(extended)………………………………………………………………nan(3M)参照 
napms(3X): napms()………………………………………………………………………………呼び出しプロセスの一時停止 
nc_perror(): ネットワーク構成データベースのエントリの取得……………………………………getnetconfig(3N)参照 
nc_sperror(): ネットワーク構成データベースのエントリの取得……………………………………getnetconfig(3N)参照 
ndbm(3X): dbm_open(), dbm_close(), dbm_fetch(), dbm_store(), dbm_delete(), dbm_firstkey(),  

dbm_nextkey(), dbm_error(), dbm_clearerr()…………………………………データベースサブルーチン 
nearbyint(): 最も近い整数への丸め関数…………………………………………………………………………rint(3M)参照 
nearbyintf(): 最も近い整数への丸め関数 (float)………………………………………………………………rint(3M)参照 
nearbyintl(): 最も近い整数への丸め関数 (long double)………………………………………………………rint(3M)参照 
nearbyintq(): 最も近い整数への丸め関数 (quad)………………………………………………………………rint(3M)参照 
nearbyintw(): 最も近い整数への丸め関数 (extended)…………………………………………………………rint(3M)参照 
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net_aton(3C): net_aton(), net_ntoa()………………………ネットワーク ステーションアドレス文字列変換ルーチン 
net_ntoa(): ネットワーク ステーションアドレス文字列変換ルーチン…………………………………net_aton(3C)参照 
netdir(3N): netdir(), netdir_getbyname(), netdir_getbyaddr(), netdir_free(), netdir_options(), 
 taddr2uaddr(), uaddr2taddr(), netdir_perror(), netdir_sperror()………………………………… 
 ………………………………………………………………………汎用トランスポートの名前からアドレスへの変換 
netdir_free(): 汎用トランスポートの名前からアドレスへの変換…………………………………………netdir(3N)参照 
netdir_getbyname(): 汎用トランスポートの名前からアドレスへの変換…………………………………netdir(3N)参照 
netdir_getbyaddr(): 汎用トランスポートの名前からアドレスへの変換…………………………………netdir(3N)参照 
netdir_options(): 汎用トランスポートの名前からアドレスへの変換……………………………………netdir(3N)参照 
netdir_perror(): 汎用トランスポートの名前からアドレスへの変換………………………………………netdir(3N)参照 
netdir_sperror(): 汎用トランスポートの名前からアドレスへの変換……………………………………netdir(3N)参照 
netname2host(): Secure RPC のライブラリルーチン…………………………………………………secure_rpc(3N)参照 
netname2user(): Secure RPC のライブラリルーチン…………………………………………………secure_rpc(3N)参照 
newpad(3X): newpad(), pnoutrefresh(), prefresh()……………………………………………………パッド管理関数 
newterm(): スクリーン初期化関数………………………………………………………………………………initscr(3X)参照 
newwin(3X): newwin(), subwin()…………………………………………………………………………ウィンドウ作成関数 
nextafter(3M): nextafter(), nextafterf(), nextafterl(), nextafterw(), nextafterq(), nexttoward(), 
 nexttowardf(), nexttowardl(), nexttowardw(), nexttowardq()………次に表現可能な浮動小数点値 
nextafterf(): 次に表現可能な浮動小数点値 (float)………………………………………………………nextafter(3M)参照 
nextafterl(): 次に表現可能な浮動小数点値 (long double)………………………………………………nextafter(3M)参照 
nextafterq(): 次に表現可能な浮動小数点値 (quad)………………………………………………………nextafter(3M)参照 
nextafterw(): 次に表現可能な浮動小数点値 (extended)…………………………………………………nextafter(3M)参照 
nextkey(): データベースサブルーチン……………………………………………………………………………dbm(3X)参照 
nexttoward(): 次に表現可能な浮動小数点値 (double)……………………………………………………nextafter(3M)参照 
nexttowardf(): 次に表現可能な浮動小数点値 (float)……………………………………………………nextafter(3M)参照 
nexttowardl(): 次に表現可能な浮動小数点値 (long double)……………………………………………nextafter(3M)参照 
nexttowardq(): 次に表現可能な浮動小数点値 (quad)……………………………………………………nextafter(3M)参照 
nexttowardw(): 次に表現可能な浮動小数点値 (extended)………………………………………………nextafter(3M)参照 
nftw(): 関数の実行を伴ったファイルツリーの走査……………………………………………………………ftw(3C)参照 
nftw2(): 関数の実行を伴ったファイルツリーの走査……………………………………………………………ftw(3C)参照 
nis_add(): 関数の実行を伴ったファイルツリーの走査……………………………………………………………ftw(3C)参照 
nis_add(): NIS+ ネーム空間の関数……………………………………………………………………nis_names(3N)参照 
nis_add_entry(): NIS+ テーブル関数……………………………………………………………………nis_tables(3N)参照 
nis_addmember(): NIS+ グループの操作関数……………………………………………………………nis_groups(3N)参照 
nis_checkpoint(): その他の NIS+ ログ管理関数…………………………………………………………nis_ping(3N)参照 
nis_clone_object(): NIS+ サブルーチン…………………………………………………………………nis_subr(3N)参照 
nis_creategroup(): NIS+ グループの操作関数…………………………………………………………nis_groups(3N)参照 
nis_db(3N): db_initialize(), db_create_table(), db_destroy_table(), db_first_entry(), 
 db_next_entry(), db_reset_next_entry(), db_list_entries(), db_remove_entry(), 
 db_table_exists(), db_unload_table(), db_checkpoint(), db_standby(), db_free_result() 
 ……………………………………………………………………………………………ファイルへのデータの書き込み 
nis_destroy_object(): NIS+ サブルーチン………………………………………………………………nis_subr(3N)参照 
nis_destroygroup(): NIS+ グループの操作関数………………………………………………………nis_groups(3N)参照 
nis_dir_cmp(): NIS+ サブルーチン…………………………………………………………………………nis_subr(3N)参照 
nis_domain_of(): NIS+ サブルーチン………………………………………………………………………nis_subr(3N)参照 
nis_first_entry(): NIS+ テーブル関数…………………………………………………………………nis_tables(3N)参照 
nis_freenames(): NIS+ サブルーチン………………………………………………………………………nis_subr(3N)参照 
nis_freeresult(): NIS+ ネーム空間の関数…………………………………………………………nis_names(3N)参照 
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nis_freeservlist(): その他の NIS+ 関数………………………………………………………………nis_server(3N)参照 
nis_freetags(): その他の NIS+ 関数……………………………………………………………………nis_server(3N)参照 
nis_error(3N): nis_sperrno(), nis_perror(), nis_lerror(), nis_sperror(),  nis_sperror_r()……………

……………………………………………………………………………………………NIS+ エラーメッセージの表示 
nis_getnames(): NIS+ サブルーチン………………………………………………………………………nis_subr(3N)参照 
nis_getservlist(): その他の NIS+ 関数………………………………………………………………nis_server(3N)参照 
nis_groups(3N): nis_ismember(),nis_addmember(),nis_removemember(),nis_map_group(), 
 nis_creategroup(), nis_destroygroup(), nis_verifygroup(), nis_print_group_entry(), 
 _nis_map_group()………………………………………………………………………NIS+ グループの操作関数 
nis_ismember(): NIS+ グループの操作関数………………………………………………………………nis_groups(3N)参照 
nis_leaf_of(): NIS+ サブルーチン…………………………………………………………………………nis_subr(3N)参照 
nis_lerror(): NIS+ エラーメッセージの表示………………………………………………………………nis_error(3N)参照 
nis_list(): NIS+ テーブル関数……………………………………………………………………………nis_tables(3N)参照 
nis_local_directory(): NIS+ ローカル名………………………………………………………nis_local_names(3N)参照 
nis_local_group(): NIS+ ローカル名……………………………………………………………nis_local_names(3N)参照 
nis_local_host(): NIS+ ローカル名………………………………………………………………nis_local_names(3N)参照 
nis_local_names(3N): nis_local_directory(), nis_local_host(),nis_local_group(), 
 nis_local_principal()…………………………………………………………………………NIS+ ローカル名 
nis_local_principal(): NIS+ ローカル名………………………………………………………nis_local_names(3N)参照 
nis_lookup(): NIS+ ネーム空間の関数……………………………………………………………………nis_names(3N)参照 
nis_map_group(): NIS+ グループの操作関数……………………………………………………………nis_groups(3N)参照 
nis_mkdir(): その他の NIS+ 関数…………………………………………………………………………nis_server(3N)参照 
nis_modify_entry(): NIS+ テーブル関数…………………………………………………………………nis_tables(3N)参照 
nis_name_of(): NIS+ サブルーチン…………………………………………………………………………nis_subr(3N)参照 
nis_names(3N): nis_lookup(), nis_add(), nis_remove(), nis_modify(), nis_freeresult()………………… 

……………………………………………………………………………………………………NIS+ ネーム空間の関数 
nis_next_entry(): NIS+ テーブル関数……………………………………………………………………nis_tables(3N)参照 
nis_objects(3N): nis_objects……………………………………………………………NIS+ オブジェクトのフォーマット 
nis_perror(): NIS+ エラーメッセージの表示………………………………………………………………nis_error(3N)参照 
nis_ping(3N): nis_ping(), nis_checkpoint()……………………………………………その他の NIS+ ログ管理関数 
nis_print_group_entry(): NIS+ グループの操作関数………………………………………………nis_groups(3N)参照 
nis_print_object(): NIS+ サブルーチン…………………………………………………………………nis_subr(3N)参照 
nis_remove(): NIS+ ネーム空間の関数…………………………………………………………………nis_names(3N)参照 
nis_remove_entry(): NIS+ テーブル関数…………………………………………………………………nis_tables(3N)参照 
nis_removemember(): NIS+ グループの操作関数………………………………………………………nis_groups(3N)参照 
nis_rmdir(): その他の NIS+ 関数…………………………………………………………………………nis_server(3N)参照 
nis_server(3N): nis_mkdir(), nis_rmdir(), nis_servstate(), nis_stats(), nis_getservlist(),  
 nis_freeservlist(), nis_freetags()……………………………………………………その他の NIS+ 関数 
nis_servstate(): その他の NIS+ 関数……………………………………………………………………nis_server(3N)参照 
nis_sperrno(): NIS+ エラーメッセージの表示……………………………………………………………nis_error(3N)参照 
nis_sperror(): NIS+ エラーメッセージの表示……………………………………………………………nis_error(3N)参照 
nis_sperror_r(): NIS+ エラーメッセージの表示…………………………………………………………nis_error(3N)参照 
nis_stats(): その他の NIS+ 関数…………………………………………………………………………nis_server(3N)参照 
nis_subr(3N): nis_leaf_of(), nis_name_of(), nis_domain_of(), nis_getnames(), nis_freenames(),  
 nis_dir_cmp(), nis_clone_object(), nis_destroy_object(), nis_print_object()………………

 …………………………………………………………………………………………………………NIS+ サブルーチン 
nis_tables(3N): nis_list(), nis_add_entry(), nis_remove_entry(), nis_modify_entry(),  
 nis_first_entry(), nis_next_entry()……………………………………………………NIS+ テーブル関数 
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nis_verifygroup(): NIS+ グループの操作関数…………………………………………………………nis_groups(3N)参照 
nftw64(): ラージファイルをサポートする非POSIX標準APIインタフェース……………………………fgetpos64(3S)参照 
nl(3X): nl(), nonl()………………………………………………………………改行変換を使用可能または使用不能にする 
nl_langinfo(3C): nl_langinfo()………………………………………………………………………………………言語情報 
nl_tools_16(3X): ADVANCE(), byte_status(), BYTE_STATUS(), CHARADV(), CHARAT(), C_COLWIDTH(), 
 c_colwidth(), firstof2(), FIRSTof2(), secof2(), SECof2(), WCHAR(), WCHARADV()…………………

 ………………………………………………………………………………………………16ビット文字処理用ツール 
nlist(3C): nlist(), nlist64()……………………………………………………………ネームリストからエントリーを取得 
nlist(3E): nlist(), nlist64()……………………………………………………………ネームリストからエントリーを取得 
nocbreak(): 入力モード制御関数…………………………………………………………………………cbreak(3X)参照 
nodelay(3X): nodelay()……………………………………………読み込み中にブロックを使用可能または使用不能にする 
noecho(): ターミナルエコーを使用可能/使用不能にする………………………………………………………echo(3X)参照 
nonl(): 改行変換を使用可能または使用不能にする…………………………………………………………………nl(3X)参照 
noqiflush(3X): noqiflush(), qiflush()………………………待ち行列の初期化機能を使用可能または使用不能にする 
noraw(): 入力モード制御関数……………………………………………………………………………………cbreak(3X)参照 
notimeout(3X): notimeout(), timeout(), wtimeout()…………………………………………入力時のブロック化制御 
nrand48(): 均等に分散される疑似乱数の生成………………………………………………………………drand48(3C)参照 
ntohl(), ntohs(): ホスト バイトオーダとネットワーク バイトオーダとの間での値の変換………byteorder(3N)参照 
open_secdef(): セキュリティデフォルト構成ファイルルーチン………………………………………………secdef(3)参照 
opendir(): ディレクトリの操作………………………………………………………………………………directory(3C)参照 
openlog(): システム ログファイルをクローズする…………………………………………………………syslog(3C)参照 
optarg(): 引き数 のベクトルからのオプション英文字の取得………………………………………………getopt(3C)参照 
opterr(): 引き数 のベクトルからのオプション英文字の取得………………………………………………getopt(3C)参照 
optind(): 引き数 のベクトルからのオプション英文字の取得………………………………………………getopt(3C)参照 
overlay(3X): overlay(), overwrite()……………………………………………オーバーラップしたウィンドウのコピー 
overwrite(): オーバーラップしたウィンドウのコピー……………………………………………………overlay(3X)参照 
pair_content(): 色操作関数………………………………………………………………………can_change_color(3X)参照 
pam(3): PAM…………………………………………………………………………………………組み込み可能認証モジュール 
pam_acct_mgmt(3): pam_acct_mgmt()…………………………………………PAM アカウント妥当性検査手続きの実行 
pam_authenticate(3): pam_authenticate()………………………………………PAM フレームワーク内での認証の実行 
pam_chauthtok(3): pam_chauthtok()……………………………PAM フレームワーク内でのパスワード関連関数の実行 
pam_close_session(): PAM セッションの作成および終了の操作の実行……………………pam_open_session(3)参照 
pam_end(): PAM 用の認証トランザクションルーチン…………………………………………………pam_start(3)参照 
pam_get_data(): モジュール固有の状態を保持するための PAM ルーチン………………………pam_set_data(3)参照 
pam_get_item(): PAM のための認証情報ルーチン…………………………………………………pam_set_item(3)参照 
pam_get_user(3): pam_get_user()……………………………………………ユーザー名を取り出すための PAMルーチン 
pam_open_session(3): pam_open_session(), pam_close_session()…………………………………………………… 

……………………………………………………………………PAM セッションの作成および終了の操作の実行 
pam_set_data(3): pam_set_data(), pam_get_data()……モジュール固有の状態を保持するための PAM ルーチン 
pam_set_item(3): pam_set_item(), pam_get_item()…………………………………PAM のための認証情報ルーチン 
pam_setcred(3): pam_setcred()………………………………………認証サービスのためのユーザー資格認定の変更/削除 
pam_sm(3): pam_sm()……………………………………………………………………………PAM サービスモジュール API 
pam_sm_acct_mgmt(3): pam_sm_acct_mgmt()…………………pam_acct_mgmt のためのサービスプロバイダの実現 
pam_sm_authenticate(3): pam_sm_authenticate()…………………pam_authenticate 用サービスプロバイダの実行 
pam_sm_chauthtok(3): pam_sm_chauthtok()……………………………pam_chauthtok 用サービスプロバイダの実行 
pam_sm_close_session(): pam_open_session() および pam_close_session() サービスプロバイダの実行……………

 ……………………………………………………………………………………………pam_sm_open_session(3)参照 
pam_sm_open_session(3): pam_sm_open_session(), pam_sm_close_session()……………………………………
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 …………………………pam_open_session および pam_close_session それぞれのサービスプロバイダの実行 
pam_sm_setcred(3): pam_sm_setcred()………………………………………pam_setcred 用サービスプロバイダの実行 
pam_start(3): pam_start, pam_end()……………………………………………PAM 用の認証トランザクションルーチン 
pam_strerror(3): pam_strerror()……………………………………………………PAM エラーメッセージ文字列の取得 
pathfind(3G): pathfind()……………………………………………名前付きディレクトリ内で名前付きファイルを検索 
pclose(): initiate pipe I/O to/from a process ……………………………………………………………………popen(3S)参照 
pecho_wchar(): プロセスへの、またはプロセスからのパイプ I/O の初期化………………………pechochar(3X)参照 
pechochar(3X): pechochar(), pecho_wchar()………………………………………………………………………………… 

………………………………………………文字と修飾情報の書き出しおよびそのパッドの速やかなリフレッシュ 
PEEKC(): 正規表現のコンパイルおよび照合ルーチン……………………………………………………………regexp(3X)参照 
perror(3C): perror(), strerror(), errno(), sys_errlist(), sys_nerr()…………システム エラーメッセージ 
pfmt(3C): pfmt(), vpfmt()…………………………………………………………………………標準形式のメッセージ表示 
pmap_getmaps(): RPC 用の旧ライブラリルーチン……………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
pmap_getport(): RPC 用の旧ライブラリルーチン……………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
pmap_rmtcall(): RPC 用の旧ライブラリルーチン……………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
pmap_set(): RPC 用の旧ライブラリルーチン…………………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
pmap_unset(): RPC 用の旧ライブラリルーチン………………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
pnoutrefresh(): パッド管理関数……………………………………………………………………………newpad(3X)参照 
popen(3S): popen(), pclose()……………………………プロセスへの、またはプロセスからのパイプ I/O の初期化 
pow(3M): pow(), powf(), powl(), poww(), powq(), pown(), pownf(), pownl(), pownw(), pownq(), 
 powlln(), powllnf(), powllnl(), powllnw(), powllnq()……………………………………べき乗関数 
powf(): べき乗関数(float)……………………………………………………………………………………………pow(3M)参照 
powl(): べき乗関数(longdouble)………………………………………………………………………………………pow(3M)参照 
powlln(): べき乗関数(double,longlong)……………………………………………………………………………pow(3M)参照 
powllnf(): べき乗関数(float,longlong)………………………………………………………………………………pow(3M)参照 
powllnl(): べき乗関数(longdouble,longlong)………………………………………………………………………pow(3M)参照 
powllnq(): べき乗関数(quad,longlong)……………………………………………………………………………pow(3M)参照 
powllnw(): べき乗関数(extended,longlong)…………………………………………………………………………pow(3M)参照 
pown(): べき乗関数(double,int)………………………………………………………………………………………pow(3M)参照 
pownf(): べき乗関数(float,int)………………………………………………………………………………………pow(3M)参照 
pownl(): べき乗関数(longdouble,int)………………………………………………………………………………pow(3M)参照 
pownq(): べき乗関数(quad,int)………………………………………………………………………………………pow(3M)参照 
pownw(): べき乗関数(extended,int)…………………………………………………………………………………pow(3M)参照 
powq(): べき乗関数(quad)……………………………………………………………………………………………pow(3M)参照 
poww(): べき乗関数(extended)………………………………………………………………………………………pow(3M)参照 
prcmd(3N): prcmd(), prcmd_init()…………………………………並列リモートコマンドへのストリームのリターン 
prefresh(): パッド管理関数……………………………………………………………………………………newpad(3X)参照 
printf(3S): printf(), fprintf(), sprintf(), snprintf()……………………………………フォーマットされた出力 
printw(): 形式化した出力のウィンドウへのプリント……………………………………………………mvprintw(3X)参照 
priv_add(3): priv_add_effective(), priv_get(), priv_remove(), priv_set_effective(), 
 privset_add_effective(), privset_get(), privset_remove(), privset_set_effective() 
 ………………………………………………………………………………プロセス権限の追加、削除、および検索 

priv_add_effective(): プロセス権限の追加、削除、および検索………………………………………priv_add(3)参照 
priv_addset(): チェックおよびデバッグを目的とした権限操作用関数…………………………………privileges(3)参照 
priv_delset(): チェックおよびデバッグを目的とした権限操作用関数…………………………………privileges(3)参照 
priv_get(): プロセス権限の追加、削除、および検索………………………………………………………priv_add(3)参照 
priv_getbyname(3): priv_getbyname()…………………………………………………………権限名の権限 ID への変換 

priv_getbynum(3): priv_getbynum()……………………………………………………………権限 ID の権限名への変換 
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priv_ismember(): チェックおよびデバッグを目的とした権限操作用関数………………………………privileges(3)参照 
priv_remove(): プロセス権限の追加、削除、および検索…………………………………………………priv_add(3)参照 
priv_set_effective(): プロセス権限の追加、削除、および検索………………………………………priv_add(3)参照 
priv_set_to_str(): 権限名から権限セット、または………………………………………………priv_str_to_set(3)参照 
priv_str_to_set(3): priv_str_to_set(), priv_set_to_str()…………………………権限名から権限セット、または 

privileges(3): priv_addset(), priv_delset(), priv_ismember(), privset_add(), 
 privset_alloc(), privset_copy(), privset_del(), privset_empty(), privset_fill(), 
 privset_free(), privset_intersect(), privset_inverse(), privset_isempty(), 
 privset_isequal(), privset_isfull(), privset_ismember(), privset_issubset(),  

privset_subtract(), privset_union()……………チェックおよびデバッグを目的とした権限操作用関数 

privset_add(): チェックおよびデバッグを目的とした権限操作用関数…………………………………privileges(3)参照 
privset_add_effective(): プロセス権限の追加、削除、および検索…………………………………priv_add(3)参照 
privset_alloc(): チェックおよびデバッグを目的とした権限操作用関数………………………………privileges(3)参照 
privset_copy(): チェックおよびデバッグを目的とした権限操作用関数…………………………………privileges(3)参照 
privset_del(): チェックおよびデバッグを目的とした権限操作用関数…………………………………privileges(3)参照 
privset_empty(): チェックおよびデバッグを目的とした権限操作用関数………………………………privileges(3)参照 
privset_fill(): チェックおよびデバッグを目的とした権限操作用関数…………………………………privileges(3)参照 
privset_free(): チェックおよびデバッグを目的とした権限操作用関数…………………………………privileges(3)参照 
privset_get(): プロセス権限の追加、削除、および検索…………………………………………………priv_add(3)参照 
privset_intersect(): チェックおよびデバッグを目的とした権限操作用関数…………………………privileges(3)参照 
privset_inverse(): チェックおよびデバッグを目的とした権限操作用関数……………………………privileges(3)参照 
privset_isempty(): チェックおよびデバッグを目的とした権限操作用関数……………………………privileges(3)参照 
privset_isequal(): チェックおよびデバッグを目的とした権限操作用関数……………………………privileges(3)参照 
privset_isfull(): チェックおよびデバッグを目的とした権限操作用関数……………………………privileges(3)参照 
privset_ismember(): チェックおよびデバッグを目的とした権限操作用関数…………………………privileges(3)参照 
privset_issubset(): チェックおよびデバッグを目的とした権限操作用関数…………………………privileges(3)参照 
privset_remove(): プロセス権限の追加、削除、および検索………………………………………………priv_add(3)参照 
privset_set_effective(): プロセス権限の追加、削除、および検索……………………………………priv_add(3)参照 
privset_subtract(): チェックおよびデバッグを目的とした権限操作用関数…………………………privileges(3)参照 
privset_union(): チェックおよびデバッグを目的とした権限操作用関数………………………………privileges(3)参照 
pthread(3T): pthread()…………………………………………………………………………POSIX.1c でのスレッドの概要 
pthread_atfork(3T): pthread_atfork()………………………………………………………………forkハンドラーの登録 
pthread_attr_destroy(): スレッド属性の消去 ………………………………………………pthread_attr_init(3T)参照 
pthread_attr_getdetachstate(3T): pthread_attr_setdetachstate(), pthread_attr_setstacksize(), 
 pthread_attr_getstacksize(), pthread_attr_setstackaddr(), 
 pthread_attr_getstackaddr(), pthread_attr_setguardsize(), 
 pthread_attr_getguardsize(), pthread_attr_setinherittsched(), 
 pthread_attr_getinherittsched(), pthread_attr_setschedpolicy(),  

pthread_attr_getschedpolicy(), pthread_attr_setschedparam(),  
pthread_attr_getschedparam(), pthread_attr_setscope(), 

 pthread_attr_getscope(), pthread_attr_setprocessor_np(), 
 pthread_attr_getprocessor_np()………………………………………………スレッド属性の取得と設定 
pthread_attr_getguardsize(): guardsize 属性の取得………………………pthread_attr_getdetachstate(3T)参照 
pthread_attr_getinheritsched(): inheritsched 属性の取得………………pthread_attr_getdetachstate(3T)参照 
pthread_attr_getprocessor_np(): processorとbinding_type 属性の取得…pthread_attr_getdetachstate(3T)参照 
pthread_attr_getschedparam(): schedparam 属性の取得……………………pthread_attr_getdetachstate(3T)参照 
pthread_attr_getschedpolicy(): schedpolicy 属性の取得…………………pthread_attr_getdetachstate(3T)参照 
pthread_attr_getscope(): contentionscope 属性の取得………………………pthread_attr_getdetachstate(3T)参照 
pthread_attr_getstackaddr(): stackaddr 属性の取得………………………pthread_attr_getdetachstate(3T)参照 
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pthread_attr_getstacksize(): stacksize 属性の取得…………………………pthread_attr_getdetachstate(3T)参照 
pthread_attr_init(3T): pthread_attr_init(), pthread_attr_destroy()…………………………………………

 ………………………………………………………………………スレッド属性オブジェクトの初期化または消去 
pthread_attr_setdetachstate(): detachstate 属性の設定…………………pthread_attr_getdetachstate(3T)参照 
pthread_attr_setguardsize(): guardsize 属性の設定………………………pthread_attr_getdetachstate(3T)参照 
pthread_attr_setinheritsched(): inheritsched 属性の設定………………pthread_attr_getdetachstate(3T)参照 
pthread_attr_setprocessor_np(): processorとbinding_type 属性の設定…pthread_attr_getdetachstate(3T)参照 
pthread_attr_setschedparam(): schedparam 属性の設定……………………pthread_attr_getdetachstate(3T)参照 
pthread_attr_setschedpolicy(): schedpolicy 属性の設定…………………pthread_attr_getdetachstate(3T)参照 
pthread_attr_setscope(): contentionscope 属性の設定………………………pthread_attr_getdetachstate(3T)参照 
pthread_attr_setstackaddr(): stackaddr 属性の設定………………………pthread_attr_getdetachstate(3T)参照 
pthread_attr_setstacksize(): stacksize 属性の設定…………………………pthread_attr_getdetachstate(3T)参照 
pthread_cancel(3T): pthread_cancel()………………………………………………………スレッドの実行のキャンセル 
pthread_cleanup_pop(3T): pthread_cleanup_pop(), pthread_cleanup_push()……………………………………

 ……………………………………………………………………取り消しクリーンアップハンドラーの削除と登録 
pthread_cleanup_push(): 取り消しクリーンアップハンドラーの削除と登録………pthread_cleanup_pop(3T)参照 
pthread_cond_broadcast(): 条件変数で待ち状態になっている１つあるいはすべてのスレッドのブロックの解除

 …………………………………………………………………………………………pthread_cond_signal(3T)参照 
pthread_cond_destroy(): 条件変数属性オブジェクトの初期化と消去…………………pthread_cond_init(3T)参照 
pthread_cond_init(3T): pthread_cond_init(), pthread_cond_destroy()………………条件変数の初期化と消去 
pthread_cond_signal(3T): pthread_cond_signal(), pthread_cond_broadcast()…………………………………

 ……………………………条件変数で待ち状態になっている１つあるいはすべてのスレッドのブロックの解除 
pthread_cond_timedwait(): 条件変数に対する待機または一定時間待機…………………pthread_cond_wait(3T)参照 
pthread_cond_wait(3T): pthread_cond_wait(), pthread_cond_timedwait()…………………………………………

 ……………………………………………………………………………条件変数に対する待機または一定時間待機

pthread_condattr_destroy(): 条件変数属性オブジェクトの初期化と消去…………pthread_condattr_init(3T)参照 
pthread_condattr_getpshared(3T): pthread_condattr_getpshared(), pthread_condattr_setpshared() 
 …………………………………………………………………………………………プロセス共有属性の取得と設定 
pthread_condattr_init(3T): pthread_condattr_init(), pthread_condattr_destroy()…………………………

 ………………………………………………………………………………条件変数属性オブジェクトの初期化と消去 
pthread_condattr_setpshared(): プロセス共有属性の取得と設定…………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………pthread_condattr_getpshared(3T)参照 
pthread_continue(): スレッドの実行の継続…………………………………………………pthread_resume_np(3T)参照 
pthread_create(3T): pthread_create()………………………………………………………新しい実行用スレッドの作成 
pthread_default_rsestacksize_np(3T): pthread_default_rsestacksize_np()……………………………………… 
 ……………………………………………………………………レジスタースタックサイズのデフォルト値の変更 

pthread_default_stacksize_np(3T): pthread_default_stacksize_np()………デフォルトのスタックサイズの変更 
pthread_detach(3T): pthread_detach()………………………………………………………………………………………… 

……………………………………スレッド終了時にリソースを再利用するためのデタッチされるスレッドの登録 
pthread_equal(3T): pthread_equal()…………………………………………………………２つのスレッド識別子の比較 
pthread_exit(3T): pthread_exit()………………………………………………………………呼び出し元スレッドの終了 
pthread_getconcurrency(3T): pthread_getconcurrency(), pthread_setconcurrency()…………………………

 …………………………………………………………アンバインドされたスレッドの並列性レベルの取得と設定 
pthread_getschedparam(3T): pthread_getschedparam(), pthread_setschedparam()……………………………

 ………………………………………………………………スケジューリング方針と関連パラメータの取得/設定 
pthread_getspecific(3T): pthread_getspecific(), pthread_setspecific()…………………………………………

 ……………………………………………………………キーに関連付けられたスレッド固有データの取得と設定 
pthread_gettimeslice_np(3T): pthread_gettimeslice_np(), pthread_settimeslice_np()……………………… 
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 スケジューリング方針がSCHED_TIMESHAREであるPTHREAD_SCOPE_PROCESSスレッドのスケジュー

 リングタイムスライス値の設定/取得 
pthread_join(3T): pthread_join()………………………………………………指定されたスレッドの終了の待ち合わせ 
pthread_key_create(3T): pthread_key_create(), pthread_key_delete()……………………………………………

 ……………………………………………………………………………スレッド固有データキーの作成または削除 
pthread_key_delete(): スレッド固有データキーを消去……………………………………pthread_key_create(3T)参照 
pthread_kill(3T): pthread_kill()…………………………………………………………………スレッドへのシグナル送信 
pthread_launch_policy_np(3T): pthread_launch_policy_np()…………………………スレッド起動ポリシーの設定 
pthread_ldom_bind_np(): ローカリティドメインへのスレッドのバインド……pthread_processor_bind_np(3T)参照 
pthread_ldom_id_np(): ローカリティドメイン ID の取得……………………pthread_processor_bind_np(3T)参照 
pthread_mutex_destroy(): mutexの消去……………………………………………………pthread_mutex_init(3T)参照 
pthread_mutex_getprioceiling(3T): pthread_mutex_getprioceiling(), pthread_mutex_setprioceiling() 
 …………………………………………………………………………………mutexの prioceiling属性の取得と設定 
pthread_mutex_getyieldfreq_np(): yield frequency属性の取得……………pthread_mutex_getspin_np(3T)参照 
pthread_mutex_init(3T): pthread_mutex_init(), pthread_mutex_destroy()……………mutexの初期化と消去 
pthread_mutex_lock(3T): pthread_mutex_lock(), pthread_mutex_trylock()………………………………………

 ……………………………………………………………………………………mutexのロックまたはロックの試行 
pthread_mutex_setprioceiling(): mutexの prioceiling属性の設定……pthread_mutex_getprioceiling(3T)参照 
pthread_mutex_setyieldfreq_np(): yield frequency 属性の取得……………pthread_mutex_getspin_np(3T)参照 
pthread_mutex_trylock(): mutex のロックの試行………………………………………pthread_mutex_lock(3T)参照 
pthread_mutex_unlock(3T): pthread_mutex_unlock()……………………………………………mutexのロックの解除 
pthread_mutexattr_destroy(): mutex属性オブジェクトの初期化と消去…………pthread_mutexattr_init(3T)参照 
pthread_mutexattr_getprioceiling(): prioceiling属性の取得………………pthread_mutex_getprotocol(3T)参照 
pthread_mutexattr_getprotocol(3T): pthread_mutexattr_getprotocol(), 
  pthread_mutexattr_setprotocol(), pthread_mutexattr_getprioceiling() 
  pthread_mutexattr_setprioceiling()………………………protocol属性と prioceiling属性の取得/設定 
pthread_mutexattr_getpshared(3T): pthread_mutexattr_getpshared(),pthread_mutexattr_setpshared(), 
 pthread_mutexattr_gettype(), pthread_mutexattr_settype()………………………………………

 ………………………………………………………………………………プロセス共有属性とtype属性の取得/設定 
pthread_mutexattr_getspin_np(3T): pthread_mutexattr_getspin_np(),pthread_mutexattr_setspin_np(), 
 pthread_mutex_getyieldfreq_np(), pthread_mutex_setyieldfreq_np(), 
 pthread_mutexattr_disable_handoff_np(), pthread_mutex_dis-able_handoff_np()…………… 
 ………………………………………………………………………………………………mutexの spin 属性お よび

 yield frequency属性の取得/設定、特定の mutexまたはプロセスワイドの mutexのハンドオフモード無効化 
pthread_mutexattr_gettype(): type属性の取得……………………………pthread_mutexattr_getpshared(3T)参照 
pthread_mutexattr_init(3T): pthread_mutexattr_init(), pthread_mutexattr_destroy()……………………

 ………………………………………………………………………………mutex属性オブジェクトの初期化と消去 
pthread_mutexattr_setprioceiling(): prioceiling属性の設定………………pthread_mutex_getprotocol(3T)参照 
pthread_mutexattr_setprotocol(): protocol属性の設定……………………pthread_mutex_getprotocol(3T)参照 
pthread_mutexattr_setpshared(): プロセス共有属性の設定……………pthread_mutexattr_getpshared(3T)参照 
pthread_mutexattr_setspin_np(): spin属性の設定………………………pthread_mutexattr_getspin_np(3T)参照 
pthread_mutexattr_settype(): type属性の設定……………………………pthread_mutexattr_getpshared(3T)参照 
pthread_num_ldomprocs_np(): ローカリティドメインのプロセッサの調査……………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………pthread_processor_bind_np(3T)参照 
pthread_num_ldoms_np(): ローカリティドメインの数の調査……………………pthread_processor_bind_np(3T)参照 
pthread_num_processors_np(): 使用できるプロセッサの数の調査……………pthread_processor_bind_np(3T)参照 
pthread_once(3T): pthread_once()…………………………………………………初期化ルーチンの一度だけの呼び出し 
pthread_processor_bind_np(3T): pthread_processor_bind_np(), pthread_num_processors_np(), 
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 pthread_processor_id_np(), pthread_num_ldoms_np(), pthread_num_ldomprocs_np(), 
 pthread_spu_to_ldom_np(), pthread_ldom_bind_np(), pthread_ldom_id_np(), 
 pthread_pset_bind_np()………………使用できるプロセッサの数の調査、プロセッサへのスレッドのバイ 
 ンド、プロセッサ IDの調査、使用できるローカリティドメインの数の調査、ローカリティドメインへのス 
 レッドのバインド、ローカリティドメイン IDの調査、スレッドのプロセッサセットバインディングの変更 
pthread_processor_id_np(): プロセッサ ID の調査……………………………pthread_processor_bind_np(3T)参照 
pthread_pset_bind_np(): プロセッサセットへのスレッドのバインド…………pthread_processor_bind_np(3T)参照 
pthread_resume_np(3T): pthread_resume_np(), pthread_continue(), pthread_suspend()……………………

 ……………………………………スレッドの実行の再開、スレッドの実行の継続、スレッドの実行の一時停止 
pthread_rwlock_destroy(): 読み書きロックの消去………………………………………pthread_rwlock_init(3T)参照 
pthread_rwlock_init(3T): pthread_rwlock_init(), pthread_rwlock_destroy()……………………………………

 …………………………………………………………………………………………読み書きロックの初期化と消去 
pthread_rwlock_rdlock(3T): pthread_rwlock_rdlock(), pthread_rwlock_tryrdlock()…………………………

 ……………………………………………………………読み書きロックへの読み取りロックまたはロックの試行 
pthread_rwlock_tryrdlock(): 読み書きロックへの読み取りロックまたはロックの試行…………………………………

 …………………………………………………………………………………………pthread_rwlock_rdlock(3T)参照 
pthread_rwlock_trywrlock(): 読み書きロックへの書き込みロックまたはロックの試行…………………………………

 …………………………………………………………………………………………pthread_rwlock_wrlock(3T)参照 
pthread_rwlock_unlock(3T): pthread_rwlock_unlock()…………………………………………読み書きロックの解除 
pthread_rwlock_wrlock(3T): pthread_rwlock_wrlock(), pthread_rwlock_trywrlock()…………………………

 ……………………………………………………………読み書きロックへの書き込みロックまたはロックの試行 
pthread_rwlockattr_destroy(): 読み書きロック属性オブジェクトの消去………pthread_rwlockattr_init(3T)参照 
pthread_rwlockattr_getpshared(3T): thread_rwlockattr_getpshared(), 
 pthread_rwlockattr_setpshared()………………………………………プロセス共有属性の取得と設定 
pthread_rwlockattr_init(3T): pthread_rwlockattr_init(), pthread_rwlockattr_destroy()…………………

 ……………………………………………………………………読み書きロック属性オブジェクトの初期化と消去 
pthread_rwlockattr_setpshared(): プロセス共有属性の設定…………pthread_rwlockattr_getpshared(3T)参照 
pthread_self(3T): pthread_self()………………………………………………呼び出し元スレッドのスレッドIDの取得 
pthread_setcancelstate(3T): pthread_setcancelstate(), pthread_setcanceltype()……………………………

 ……………………………………………………………現在のスレッドの取り消し可能状態や形式の設定と取得 
pthread_setcanceltype(): 読み書きロックへの読み取りロックまたはロックの試行…………………………………

 ………………………………………………………………………………………pthread_setcancelstate(3T)参照 
pthread_setconcurrency(): アンバインドされたスレッドの並列性レベルの設定……………………………………

 ………………………………………………………………………………………pthread_getconcurrency(3T)参照 
pthread_setschedparam(): スケジューリング方針と関連パラメータの設定………pthread_getschedparam(3T)参照 
pthread_setspecific(): キーに関連付けられたスレッド固有データの設定……………pthread_getspecific(3T)参照 
pthread_settimeslice_np(): スケジューリング方針が SCHED_TIMESHARE である    

PTHREAD_SCOPE_PROCESS スレッドのスケジューリングタイムスライス値の設定/取得…………………

………………………………………………………………………………………pthread_gettimeslice_np(3T)参照 
pthread_sigmask(3T): pthread_sigmask()…………………………呼び出し元スレッドのシグナルマスクの調査/変更 
pthread_spu_to_ldom_np(): spu で指定したローカリティドメインの ID の調査……………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………pthread_processor_bind_np(3T)参照 
pthread_suspend(): スレッドの実行の一時停止……………………………………………pthread_resume_np(3T)参照 
pthread_testcancel(3T): pthread_testcancel()……………………………………………保留中の取り消し要求の処理 
ptsname(3C): ptsname(), ptsname_r()……………………………………スレーブptyのパス名の取得(pseudo-terminal) 
ptsname_r(): スレーブの疑似端末の名前を得る……………………………………………………………ptsname(3C)参照 
putc(3S): putc(), putchar(), fputc(), putw()…………………………………ストリーム上に文字またはワードを出力 
putchar(): ストリーム上に文字を出力…………………………………………………………………………putc(3S)参照 
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putdvagnam: Device Assignment データベースエントリーの追加あるいは書き換え…………………getdvagent(3)参照 
putenv(3C): putenv()…………………………………………………………環境の値の変更、もしくは環境への値の追加 
putp(3X): putp(), tputs()……………………………………………………………………………コマンドの端末への出力 
putprdfnam(): Default データベースエントリーの操作……………………………………………………getprdfent(3)参照 
putprpwnam(): 保護されたパスワードデータベースのエントリーの操作(高信頼性システムのみ)…getprpwent(3)参照 
putprtcnam(): Terminal Control データベースエントリーの操作………………………………………getprtcent(3)参照 
putpwent(3C): putpwent()……………………………………………………………パスワードファイル エントリーの記入 
puts(3S): puts(), fputs()…………………………………………………………………………ストリーム上に文字列を出力 
putspent(3C): putspent()……………………………………………シャドウパスワードファイルのエントリーの書き込み 
pututline(): utmp ファイルエントリーへのアクセス………………………………………………………getut(3C)参照 
PUTUTSLINE(): utmpd が管理するユーザアカウンティング データベース参照/更新ルーチン…………getuts(3C)参照 
pututsline(): utmpd が管理するユーザアカウンティング データベース参照/更新ルーチン…………getuts(3C)参照 
pututxline(): utmpx ファイルエントリーへのアクセス……………………………………………………getutx(3C)参照 
putw(): ストリーム上にワード (整数) を出力……………………………………………………………………putc(3S)参照 
putwc(3C): putwc(), putwchar(), fputwc()……………………………ストリームファイルへのワイドキャラクタ出力 
putwchar(): ストリームファイルへのワイドキャラクタ出力 ………………………………………………putwc(3C)参照 
putwin(): ウィンドウのファイルへのダンプおよびファイルからの再ロード……………………………getwin(3X)参照 
putws(3C): putws(), fputws()……………………………ワイドキャラクタ文字列のストリームファイルへの書き込み 
qiflush(): 待ち行列の初期化機能を使用可能または使用不能にする……………………………………noqiflush(3X)参照 
qsort(3C): qsort()…………………………………………………………………………………………………クイックソート 
rand(3C): rand(), srand()……………………………………………………………………………単純な乱数発生ルーチン 
random(3M): random(), srandom(), initstate(), setstate()………………………………………擬似乱数の生成 
random(): 擬似乱数の生成………………………………………………………………………………………random(3M)参照 
raw(): 入力モード制御関数………………………………………………………………………………………cbreak(3X)参照 
rcmd(3N): rcmd(), rcmd_af(), rresvport(), rresvport_af(), ruserok()………………………………………

 …………………………………………………………………………………リモートコマンドにストリームを返す 
rcmd_af(): リモートコマンドにストリームを返す………………………………………………………………rcmd(3N)参照 
re_comp(3X): re_comp(), re_exec()………………………………………………………正規表現をコンパイルおよび実行 
re_exec(): 正規表現をコンパイルおよび実行…………………………………………………………………re_comp(3X)参照 
readdir(): ディレクトリの操作………………………………………………………………………………directory(3C)参照 
readdir_r(): ディレクトリの操作……………………………………………………………………………directory(3C)参照 
realloc(): 確保したメモリーブロックのサイズ変更する……………………………………………………malloc(3C)参照 
realpath(3X): realpath()……………………………………………………………………………………………パス名の解釈 
redrawwin(3X): redrawwin(), wredrawln()……………………………………………行のアップデートステータス関数 
refresh(): ウィンドウおよび行のリフレッシュ……………………………………………………………doupdate(3X)参照 
regcmp(3X): regcmp(), regex()…………………………………………………………………正規表現のコンパイルと実行 
regcomp(3C): regcomp(), regerror(), regexec(), regfree()……………正規表現の照合 (マッチング) ルーチン 
regerror(): 正規表現を照合する ルーチン…………………………………………………………………regcomp(3C)参照 
regex(): 正規表現のコンパイルと実行…………………………………………………………………………regcmp(3X)参照 
regexec(): 正規表現を照合する ルーチン…………………………………………………………………regcomp(3C)参照 
regexp(3X): advance(), compile(), step(), ERROR(), GETC(), INIT(), PEEKC(), RETURN(), UNGETC()………… 
 ………………………………………………………………………………正規表現のコンパイルおよび照合ルーチン 
regfree(): 正規表現を照合する ルーチン…………………………………………………………………regcomp(3C)参照 
registerrpc(): RPC 用の旧ライブラリルーチン……………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
reltimer(3C): reltimer()……………………………………………………………………プロセスごとのタイマーを相対化 
remainder(3M): remainder(), drem(), dremf(), dreml(), dremw(), dremq(), remainderf(),  

remainderl(), remainderw(), remainderq()…………………………………………………………剰余関数 
remainderf(): 剰余関数………………………………………………………………………………………remainder(3M)参照 
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remainderl(): 剰余関数………………………………………………………………………………………remainder(3M)参照 
remainderq(): 剰余関数………………………………………………………………………………………remainder(3M)参照 
remainderw(): 剰余関数………………………………………………………………………………………remainder(3M)参照 
remove(3C): remove()……………………………………………………………………………………………ファイルの削除 
remque(): キューの要素の削除………………………………………………………………………………insque(3C)参照 
remquo(3M): remquo(), remquof(), remquol(), remquow(), remquoq()……………………………商を持つ剰余関数 
remquof(): 商を持つ剰余関数(float)……………………………………………………………………………remquo(3M)参照 
remquol(): 商を持つ剰余関数(long double)……………………………………………………………………remquo(3M)参照 
remquoq(): 商を持つ剰余関数(quad)……………………………………………………………………………remquo(3M)参照 
remquow(): 商を持つ剰余関数(extended)………………………………………………………………………remquo(3M)参照 
request_init(): アクセス制御ライブラリ………………………………………………………………hosts_access(3)参照 
request_set(): アクセス制御ライブラリ…………………………………………………………………hosts_access(3)参照 
res_init(): リゾルバルーチン………………………………………………………………………………resolver(3N)参照 
res_mkquery(): リゾルバルーチン……………………………………………………………………………resolver(3N)参照 
res_search(): リゾルバルーチン……………………………………………………………………………resolver(3N)参照 
res_send(): リゾルバルーチン………………………………………………………………………………resolver(3N)参照 
reset_prog_mode(): シェル ターミナルモードを「プログラム」の状態に復元………………def_prog_mode(3X)参照 
reset_shell_mode(): ターミナルモードを「シェル」の状態に復元…………………………def_prog_mode(3X)参照 
resetty(3X): resetty(), savetty()……………………………………………………………ターミナルモードの保存/復元 
resolver(3N): res_query(),res_search(), res_send(), res_mkquery(), set_resfield(), res_send(), 
 res_init(), dn_comp(), dn_expand(), herror(), get_resfield(), set_resfield()………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………リゾルバルーチン 
restartterm(): terminfo データベースとのインタフェース…………………………………………del_curterm(3X)参照 
RETURN(): 正規表現のコンパイルおよび照合ルーチン…………………………………………………………regexp(3X)参照 
rewind(): ラージファイルをサポートする非POSIX標準APIインタフェース…………………………………fseek(3S)参照 
rewind_unlocked(): ラージファイルをサポートする非POSIX標準APIインタフェース…………………fseek(3S)参照 
rewinddir(): ディレクトリの操作…………………………………………………………………………directory(3C)参照 
rexec(3N): rexec()………………………………………………………………………リモートコマンドにストリームを返還 
rindex(): BSD 移植性文字列ルーチン……………………………………………………………………………string(3C)参照 
rint(3M): rint(), rintf(), rintl(), rintw(), rintq(), nearbyint(), nearbyintf(), nearbyintl(), 
 nearbyintw(), nearbyintq()…………………………………………………………最も近い整数への丸め関数 
rintf(): 最も近い整数への丸め関数 (float)…………………………………………………………………………rint(3M)参照 
rintl(): 最も近い整数への丸め関数 (long double)………………………………………………………………rint(3M)参照 
rintq(): 最も近い整数への丸め関数 (quad)………………………………………………………………………rint(3M)参照 
rintw(): 最も近い整数への丸め関数 (extended)…………………………………………………………………rint(3M)参照 
ripoffline(3X): ripoffline()…………………………………………………………………専用の目的のために 1行を予約 
rmdirp(): パス内でディレクトリを作成または削除……………………………………………………mkdirp(3G)参照 
rmtimer(3C): rmtimer()………………………………………………………………………プロセスごとのタイマーを解除 
rnusers(3N): rnusers(), rusers()………………………………………リモートマシン上のユーザーに関する情報を取得 
round(3M): round(), roundf(), roundl(), roundw(), roundq()…………………………………………………丸め関数 
roundf(): 丸め関数 (float)…………………………………………………………………………………………round(3M)参照 
roundl(): 丸め関数 (long double)…………………………………………………………………………………round(3M)参照 
roundq(): 丸め関数 (quad)…………………………………………………………………………………………round(3M)参照 
roundw(): 丸め関数 (extended)……………………………………………………………………………………round(3M)参照 
rpc(3N): rpc()………………………………………………………………リモートプロシージャコール用ライブラリルーチン 
rpc_broadcast(): クライアント側コールのためのライブラリ…………………………………… rpc_clnt_calls(3N)参照 
rpc_broadcast_exp(): クライアント側コールのためのライブラリ…………………………… rpc_clnt_calls(3N)参照 
rpc_call(): クライアント側コールのためのライブラリ……………………………………………rpc_clnt_calls(3N)参照 
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rpc_clnt_auth(3N): rpc_clnt_auth(), auth_destroy(), authnone_create(), authsys_create_default(),  
 authsys_create()………クライアント側のリモートプロシージャコール認証のためのライブラリルーチン 
rpc_clnt_calls(3N): clnt_call(), clnt_freeres(), clnt_geterr(), clnt_perrno(), clnt_perror(),  
 clnt_sperrno(), clnt_sperror(), rpc_broadcast(), rpc_broadcast_exp(), rpc_call()………… 
 ………………………………………………………………………………クライアント側コールのためのライブラリ 
rpc_clnt_create(3N): clnt_control(), clnt_create(), clnt_create_vers(), clnt_destroy(),  
 clnt_dg_create(), clnt_pcreateerror(), clnt_raw_create(), clnt_spcreateerror(),  
 clnt_tli_create(), clnt_tp_create(), clnt_vc_create(), rpc_createerr()……………………… 
 …………………………………………………………………………CLIENT ハンドルを扱うライブラリルーチン 
rpc_createerr(): CLIENT ハンドルを扱うライブラリルーチン………………………………rpc_clnt_create(3N)参照 
rpc_control(3N): rpc_control……………………………………………………………………………………………………… 
 クライアントおよびサーバーアプリケーションのグローバルRPC 属性を操作するためのライブラリルーチン 
rpc_reg(): サーバの登録用ライブラリルーチン…………………………………………………………rpc_svc_reg(3N)参照 
rpc_soc(3N): authdes_create(), authunix_create(), authunix_create_default(), callrpc(), 
 clnt_broadcast(), clntraw_create(), clnttcp_create(), clntudp_bufcreate(), 
 clntudp_create(), get_myaddress(), pmap_getmaps(), pmap_getport(), pmap_rmtcall(), 
 pmap_set(), pmap_unset(), registerrpc(), svc_fds(), svc_getcaller(), svc_getreq(),  
 svc_register(), svc_unregister(), svcfd_create(), svcraw_create(), svctcp_create(),  
 svcudp_bufcreate(), svcudp_create(), xdr_authunix_parms()……RPC 用の旧ライブラリルーチン 
rpc_svc_calls(3N): svc_dg_enablecache(), svc_done(), svc_exit(), svc_fdset(), svc_freeargs(),  
 svc_getargs(), svc_getreq_common(), svc_getreq_poll(), svc_getreqset(),  
 svc_getrpccaller(), svc_pollset(), svc_run(), svc_sendreply()…………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………RPC サーバ用のライブラリルーチン 
rpc_svc_create(3N): svc_control(), svc_create(), svc_destroy(), svc_dg_create(),  
 svc_fd_create(), svc_raw_create(), svc_tli_create(), svc_tp_create(), svc_vc_create() 
 ……………………………………………………………………サーバーハンドル作成のためのライブラリルーチン 
rpc_svc_err(3N): svcerr_auth(), svcerr_decode(), svcerr_noproc(), svcerr_noprog(),  
 svcerr_progvers(), svcerr_systemerr(), svcerr_weakauth()…………………………………………… 
 …………………………………………サーバ側のリモートプロシージャコールのエラー処理ライブラリルーチン 
rpc_svc_reg(3N): rpc_reg(), svc_reg(), svc_unreg(), svc_auth_reg(), xprt_register(),  
 xprt_unregister()……………………………………………………………サーバの登録用ライブラリルーチン 
rpc_xdr(3N): xdr_accepted_reply(), xdr_authsys_parms(), xdr_callhdr(), xdr_callmsg(),  
 xdr_opaque_auth(), xdr_rejected_reply(), xdr_replymsg()…………………………………………… 
 …………………………………………………………………リモートプロシージャコール用 XDR ライブラリル 
rpcbind(3N): rpcbind(), rpcb_getmaps(), rpcb_getaddr(), rpcb_gettime(), rpcb_rmtcall(),  
 rpcb_set(), rpcb_unset()…………………………………………………………………………逆平方根関数 
rpcb_getaddr(): 逆平方根関数…………………………………………………………………………………rpcbind(3N)参照 
rpcb_getmaps(): 逆平方根関数…………………………………………………………………………………rpcbind(3N)参照 
rpcb_gettime(): 逆平方根関数…………………………………………………………………………………rpcbind(3N)参照 
rpcb_rmtcall(): 逆平方根関数…………………………………………………………………………………rpcbind(3N)参照 
rpcb_set(): 逆平方根関数………………………………………………………………………………………rpcbind(3N)参照 
rpcb_unset(): 逆平方根関数…………………………………………………………………………………… rpcbind(3N)参照 
rresvport(): リモートコマンドにストリームを返す……………………………………………………………rcmd(3N)参照 
rresvport_af(): リモートコマンドにストリームを返す………………………………………………………rcmd(3N)参照 
rsqrt(3M): rsqrt(), rsqrtf(), rsqrtl(), rsqrtw(), rsqrtq(), invsqrt(),invsqrtf(), invsqrtl(),  
 invsqrtw(), invsqrtq()………………………………………………………………………………逆平方根関数 

rsqrtf(): 逆平方根関数 (float)………………………………………………………………………………………rsqrt(3N)参照 
rsqrtl(): 逆平方根関数 (long double)……………………………………………………………………………rsqrt(3N)参照 
rsqrtq(): 逆平方根関数 (quad)……………………………………………………………………………………rsqrt(3N)参照 
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rsqrtw(): 逆平方根関数 (extended)………………………………………………………………………………rsqrt(3N)参照 
rstat(3N): rstat(), havedisk()……………………………………リモートカーネルからのパフォーマンスデータの取得 
ruserok(): リモートコマンドにストリームを返す………………………………………………………………rcmd(3N)参照  
rusers(): リモートマシン上のユーザーに関する情報を取得…………………………………………………rnusers(3N)参照 
rwall(3N): rwall()…………………………………………………………指定されたリモートマシンへのメッセージの送付 
savetty(): ターミナルモードの保存/復元……………………………………………………………………resetty(3X)参照 
scalb(3M): scalb(), scalbf(), scalbl(), scalbq(), scalbw()…………………………………………………… 

…………………………………………………………………基数に依存しない浮動小数点数の指数のスケーリング 
scalbf(): 基数に依存しない浮動小数点数の指数のスケーリング………………………………………………scalb(3M)参照 
scalbl(): 基数に依存しない浮動小数点数の指数のスケーリング………………………………………………scalb(3M)参照 
scalbln(3M): scalbln(), scalblnf(), scalblnl(), scalblnq(), scalblnw()……………………………………

 ……………………………………………………………基数に依存しない、浮動小数点数の指数のスケーリング 
scalblnf(): 基数に依存しない、浮動小数点数の指数のスケーリング……………………………………scalbln(3M)参照 
scalblnq(): 基数に依存しない、浮動小数点数の指数のスケーリング……………………………………scalbln(3M)参照 
scalblrw(): 基数に依存しない、浮動小数点数の指数のスケーリング……………………………………scalbln(3M)参照 
scalbn(3M): scalbn(), scalbnf(), scalbnl(), scalbnq(), scalbnw()……………………………………………… 

…………………………………………………………………基数に依存しない浮動小数点数の指数のスケーリング 
scalbnl(): 基数に依存しない、浮動小数点数の指数のスケーリング………………………………………scalbln(3M)参照 
scalbnq(): 基数に依存しない、浮動小数点数の指数のスケーリング………………………………………scalbln(3M)参照 
scalbnw(): 基数に依存しない、浮動小数点数の指数のスケーリング………………………………………scalbln(3M)参照 
scalbq(): 基数に依存しない浮動小数点数の指数のスケーリング………………………………………………scalb(3M)参照 
scalbw(): 基数に依存しない浮動小数点数の指数のスケーリング………………………………………………scalb(3M)参照 
scandir(3C): scandir(), alphasort()………………………………………………………………………ディレクトリ走査 
scanf(3S): scanf(), fscanf(), sscanf()…………………ストリームファイルからの読み取りでの書式付き入力変換 
scanw(): ウィンドウからの形式化した入力の変換…………………………………………………………mvscanw(3X)参照 
scr_dump(3X): scr_dump(), scr_init(), scr_restore(), scr_set()……………スクリーンファイル入出力関数 
scr_init(): スクリーンファイル入出力関数………………………………………………………………scr_dump(3X)参照 
scr_restore(): スクリーンファイル入出力関数…………………………………………………………scr_dump(3X)参照 
scr_set(): スクリーンファイル入出力関数………………………………………………………………scr_dump(3X)参照 
scrl(3X): scrl(), wscrl()…………………………………………………………Curses ウィンドウの拡張スクロール関数 
scroll(3X): scroll()……………………………………………………………………………Curses ウィンドウのスクロール 
scrollok(): 端末出力制御関数…………………………………………………………………………………clearok(3X)参照 
secdef(3): open_secdef(), close_secdef(), get_secdef_str(), get_secdef_int()……………………………

 ………………………………………………………………………セキュリティデフォルト構成ファイルルーチン 
secdsc(3): get_secdsc_ent(), set_secdsc(), end_secdsc()…………………………………………………………… 
 ……………………………………………………/etc/security.dsc からのセキュリティ属性記述エントリーの取得 
secof2(), SECof2(): 16ビット文字処理用ツール…………………………………………………………nl_tools_16(3X)参照 
secure_rpc(3N): authdes_getucred(), authdes_seccreate(), getnetname(), host2netname(),  
 key_decryptsession(), key_encryptsession(), key_gendes(), key_setsecret(),  
 key_secretkey_is_set(), netname2host(), netname2user(), user2netname()…………………… 
 ………………………………………………………………………………………Secure RPC のライブラリルーチン 
seed48(): 均等に分散される疑似乱数の生成…………………………………………………………………drand48(3C)参照 
seekdir(): ディレクトリの操作………………………………………………………………………………directory(3C)参照 
set_curterm(): terminfo データベースとのインタフェース…………………………………………del_curterm(3X)参照 
set_resfield(): リゾルバルーチン……………………………………………………………………………resolver(3N)参照 
set_secdsc(): /etc/security.dsc からのセキュリティ属性記述エントリーの取得……………………………secdsc(3)参照 
set_term(3X): set_term()……………………………………………………………………………………画面間の切り換え 
setaclentry(3C): setaclentry(), fsetaclentry()……………………………………………………………………………  
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……ファイルのアクセス制御リスト(ACL) 中のエントリーの追加、変更、削除 (HFS ファイルシステムのみ) 
setauduser(3): setauduser()…………………………………指定されたユーザーとして、現在のプロセスの監査を開始 
setbuf(3S): setbuf(), setvbuf()…………………………………………………ストリームファイルへのバッファリング 
setcat(3C): setcat()…………………………………………………………………デフォルトのメッセージカタログの設定 
setcchar(3X): setcchar()……………………………………………………ワイド文字列と修飾情報からの cchar_t の設定 
setclock(3C): setclock()…………………………………………………………………システムワイドクロックの値の設定 
setenv(3C): setenv(), unsetenv()………………………………………………………………環境変数の追加/変更/削除 
setfsent(): ファイルシステム 記述子 ファイルをクローズする…………………………………………getfsent(3X)参照 
setgrent(): グループファイル エントリーの取得…………………………………………………………getgrent(3C)参照 
sethostent(): ネットワークホスト エントリーの設定…………………………………………………gethostent(3N)参照 
setjmp(3C): setjmp(), longjmp(), sigsetjmp(), siglongjmp()…………………………………非ローカルの goto 
setkey(): ハッシュ暗号化…………………………………………………………………………………………crypt(3C)参照 
setkey_r(): ハッシュ暗号化………………………………………………………………………………………crypt(3C)参照 
setlabel(3C): setlabel()…………………………………………………………………フォーマットルーチンのラベル定義 
setlinebuf(3C): setlinebuf()……………………………………………………………ストリームへのバッファの割り当て 
setlocale(3C): setlocale(), getlocale(), getlocale_r()……………………プログラムの locale の設定、確認 
setlocale_r(): (マルチスレッドアプリケーションで安全な) プログラムのロケールの設定…………setlocale(3C)参照 
setlogmask(): システム ログファイルをクローズする………………………………………………………syslog(3C)参照 
setmntent(): ファイルシステム 記述子 ファイルをクローズする……………………………………getmntent(3X)参照 
setnetconfig(): ネットワーク構成データベースのエントリの取得………………………………getnetconfig(3N)参照 
setnetent(): ネットワークエントリーの取得 ……………………………………………………………getnetent(3N)参照 
setnetgrent(): ネットワークグループ エントリの取得………………………………………………getnetgrent(3C)参照 
setnetpath(): NETPATH の構成要素に対応する /etc/netconfig エントリの取得…………………getnetpath(3N)参照 
setprdfent(): System Default データベースエントリーの操作…………………………………………getprdfent(3)参照 
setprotoent(): プロトコルエントリーの設定…………………………………………………………getprotoent(3N)参照 
setprotoent_r(): プロトコルエントリーの設定 (スレッドセーフ) ………………………………getprotoent(3N)参照 
setprpwent(): 保護されたパスワードデータベースのエントリーの操作(高信頼性システムのみ)…getprpwent(3)参照 
setprtcent(): Terminal Control データベースエントリーの操作………………………………………getprtcent(3)参照 
setpwent(): パスワードファイルエントリーの取得………………………………………………………getpwent(3C)参照 
setpwent(): シャドウパスワードエントリーのアクセス…………………………………………………getspwent(3X)参照 
setpwent(): シャドウパスワードエントリーのアクセス……………………………………………………getspent(3C)参照 
setscrreg(): 端末出力制御関数………………………………………………………………………………clearok(3X)参照 
setservent(): サービスエントリーの設定………………………………………………………………getservent(3N)参照 
setservent_r(): サービスエントリーの設定 (スレッドセーフ) ……………………………………getservent(3N)参照 
setspwent(): 高信頼性システムにおける、保護されたパスワードファイル エントリーの取得……getspwent(3X)参照 
setstate(): 擬似乱数の生成…………………………………………………………………………………random(3M)参照 
setupterm(): terminfo データベースとのインタフェース……………………………………………del_curterm(3X)参照 
setusershell(): 正当な ユーザー シェルを得る………………………………………………………getusershell(3C)参照 
setutent(): utmp ファイルエントリーへのアクセス…………………………………………………………getut(3C)参照 
SETUTSENT(): utmp ファイルエントリーへのアクセス………………………………………………………getut(3C)参照 
setutsent(): utmp ファイルエントリーへのアクセス………………………………………………………getut(3C)参照 
setutxent(): utmpx ファイルエントリーへのアクセス………………………………………………………getutx(3C)参照 
setvbuf(): ストリームファイルへのバッファリング…………………………………………………………setbuf(3S)参照 
shl_definesym(): 共有ライブラリの明示的ロード………………………………………………………shl_load(3X)参照 
shl_definesym(): Integrity システム用共有ライブラリの明示的ロード……………………………shl_load_ia(3X)参照 
shl_definesym(): PA-RISC システム用共有ライブラリの明示的ロード……………………………shl_load_pa(3X)参照 
shl_findsym(): 共有ライブラリの明示的ロード……………………………………………………………shl_load(3X)参照 
shl_findsym(): Integrity システム用共有ライブラリの明示的ロード………………………………shl_load_ia(3X)参照 
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shl_findsym(): PA-RISC システム用共有ライブラリの明示的ロード………………………………shl_load_pa(3X)参照 
shl_get(): 共有ライブラリからシンボルを探す……………………………………………………………shl_load(3X)参照 
shl_get(): Integrity システム用共有ライブラリの明示的ロード………………………………………shl_load_ia(3X)参照 
shl_get(): PA-RISC システム用共有ライブラリの明示的ロード………………………………………shl_load_pa(3X)参照 
shl_get_r(): 共有ライブラリの明示的ロード………………………………………………………shl_load(3X)参照 
shl_get_r(): Integrity システム用共有ライブラリの明示的ロード……………………………………shl_load_ia(3X)参照 
shl_get_r(): PA-RISC システム用共有ライブラリの明示的ロード…………………………………shl_load_pa(3X)参照 
shl_gethandle(): 共有ライブラリの明示的ロード…………………………………………………………shl_load(3X)参照 
shl_gethandle(): Integrity システム用共有ライブラリの明示的ロード……………………………shl_load_ia(3X)参照 
shl_gethandle(): PA-RISC システム用共有ライブラリの明示的ロード……………………………shl_load_pa(3X)参照 
shl_gethandle_r(): 共有ライブラリの明示的ロード………………………………………………………shl_load(3X)参照 
shl_gethandle_r(): Integrity システム用共有ライブラリの明示的ロード…………………………shl_load_ia(3X)参照 
shl_gethandle_r(): PA-RISC システム用共有ライブラリの明示的ロード…………………………shl_load_pa(3X)参照 
shl_getsymbols(): 共有ライブラリの明示的ロード…………………………………………………………shl_load(3X)参照 
shl_getsymbols(): Integrity システム用共有ライブラリの明示的ロード……………………………shl_load_ia(3X)参照 
shl_getsymbols(): PA-RISC システム用共有ライブラリの明示的ロード…………………………shl_load_pa(3X)参照 
shl_load(3X): shl_load(), shl_definesym(), shl_findsym(), shl_get(), shl_get_r(), 
 shl_gethandle(), shl_gethandle_r(), shl_getsymbols(), shl_unload(), dld_getenv() 
 ……………………………………………………………………………………………共有ライブラリの明示的ロード 
shl_load_ia(3X): shl_load(), shl_definesym(), shl_findsym(), shl_get(), shl_get_r(), 
 shl_gethandle(), shl_gethandle_r(), shl_getsymbols(), shl_unload() 
 …………………………………………………………………Integrity システム用共有ライブラリの明示的ロード 
shl_load_pa(3X): shl_load(), shl_definesym(), shl_findsym(), shl_get(), shl_get_r(), 
 shl_gethandle(), shl_gethandle_r(), shl_getsymbols(), shl_unload(), dld_getenv() 
 …………………………………………………………………PA-RISC システム用共有ライブラリの明示的ロード 

shl_unload(): 共有ライブラリの明示的ロード………………………………………………………………shl_load(3X)参照 
shl_unload(): Integrity システム用共有ライブラリの明示的ロード…………………………………shl_load_ia(3X)参照 
shl_unload(): PA-RISC システム用共有ライブラリの明示的ロード…………………………………shl_load_pa(3X)参照 
sigaddset(): シグナル集合の初期化、操作、テスト………………………………………………………sigsetops(3C)参照 
sigdelset(): シグナル集合の初期化、操作、テスト………………………………………………………sigsetops(3C)参照 
sigemptyset(): シグナル集合の初期化、操作、テスト…………………………………………………sigsetops(3C)参照 
sigfillset(): シグナル集合の初期化、操作、テスト……………………………………………………sigsetops(3C)参照 
sigismember(): シグナル集合の初期化、操作、テスト…………………………………………………sigsetops(3C)参照 
siglongjmp(): シグナルマスクを復旧……………………………………………………………………………setjmp(3C)参照 
signbit(3M): signbit()…………………………………………………………………………………浮動小数点数符号判定 
signgam(): 対数ガンマ関数 …………………………………………………………………………………lgamma(3M)参照 
significand(3M): significand(), significandf(), significandl(), significandw(), significandq() 
 ………………………………………………………………………………………………………正規化された仮数関数 
significandf(): 正規化された仮数関数 (float)………………………………………………………significand(3M)参照 
significandl(): 正規化された仮数関数 (long double)………………………………………………significand(3M)参照 
significandq(): 正規化された仮数関数 (quad)………………………………………………………significand(3M)参照 
significandw(): 正規化された仮数関数 (extended)……………………………………………………significand(3M)参照 
sigpause(3C): sigpause()……………………………………ブロックされたシグナルを自動的に解除して割り込みを待つ 
sigset(3C): sigset(), sighold(), sigrelse(), sigignore(), sigpause()……………………………シグナル管理 
sigsetjmp(): savemask が０以外のときのシグナルマスクを保存…………………………………………setjmp(3C)参照 
sigsetops(3C): sigemptyset(), sigfillset(), sigaddset(), sigdelset(), sigismember()……………………

 …………………………………………………………………………………シグナル集合の初期化、操作、テスト 
sin(3M): sin(), sinf(), sinl(), sinw(), sinq()…………………………………………………………………正弦関数 
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sincos(3M): sincos(), sincosf(), sincosl(), sincosw(), sincosq()………正弦と余弦の両方を計算する関数 
sincosd(3M): sincosd(), sincosdf(), sincosdl(), sincosdw(), sincosdq()………………………………………

 ……………………………………………………………度で指定した引き数の正弦と余弦の両方を計算する関数 
sincosdf(): 度で指定した引き数の正弦と余弦の両方を計算する関数…………………………………sincosd(3M)参照 
sincosdl(): 度で指定した引き数の正弦と余弦の両方を計算する関数…………………………………sincosd(3M)参照 
sincosdw(): 度で指定した引き数の正弦と余弦の両方を計算する関数…………………………………sincosd(3M)参照 
sincosdq(): 度で指定した引き数の正弦と余弦の両方を計算する関数…………………………………sincosd(3M)参照 
sincosf(): 正弦と余弦の両方を計算する関数…………………………………………………………………sincos(3M)参照 
sincosl(): 正弦と余弦の両方を計算する関数…………………………………………………………………sincos(3M)参照 
sincosq(): 正弦と余弦の両方を計算する関数…………………………………………………………………sincos(3M)参照 
sincosw(): 正弦と余弦の両方を計算する関数…………………………………………………………………sincos(3M)参照 
sind(3M): sind(), sindf(), sindl(), sindw(), sindq()………………………………度で指定した引き数の正弦関数 
sindf(): 度で指定した引き数の正弦関数 (float, degrees)………………………………………………………sind(3M)参照 
sinf(): 正弦関数 (float)…………………………………………………………………………………………………sin(3M)参照 
sinh(3M): sinh(), sinhf(), sinhl(), sinhw(), sinhq()…………………………………………………双曲線正弦関数 
sinhcosh(3M): sinhcosh(), sinhcoshf(), sinhcoshl(), sinhcoshw(), sinhcoshq()………………………………

 …………………………………………………………………………双曲線正弦および双曲線余弦を算出する関数 
sinhcoshf(): 双曲線正弦および双曲線余弦を算出する関数………………………………………………sinhcosh(3M)参照 
sinhcoshl(): 双曲線正弦および双曲線余弦を算出する関数………………………………………………sinhcosh(3M)参照 
sinhcoshw(): 双曲線正弦および双曲線余弦を算出する関数………………………………………………sinhcosh(3M)参照 
sinhcoshq(): 双曲線正弦および双曲線余弦を算出する関数………………………………………………sinhcosh(3M)参照 
sinhf(): 双曲線正弦関数 (float) …………………………………………………………………………………sinh(3M)参照 
sleep(3C): sleep()…………………………………………………………………………………指定された時間、実行を停止 
slk_attr_off(): ソフトラベル関数………………………………………………………………………slk_attroff(3X)参照 
slk_attr_on(): ソフトラベル関数…………………………………………………………………………slk_attroff(3X)参照 
slk_attr_set(): ソフトラベル関数………………………………………………………………………slk_attroff(3X)参照 
slk_attroff(3X): slk_attroff(), slk_attr_off(), slk_attron(), slk_attr_on(), slk_attrset(),  

slk_attr_set(), slk_clear(), slk_color(), slk_init(), slk_label(), slk_noutrefresh(),  
slk_refresh(), slk_restore(), slk_set(), slk_touch(), slk_wset()……………ソフトラベル関数 

slk_attron(): ソフトラベル関数…………………………………………………………………………slk_attroff(3X)参照 
slk_attrset(): ソフトラベル関数…………………………………………………………………………slk_attroff(3X)参照 
slk_clear(): ソフトラベル関数……………………………………………………………………………slk_attroff(3X)参照 
slk_color(): ソフトラベル関数……………………………………………………………………………slk_attroff(3X)参照 
slk_init(): ソフトラベル関数……………………………………………………………………………slk_attroff(3X)参照 
slk_label(): ソフトラベル関数……………………………………………………………………………slk_attroff(3X)参照 
slk_noutrefresh(): ソフトラベル関数…………………………………………………………………slk_attroff(3X)参照 
slk_refresh(): ソフトラベル関数…………………………………………………………………………slk_attroff(3X)参照 
slk_restore(): ソフトラベル関数…………………………………………………………………………slk_attroff(3X)参照 
slk_set(): ソフトラベル関数………………………………………………………………………………slk_attroff(3X)参照 
slk_touch(): ソフトラベル関数……………………………………………………………………………slk_attroff(3X)参照 
slk_wset(): ソフトラベル関数……………………………………………………………………………slk_attroff(3X)参照 
SLPClose(): SLP (Service Location Protocol) ライブラリルーチン…………………………………………libslp(3N)参照 
SLPDelAttrs(): SLP (Service Location Protocol) ライブラリルーチン……………………………………libslp(3N)参照 
SLPDereg(): SLP (Service Location Protocol) ライブラリルーチン…………………………………………libslp(3N)参照 
SLPError(3N): SLPError……………………………………………………SLP (Service Location Protocol) エラーコード 
SLPEscape(): SLP (Service Location Protocol) ライブラリルーチン………………………………………libslp(3N)参照 
SLPFindAttrs(): SLP (Service Location Protocol) ライブラリルーチン…………………………………libslp(3N)参照 
SLPFindScopes(): SLP (Service Location Protocol) ライブラリルーチン…………………………………libslp(3N)参照 
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SLPFindSrvs(): SLP (Service Location Protocol) ライブラリルーチン……………………………………libslp(3N)参照 
SLPFindSrvTypes(): SLP (Service Location Protocol) ライブラリルーチン………………………………libslp(3N)参照 
SLPFree(): SLP (Service Location Protocol) ライブラリルーチン…………………………………………libslp(3N)参照 
SLPGetProperty(): SLP (Service Location Protocol) ライブラリルーチン………………………………libslp(3N)参照 
SLPGetRefreshInterval(): SLP (Service Location Protocol) ライブラリルーチン……………………libslp(3N)参照 
SLPOpen(): SLP (Service Location Protocol) ライブラリルーチン…………………………………………libslp(3N)参照 
SLPParseSrvURL(): SLP (Service Location Protocol) ライブラリルーチン………………………………libslp(3N)参照 
SLPReg(): SLP (Service Location Protocol) ライブラリルーチン……………………………………………libslp(3N)参照 
SLPSetProperty(): SLP (Service Location Protocol) ライブラリルーチン………………………………libslp(3N)参照 
S SLPUnescape(): SLP (Service Location Protocol) ライブラリルーチン…………………………………libslp(3N)参照 
smonitor(3C): smonitor()……………………………………………………………………………実行プロファイルの準備 
snprintf(): フォーマットされた出力……………………………………………………………………………printf(3S)参照 
spray(3N): spray()……………………………………………………………ネットワークをチェックするためのデータ散布 
sprintf(): フォーマットされた出力……………………………………………………………………………printf(3S)参照 
sqrt(3M): sqrt(), sqrtf(), sqrtl(), sqrtw(), sqrtq()………………………………………………………平方根関数 
sqrtf(): 平方根関数(float)……………………………………………………………………………………………sqrt(3M)参照 
sqrtl(): 平方根関数(long double)……………………………………………………………………………………sqrt(3M)参照 
sqrtq(): 平方根関数(quad)……………………………………………………………………………………………sqrt(3M)参照 
sqrtw(): 平方根関数(extended)………………………………………………………………………………………sqrt(3M)参照 
srand(): 單純乱数生成関数 …………………………………………………………………………………………rand(3C)参照 
srand48(): 均等に分散される疑似乱数の生成…………………………………………………………………drand48(3C)参照 
srandom(): 擬似乱数の生成関数………………………………………………………………………………random(3M)参照 
sscanf(): ストリームファイルからの読み取りでの書式付き入力変換………………………………………scanf(3S)参照 
ssignal(3C): ssignal(), gsignal()……………………………………………………………………ソフトウェアシグナル 
standend(3X): standend(), standout(), wstandend(), wstandout()………ウィンドウ属性の設定およびクリア 
standout(): ウィンドウ属性の設定およびクリア…………………………………………………………standend(3X)参照 
start_color(): 色操作関数………………………………………………………………………can_change_color(3X)参照 
statfsdev(3C): statfsdev(), fstatfsdev()………………………………………………………ファイルシステムの統計 
statvfsdev(3C): statvfsdev(), fstatvfsdev()……………………………………………ファイルシステム情報の入手 
statvfsdev64(): ラージファイルをサポートする非POSIX標準APIインタフェース………………………fgetpos64(3S)参照 
stdio(3S): stdio()……………………………………………………標準バッファ化入出力ストリームファイル パッケージ 
stdscr(3X): stdscr()………………………………………………………………………………………デフォルトウィンドウ 
step(): 正規表現 コンパイル ルーチン………………………………………………………………………regexp(3X)参照 
store(): データベースサブルーチン………………………………………………………………………………dbm(3X)参照 
strcasecmp(), strncasecmp(): 文字列操作…………………………………………………………………string(3C)参照 
strcat(), strncat(): 文字列操作……………………………………………………………………………string(3C)参照 
strchr(), strrchr(): 文字列操作……………………………………………………………………………string(3C)参照 
strcmp(), strncmp(): 文字列操作……………………………………………………………………………string(3C)参照 
strcoll(): 文字列操作……………………………………………………………………………………………string(3C)参照 
strcpy(), strncpy(): 文字列操作……………………………………………………………………………string(3C)参照 
strdup(): 文字列操作……………………………………………………………………………………………string(3C)参照 
strerror(): システムエラーメッセージ………………………………………………………………………perror(3C)参照 
strfmon(3C): strfmon()……………………………………………………………………………………金額を文字列に変換 
strftime(3C): strftime()……………………………………………………………………日付および時間の文字列への変換 
string(3C): strcasecmp(), strcat(), strchr(), strcmp(), strcoll(), strcpy(), strcspn(), strdup(),  

strlen(), strncasecmp(), strncat(), strncmp(), strncpy(), strpbrk(), strrchr(), strrstr(),  
strspn(), strstr(), strtok(), strtok_r(), strxfrm(), index(), rindex()……………文字列操作 

strlen(): 文字列操作……………………………………………………………………………………………string(3C)参照 
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strord(3C): strord()……………………………………………………………………………………文字列データ順序の変換 
strpbrk(): 文字列操作……………………………………………………………………………………………string(3C)参照 
strptime(3C): strptime()………………………………………………………………………………………日付と時刻の変換 
strrstr(): 文字列操作……………………………………………………………………………………………string(3C)参照 
strspn(), strcspn(): 文字列操作……………………………………………………………………………string(3C)参照 
strstr(): 文字列操作……………………………………………………………………………………………string(3C)参照 
strtoacl(3C): strtoacl(), strtoaclpatt(), strtoacl_r(), strtoaclpatt_r(), aclentrystart()……………

 …………………………………………………………………………………………………………文字列形式の変換 
strtoaclpatt(): 文字列形式からアクセス制御リスト (ACL) 構造体への変換…………………………strtoacl(3C)参照 
strtoaclpatt()_r: 文字列形式からアクセス制御リスト (ACL) 構造体への変換………………………strtoacl(3C)参照 
strtod(3C): strtod(), strtof(), strtold(), strtow(), strtoq(), atof()…………文字列を浮動小数点数に変換 
strtof(): 文字列を浮動小数点数に変換(float)……………………………………………………………………string(3C)参照 
strtol(): 文字列を浮動小数点数に変換(long double)…………………………………………………………string(3C)参照 
strtoq(): 文字列を浮動小数点数に変換(quad)…………………………………………………………………string(3C)参照 
strtow(): 文字列を浮動小数点数に変換(extended)………………………………………………………………string(3C)参照 
strtoimax(3C): strtoimax(), strtoumax()…………………………………………………………文字列から整数への変換 
strtok(): キャラクタ文字列操作…………………………………………………………………………………string(3C)参照 
strtok_r(): キャラクタ文字列操作………………………………………………………………………………string(3C)参照 
strtol(3C): strtol(), strtoul(), atol(), atoi(), strtoll(), strtoull()……………………文字列を整数に変換 
strtoll(): 文字列を整数に変換…………………………………………………………………………………strtol(3C)参照 
strtoul(): 文字列を整数に変換…………………………………………………………………………………strtol(3C)参照 
strtoull(): 文字列を整数に変換…………………………………………………………………………………strtol(3C)参照 
strtoumax(): 文字列から整数への変換………………………………………………………………………strtoimax(3C)参照 
strxfrm(): キャラクタ文字列操作………………………………………………………………………………string(3C)参照 
subpad(3X): subpad()………………………………………………………………………………………拡張パッド管理関数 
subwin(): ウィンドウ作成関数………………………………………………………………………………subwin(3X)参照 
svc_auth_reg(): サーバの登録用ライブラリルーチン…………………………………………………rpc_svc_reg(3N)参照 
svc_control(): サーバーハンドル作成のためのライブラリルーチン……………………………rpc_svc_create(3N)参照 
svc_create(): サーバーハンドル作成のためのライブラリルーチン………………………………rpc_svc_create(3N)参照 
svc_destroy(): サーバーハンドル作成のためのライブラリルーチン……………………………rpc_svc_create(3N)参照 
svc_dg_create(): サーバーハンドル作成のためのライブラリルーチン…………………………rpc_svc_create(3N)参照 
svc_dg_enablecache(): RPC サーバ用のライブラリルーチン……………………………………rpc_svc_calls(3N)参照 
svc_done(): RPC サーバ用のライブラリルーチン……………………………………………………rpc_svc_calls(3N)参照 
svc_exit(): RPC サーバ用のライブラリルーチン……………………………………………………rpc_svc_calls(3N)参照 
svc_fd_create(): サーバーハンドル作成のためのライブラリルーチン…………………………rpc_svc_create(3N)参照 
svc_fds(): RPC 用の旧ライブラリルーチン……………………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
svc_fdset(): RPC サーバ用のライブラリルーチン……………………………………………………rpc_svc_calls(3N)参照 
svc_freeargs(): RPC サーバ用のライブラリルーチン………………………………………………rpc_svc_calls(3N)参照 
svc_getargs(): RPC サーバ用のライブラリルーチン…………………………………………………rpc_svc_calls(3N)参照 
svc_getcaller(): RPC 用の旧ライブラリルーチン…………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
svc_getreq(): RPC 用の旧ライブラリルーチン………………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
svc_getreq_common(): RPC サーバ用のライブラリルーチン………………………………………rpc_svc_calls(3N)参照 
svc_getreq_poll(): RPC サーバ用のライブラリルーチン…………………………………………rpc_svc_calls(3N)参照 
svc_getreqset(): RPC サーバ用のライブラリルーチン……………………………………………rpc_svc_calls(3N)参照 
svc_getrpccaller(): RPC サーバ用のライブラリルーチン…………………………………………rpc_svc_calls(3N)参照 
svc_pollset(): RPC サーバ用のライブラリルーチン…………………………………………………rpc_svc_calls(3N)参照 
svc_raw_create(): サーバーハンドル作成のためのライブラリルーチン………………………rpc_svc_create(3N)参照 
svc_reg(): サーバの登録用ライブラリルーチン…………………………………………………………rpc_svc_reg(3N)参照 
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svc_register(): RPC 用の旧ライブラリルーチン……………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
svc_run(): RPC サーバ用のライブラリルーチン………………………………………………………rpc_svc_calls(3N)参照 
svc_sendreply(): RPC サーバ用のライブラリルーチン……………………………………………rpc_svc_calls(3N)参照 
svc_tli_create(): サーバーハンドル作成のためのライブラリルーチン………………………rpc_svc_create(3N)参照 
svc_tp_create(): サーバーハンドル作成のためのライブラリルーチン…………………………rpc_svc_create(3N)参照 
svc_unreg(): サーバの登録用ライブラリルーチン………………………………………………………rpc_svc_reg(3N)参照 
svc_unregister(): RPC 用の旧ライブラリルーチン………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
svc_vc_create(): サーバーハンドル作成のためのライブラリルーチン…………………………rpc_svc_create(3N)参照 
svcerr_auth(): サーバ側のリモートプロシージャコールのエラー処理ライブラリルーチン………rpc_svc_err(3N)参照 
svcerr_decode(): サーバ側のリモートプロシージャコールのエラー処理ライブラリルーチン…rpc_svc_err(3N)参照 
svcerr_noproc(): サーバ側のリモートプロシージャコールのエラー処理ライブラリルーチン…rpc_svc_err(3N)参照 
svcerr_noprog(): サーバ側のリモートプロシージャコールのエラー処理ライブラリルーチン…rpc_svc_err(3N)参照 
svcerr_progvers(): サーバ側のリモートプロシージャコールのエラー処理ライブラリルーチン………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………rpc_svc_err(3N)参照 
svcerr_systemerr(): サーバ側のリモートプロシージャコールのエラー処理ライブラリルーチン……………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………rpc_svc_err(3N)参照 
svcerr_weakauth(): サーバ側のリモートプロシージャコールのエラー処理ライブラリルーチン……………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………rpc_svc_err(3N)参照 
svcfd_create(): RPC 用の旧ライブラリルーチン……………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
svcraw_create(): RPC 用の旧ライブラリルーチン…………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
svctcp_create(): RPC 用の旧ライブラリルーチン…………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
svcudp_bufcreate(): RPC 用の旧ライブラリルーチン……………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
svcudp_create(): RPC 用の旧ライブラリルーチン…………………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
swab(3C): swab()…………………………………………………………………………………………………バイトのスワップ 
swscanf(): 書式化されたワイドキャラクタ入力の変換………………………………………………………fwscanf(3C)参照 
syncok(3X): syncok(), wcursyncup(), wsyncdown(), wsyncup()…………………………………………………………

 ………………………………………………………ウィンドウとその親ウィンドウまたは子ウィンドウとの同期 
sys_errlist(): システム エラーメッセージ…………………………………………………………………perror(3C)参照 
sys_nerr(): システム エラーメッセージ………………………………………………………………………perror(3C)参照 
syslog(3C): syslog(), openlog(), closelog(), setlogmask()…………………………………システムログの制御 
system(3S): system()……………………………………………………………………………………シェルコマンドの発行 
t_accept(3): t_accept()……………………………………………………………………………………接続要求の受け入れ 
t_alloc(3): t_alloc()……………………………………………………………………………ライブラリー構造体の割り当て 
t_bind(3): t_bind()………………………………………………トランスポートエンドポイントへのアドレスのバインド 
t_close(3): t_close()………………………………………………………………トランスポートエンドポイントのクローズ 
t_connect(3): t_connect()……………………………………………………別のトランスポートユーザーとの接続の確立 
t_error(3): t_error()…………………………………………………………………………………エラーメッセージの生成 
t_free(3): t_free()……………………………………………………………………………………ライブラリー構造体の解放 
t_getinfo(3): t_getinfo()………………………………………………………………プロトコル固有のサービス情報の入手 
t_getprotaddr(3): t_getprotaddr()………………………………………………………………プロトコルアドレスの入手 
t_getstate(3): t_getstate()……………………………………………………………………………………現在の状態の入手 
t_listen(3): t_listen()…………………………………………………………………………………接続要求の受け入れ待機 
t_look(3): t_look()……………………………………………トランスポートエンドポイント上の現在のイベントの検出 
t_open(3): t_open()……………………………………………………………………トランスポートエンドポイントの確立 
t_optmgmt(3): t_optmgmt()……………………………………………トランスポートエンドポイントのオプションの管理 
t_rcv(3): t_rcv()……………………………………………………接続を介して送信されたデータまたは急送データの受信 
t_rcvconnect(3): t_rcvconnect()…………………………………………………………………接続要求からの確認の受信 
t_rcvdis(3): t_rcvdis()……………………………………………………………………………………切断情報の取り出し 
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t_rcvrel(3): t_rcvrel()…………………………トランスポートエンドポイントでの正常解放指示の受信に対する確認 
t_rcvudata(3): t_rcvudata()…………………………………リモート トランスポートプロバイダー ユーザーからの 
t_rcvuderr(3): t_rcvuderr()……………………………………………………………………単位データエラー指示の受信 
t_snd(3): t_snd()………………………………………………………………接続を介したデータまたは急送データの送信 
t_snddis(3): t_snddis()…………………………………………………………………………ユーザー開始切断要求の送信 
t_sndrel(3): t_sndrel()…………………………………………………………………………………………正常解放の開始 
t_sndudata(3): t_sndudata()…………………………………………………………………………………データ単位の送信 
t_strerror(3): t_strerror()…………………………………………………………………エラーメッセージ文字列の生成 
t_sync(3): t_sync()……………………………………………………………………トランスポートライブラリーの同期化 
t_unbind(3): t_unbind()…………………………………………………………トランスポートエンドポイントの使用停止 
taddr2uaddr(): 汎用トランスポートの名前からアドレスへの変換…………………………………………netdir(3N)参照 
tan(3M): tan(), tanf(), tanl(), tanq(), tanw()…………………………………………………………………正接関数 
tand(3M): tand(), tandf(), tandl(), tandq(), tandw()……………………………度で指定した引き数の正接関数 
tandf(): 度で指定した引き数の正接関数(float)……………………………………………………………………tand(3M)参照 
tandl(): 度で指定した引き数の正接関数(long double)……………………………………………………………tand(3M)参照 
tandq(): 度で指定した引き数の正接関数(quad)……………………………………………………………………tand(3M)参照 
tandw(): 度で指定した引き数の正接関数(extended)………………………………………………………………tand(3M)参照 
tanf(): 正接関数 (float) ……………………………………………………………………………………………tan(3M)参照 
tanh(3M): tanh(), tanhf(), tanhl(), tanhq(), tanhw()………………………………………………双曲線正接関数 
tanhf(): 双曲線正接関数(float)………………………………………………………………………………………tanh(3M)参照 
tanhl(): 双曲線正接関数(long double)……………………………………………………………………………tanh(3M)参照 
tanhq(): 双曲線正接関数(quad)……………………………………………………………………………………tanh(3M)参照 
tanhw(): 双曲線正接関数(extended)…………………………………………………………………………………tanh(3M)参照 
tanl(): 正接関数(long double)…………………………………………………………………………………………tan(3M)参照 
tanq(): 正接関数(quad)…………………………………………………………………………………………………tan(3M)参照 
tanw(): 正接関数(extended)……………………………………………………………………………………………tan(3M)参照 
tcattribute(3C): tcgetattr(), tcsetattr()……………………………………………………………tty デバイスの制御 
tccontrol(3C): tcsendbreak(), tcdrain(), tcflush(), tcflow()…………………………………tty 回線制御関数 
tcdrain(): tty 回線制御関数…………………………………………………………………………………tccontrol(3C)参照 
tcflow(): tty 回線制御関数……………………………………………………………………………………tccontrol(3C)参照 
tcflush(): tty 回線制御関数…………………………………………………………………………………tccontrol(3C)参照 
tcgetattr(): get tty device attributes ……………………………………………………………………tcattribute(3C)参照 
tcgetpgrp(3C): tcgetpgrp()………………………………………………フォアグラウンド プロセスグループ ID の取得 
tcgetsid(3C): tcgetsid()……………………………………………………………………ターミナルセッション ID の入手 
tcsendbreak(): tty 回線制御関数……………………………………………………………………………tccontrol(3C)参照 
tcsetattr(): tty デバイスの制御…………………………………………………………………………tcattribute(3C)参照 
tcsetpgrp(3C): tcsetpgrp()………………………………………………フォアグラウンド プロセスグループ ID の設定 
tdelete(): 二分木の操作………………………………………………………………………………………tsearch(3C)参照 
telldir(): ディレクトリの操作………………………………………………………………………………directory(3C)参照 
tempnam(): 一時ファイルの名前の作成……………………………………………………………………tmpnam(3S)参照 
term_attrs(): サポートされている端末ビデオ属性の取得………………………………………………termattrs(3X)参照 
termattrs(3X): termattrs(), term_attrs()…………………………………サポートされている端末ビデオ属性の取得 
termcap(3X): tgetent(), tgetnum(), tgetstr(), tgoto(), tputs()…………………………………………………… 

………………………………………………………/usr/share/lib/termcapにあるアクセスルーチンのエミュレート 
termname(3X): termname()……………………………………………………………………………………端末名の取得 
tfind(): 二分木の操作……………………………………………………………………………………………tsearch(3C)参照 
tgamma(3M): tgamma(), tgammaf(), tgammal(), tgammaw(), tgammaq()………………………本当のガンマ関数 
tgammaf(): 本当のガンマ関数…………………………………………………………………………………tgamma(3M)参照 
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tgammal(): 本当のガンマ関数…………………………………………………………………………………tgamma(3M)参照 
tgammaq(): 本当のガンマ関数…………………………………………………………………………………tgamma(3M)参照 
tgammaw(): 本当のガンマ関数…………………………………………………………………………………tgamma(3M)参照 
tgetflag(): /usr/share/lib/termcapにあるアクセスルーチンのエミュレート…………………………………termcap(3X)参照 
tgetflag(): /usr/share/lib/termcapにあるアクセスルーチンのエミュレート…………………………………tgetent(3X)参照 
tgetnum(): /usr/share/lib/termcapにあるアクセスルーチンのエミュレート………………………………termcap(3X)参照 
tgetnum(): /usr/share/lib/termcapにあるアクセスルーチンのエミュレート…………………………………tgetent(3X)参照 
tgetstr(): /usr/share/lib/termcapにあるアクセスルーチンのエミュレート…………………………………termcap(3X)参照 
tgetstr(): /usr/share/lib/termcapにあるアクセスルーチンのエミュレート……………………………………tgetent(3X)参照 
tgoto(): /usr/share/lib/termcapにあるアクセスルーチンのエミュレート……………………………………termcap(3X)参照 
tgoto(): /usr/share/lib/termcapにあるアクセスルーチンのエミュレート………………………………………tgetent(3X)参照 
tigetflag(3X): tigetflag(), tigetnum(), tigetstr(), tparm()…………terminfo データベースからの機能の検索 
tigetnum(): terminfo データベースからの機能の検索 ……………………………………………………tigetflag(3X)参照 
tigetstr(): terminfo データベースからの機能の検索 ……………………………………………………tigetflag(3X)参照 
timeout(): 入力時のブロック化制御………………………………………………………………………notimeout(3X)参照 
timezone(): 日付と時刻の文字列への変換 ……………………………………………………………………ctime(3C)参照 
tmpfile(3S): tmpfile()………………………………………………………………………………………一時ファイルの作成 
tmpfile64(): ラージファイルをサポートする非POSIX標準APIインタフェース………………………fgetpos64(3S)参照 
tmpnam(3S): tmpnam(), tempnam()………………………………………………………………一時ファイルの名前の作成 
toascii(): 文字の変換………………………………………………………………………………………………conv(3C)参照 
tolower(), _tolower: 文字の変換………………………………………………………………………………conv(3C)参照 
touchline(): ウィンドウリフレッシュ制御関数……………………………………………………is_linetouched(3X)参照 
touchwin(3X): touchwin()…………………………………………………………………ウィンドウリフレッシュ制御関数 
toupper(), _toupper: 文字の変換………………………………………………………………………………conv(3C)参照 
towctrans(3C): towctrans(), wctrans()……………………………………………………………………………文字変換 
towlower(): ワイドキャラクタの変換…………………………………………………………………………wconv(3C)参照 
towupper(): ワイドキャラクタの変換…………………………………………………………………………wconv(3C)参照 
tparm(): terminfo データベースからの機能の検索 …………………………………………………………tigetflag(3X)参照 
tputs(): /usr/share/lib/termcapにあるアクセスルーチンのエミュレート…………………………………termcap(3X)参照 
tputs(): コマンドの端末への出力…………………………………………………………………………………putp(3X)参照 
trunc(3M): trunc(), truncf(), truncl(), truncq(), truncw()…………………………………………切り捨て関数 
truncf(): 切り捨て関数(float)………………………………………………………………………………………trunc(3M)参照 
truncl(): 切り捨て関数(long double)………………………………………………………………………………trunc(3M)参照 
truncq(): 切り捨て関数(quad)………………………………………………………………………………………trunc(3M)参照 
truncw(): 切り捨て関数(extended)…………………………………………………………………………………trunc(3M)参照 
tsearch(3C): tsearch(), tfind(), tdelete(), twalk()……………………………………………………二分木の操作 
ttyname(3C): ttyname(), ttyname_r(), isatty()……………………………………………………………端末名の取得 
ttyslot(3C): ttyslot()………………………………………………現在のユーザーの utmpx ファイルにおける位置の取得 
twalk(): 二分木の操作……………………………………………………………………………………………tsearch(3C)参照 
typeahead(3X): typeahead()……………………………………………………………………タイプアヘッドの検査の制御 
tzname(): 日付と時刻の文字列への変換 ………………………………………………………………………ctime(3C)参照 
tzset(): 日付と時刻の文字列への変換 …………………………………………………………………………ctime(3C)参照 
U_STACK_TRACE(3X): U_STACK_TRACE(), UNW_STACK_TRACE()…………………………………………………………

 …………………アンワインドライブラリを使ったプロシージャコールスタックのバックトレース情報の出力 
uaddr2taddr(): 汎用トランスポートの名前からアドレスへの変換…………………………………………netdir(3N)参照 
uc_access(3): __uc_get_ar(), __uc_get_ar_bsp(), __uc_get_ar_bspstore(), __uc_get_ar_ccv(),  
 __uc_get_ar_csd(), __uc_get_ar_ec(), __uc_get_ar_fpsr(), __uc_get_ar_lc(),  
 __uc_get_ar_pfs(), __uc_get_ar_rsc(), __uc_get_ar_ssd(), __uc_get_ar_unat(),  
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 __uc_get_brs() , __uc_get_cfm() , __uc_get_cr() , __uc_get_ed() , __uc_get_frs() ,  
__uc_get_grs(), __uc_get_ip(), __uc_get_prs(), __uc_get_reason(), __uc_get_rsebs(), 

 __uc_get_rsebs64(), __uc_get_um(), __uc_set_ar(), __uc_set_ar_ccv(), __uc_set_ar_csd(), 
 __uc_set_ar_ec(), __uc_set_ar_fpsr(), __uc_set_ar_lc(), __uc_set_ar_pfs(),  
 __uc_set_ar_rsc(), __uc_set_ar_ssd(), __uc_set_ar_unat(), __uc_set_brs(),  

__uc_set_cfm(), __uc_set_ed(), __uc_set_frs(), __uc_set_grs(), __uc_set_ip(), 
 __uc_set_prs(), __uc_set_rsebs(), __uc_set_rsebs64(), __uc_set_um()…………………………

 ………………………………………………………………………ucontext_t (ユーザーコンテキスト) アクセス 
UNGETC(): 正規表現のコンパイルおよび照合ルーチン…………………………………………………………regexp(3X)参照 
ulckpwdf(): /etc/passwd ファイルと /etc/shadow ファイルへのアクセスの制御…………………………lckpwd(3C)参照 
ultoa(): 符号なし long 整数を ASCII 10 進数に変換…………………………………………………………ltostr(3C)参照 
ultoa_r(): 符号なし long 整数を ASCII 10 進数に変換 (マルチスレッドセーフ) ………………………ltostr(3C)参照 
ultostr(): 符号なし long 整数を文字列に変換………………………………………………………………ltostr(3C)参照 
ultostr_r(): 符号なし long 整数を文字列に変換 (マルチスレッドセーフ) ………………………………ltostr(3C)参照 
unctrl(3X): unctrl()……………………………………………………………………………文字のプリント可能表現を生成 
undial(): 外部への端末回線連結の設立……………………………………………………………………………dial(3C)参照 
unget_wch(): 文字の入力キューへのプッシュ………………………………………………………………ungetch(3X)参照 
ungetc(3S): ungetc()………………………………………………………………………………文字を入力ストリームに戻す 
ungetch(3X): ungetch(), unget_wch()………………………………………………………文字の入力キューへのプッシュ 
ungetwc(3C): ungetwc()…………………………………………………………ワイドキャラクタを入力ストリームに戻す 
ungetwc_unlocked(): ワイドキャラクタを入力ストリームに戻す………………………………………ungetwc(3X)参照 
unlockpt(3C): unlockpt()…………………………………一組みのSTREAMS ptyマスターおよびスレーブのロック解除 
unsetenv(): 環境変数の追加/変更/削除…………………………………………………………………………setenv(3C)参照 
untouchwin(): ウィンドウリフレッシュ制御関数……………………………………………………is_linetouched(3X)参照 
UNW_STACK_TRACE(): アンワインドライブラリを使ったプロシージャコールスタックのバックトレース情報の出力……

 ……………………………………………………………………………………………U_STACK_TRACE(3X)参照 
use_env(3X): use_env()…………………………………………………………………………画面サイズの情報ソースの指定 
userdb_write(): ユーザーデータベース /var/adm/userdb の情報の読み取り、書き込み、削除………………………

 ………………………………………………………………………………………………………userdb_read(3)参照 
userdb_read(3): userdb_read(), userdb_write(), userdb_delete()…………………………………………………

 ……………………………………ユーザーデータベース /var/adm/userdb の情報の読み取り、書き込み、削除 
userdb_delete(): ユーザーデータベース /var/adm/userdb の情報の読み取り、書き込み、削除………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………userdb_read(3)参照 
user2netname(): Secure RPC のライブラリルーチン…………………………………………………secure_rpc(3N)参照 
utmpname(): utmp ファイルエントリーへのアクセス…………………………………………………………getut(3C)参照 
uwx(3X): uwx()………………………………………………………………………………………Unwind Express ライブラリ 
uwx_add_to_bsp(3X): uwx_add_to_bsp()………………………………………………バッキングストアポインターの計算 
uwx_find_source_info(3X): uwx_find_source_info()…………………………ELF ファイルからのソース情報の取得 
uwx_find_symbol(3X): uwx_find_symbol()………………………………ELF ファイルからのシンボリック情報の取得 
uwx_free(3X): uwx_free()……………………………………………アンワインド環境によって使用されたメモリーの解放 
uwx_get_abi_context_code(3X): uwx_get_abi_context_code()……………………………………………………………

 ………………………………………………現在のコンテキストからの ABI およびコンテキストコードの取得 
uwx_get_funcstart(3X): uwx_get_funcstart()…………………………………………現在の関数の開始アドレスの取得 
uwx_get_module_info(3X): uwx_get_module_info()……………現在のコンテキストのロードモジュール情報の取得 
uwx_get_nat(3X): uwx_get_nat()………………………現在のフレームのコンテキストからの NaT ビットの読み取り 
uwx_get_reg(3X): uwx_get_reg()……………………………現在のフレームのコンテキストからのレジスタの読み取り 
uwx_get_source_info(3X): uwx_get_source_info()…………………………………現在のフレームのソース情報の取得 
uwx_get_sym_info(3X): uwx_get_sym_info()………………………………現在のフレームのシンボリック情報の取得 
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uwx_init(3X): uwx_init()……………………………………………………………………アンワインド環境の作成と初期化 
uwx_init_context(3X): uwx_init_context()…………………………………………アンワインドコンテキストの初期化 
uwx_register_alloc_cb(3X): uwx_register_alloc_cb()…………カスタムの割り当ておよび解放コールバックの登録 
uwx_register_callbacks(3X): uwx_register_callbacks()………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………スタックアンワインド用のコールバックルーチンの登録 
uwx_release_symbol_cache(3X): uwx_release_symbol_cache()………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………シンボルキャッシュが使用していたメモリーの解放 
uwx_self_do_context_frame(3X): uwx_self_do_context_frame()…シグナルフレームでのコンテキストの再初期化 
uwx_self_free_info(3X): uwx_self_free_info()…コールバック情報構造体によって使用されていたメモリーの解放 
uwx_self_init_context(3X): uwx_self_init_context()………セルフアンワインド用の現在のコンテキストの初期化 
uwx_self_init_info(3X): uwx_self_init_info()…セルフアンワインド用のコールバック情報構造体の作成と初期化 
uwx_set_nofr(3X): uwx_set_nofr()…………………………………………浮動小数点レジスタのトラッキングの無効化 
uwx_set_remote(3X): uwx_set_remote()………………………………………リモートプロセスのアンワインドの有効化 
uwx_step(3X): uwx_step()……………………………………………………………………………１フレームのステップ移動 
uwx_step_inline(3X): uwx_step_inline()………………………………１つのインライン呼び出しのステップオーバー 
valloc(): sysconf の値に対して境界調整したメモリーブロックを割り当てる……………………………malloc(3C)参照 
vfprintf(): フォーマットしたvarargs引き数リストの出力…………………………………………………vprintf(3S)参照 
vfscanf(): ストリームファイルからの入力をフォーマットに従ってvarargs引き数リストに変換する…vscanf(3S)参照 
vfwprintf(): ファイルへのフォーマットつき出力…………………………………………………………vwprintf(3C)参照 
vid_attr(): 端末への属性の出力…………………………………………………………………………………vidattr(3X)参照 
vid_puts(): 端末への属性の出力…………………………………………………………………………………vidattr(3X)参照 
vidattr(3X): vidattr(), vid_attr(), vidputs(), vid_puts()……………………………………端末への属性の出力 
vidputs(): 端末への属性の出力…………………………………………………………………………………vidattr(3X)参照 
vline(): 1バイト文字と修飾情報を元にした線描………………………………………………………………hline(3X)参照 
vline_set(): 複情報文字と修飾情報を元にした線描………………………………………………………hline_set(3X)参照 
vpfmt(): 標準形式のメッセージ表示………………………………………………………………………………pfmt(3C)参照 
vscanf(3S): vscanf(), vfscanf(), vsscanf()…………………………………………………………………………………

 ………………………ストリームファイルからの入力をフォーマットに従ってvarargs引き数リストに変換する 
vprintf(3S): vprintf(), vfprintf(), vsprintf(),vsnprintf()………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………フォーマットしたvarargs引き数リストの出力 
vsnprintf(): フォーマットしたvarargs引き数リストの出力…………………………………………………vprintf(3S)参照 
vsprintf(): フォーマットしたvarargs引き数リストの出力…………………………………………………vprintf(3S)参照 
vsscanf(): ストリームファイルからの入力をフォーマットに従ってvarargs引き数リストに変換する…vscanf(3S)参照 
vswprintf(): フォーマットされた出力………………………………………………………………………vwprintf(3C)参照 
vw_printw(3X): vw_printw()………………………………………形式化した出力のウィンドウへのプリント (廃止予定) 
vw_scanw(3X): vw_scanw()…………………………………………ウィンドウからの形式化した入力の変換 (廃止予定) 
vwprintf(3C): vfwprintf(), vwprintf(), vswprintf()………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………stdarg 引き数リストのワイドキャラクタ形式による出力 
vwprintw(3X): vwprintw()…………………………………………………………形式化した出力をウィンドウにプリント 
vwscanw(3X): vwscanw()……………………………………………………ウィンドウからの形式化されている入力の変換 
wadd_wch(): 情報文字および修飾情報のウィンドウへの追加……………………………………………add_wch(3X)参照 
wadd_wchnstr(): 複情報文字および修飾情報の配列のウィンドウへの追加………………………add_wchnstr(3X)参照 
wadd_wchstr(): 複情報文字および修飾情報の配列のウィンドウへの追加…………………………add_wchnstr(3X)参照 
waddch(): 1バイト文字と修飾情報をウィンドウに追加して、カーソルを進める…………………………addch(3X)参照 
waddchnstr(): 1バイト文字からなる長さが制限された文字列と修飾情報のウィンドウへの追加…addchnstr(3X)参照 
waddchstr(): 1バイト文字からなる文字列と修飾情報のウィンドウへの追加…………………………addchstr(3X)参照 
waddnstr(): 修飾情報のないマルチバイト文字からなる文字列をウィンドウに追加し、カーソルを進める……………

 …………………………………………………………………………………………………………addnstr(3X)参照 
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waddnwstr(): ワイドキャラクタからなる文字列をウィンドウに追加し、カーソルを進める………addnwstr(3X)参照 
waddstr(): 修飾情報のないマルチバイト文字からなる文字列をウィンドウに追加し、カーソルを進める……………

 …………………………………………………………………………………………………………addnstr(3X)参照 
waddwstr(): ワイドキャラクタからなる文字列をウィンドウに追加し、カーソルを進める…………addnwstr(3X)参照 
wattr_get(): ウィンドウ属性制御関数………………………………………………………………………attr_get(3X)参照 
wattr_off(): ウィンドウ属性制御関数………………………………………………………………………attr_get(3X)参照 
wattr_on(): ウィンドウ属性制御関数…………………………………………………………………………attr_get(3X)参照 
wattr_set(): ウィンドウ属性制御関数………………………………………………………………………attr_get(3X)参照 
wattroff(): 制限付きウィンドウ属性制御関数………………………………………………………………attroff(3X)参照 
wattron(): 制限付きウィンドウ属性制御関数…………………………………………………………………attroff(3X)参照 
wattrset(): 制限付きウィンドウ属性制御関数………………………………………………………………attroff(3X)参照 
wbkgd(): 1バイト文字を使用したバックグラウンド文字および修飾情報の設定または取得………………bkgd(3X)参照 
wbkgdset(): 1バイト文字を使用したバックグラウンド文字および修飾情報の設定または取得……………bkgd(3X)参照 
wbkgrnd(): 複情報文字を使用したバックグラウンド文字の設定または取得……………………………bkgrnd(3X)参照 
wbkgrndset(): 複情報文字を使用したバックグラウンド文字の設定または取得…………………………bkgrnd(3X)参照 
wborder(): 1バイト文字および修飾情報で枠線を引く………………………………………………………border(3X)参照 
wborder_set(): 複情報文字および修飾情報で枠線を引く………………………………………………border_set(3X)参照 
WCHAR(): 16ビット文字処理用ツール…………………………………………………………………………nl_tools_16(3X)参照 
WCHARADV(): 16ビット文字処理用ツール……………………………………………………………………nl_tools_16(3X)参照 
wchgat(): ウィンドウ内の文字の修飾情報の変更………………………………………………………………chgat(3X)参照 
wclear(): ウィンドウのクリア……………………………………………………………………………………clear(3X)参照 
wclrtobot(): カーソルからウィンドウの終わりまでのクリア……………………………………………clrtobot(3X)参照 
wclrtoeol(): カーソルから行の終わりまでのクリア………………………………………………………clrtoeol(3X)参照 
wcolor_set(): ウィンドウ属性制御関数……………………………………………………………………attr_get(3X)参照 
wconv(3C): towupper(), towlower()………………………………………………………………ワイドキャラクタの変換 
wcrtomb(3C): wcrtomb()……………………………………………ワイドキャラクタ コードの文字への変換 (再開可能) 
wcscat(), wcsncat(): ワイドキャラクタ文字列操作………………………………………………………wcstring(3C)参照 
wcschr(), wcsrchr(): ワイドキャラクタ文字列操作………………………………………………………wcstring(3C)参照 
wcscmp(), wcsncmp(): ワイドキャラクタ文字列操作………………………………………………………wcstring(3C)参照 
wcscoll(): ワイドキャラクタ文字列操作……………………………………………………………………wcstring(3C)参照 
wcscpy, wcsncpy(): ワイドキャラクタ文字列操作…………………………………………………………wcstring(3C)参照 
wcsftime(3C): wcsftime()……………………………………………日付および時刻のワイドキャラクタ文字列への変換 
wcslen(): ワイドキャラクタ文字列操作……………………………………………………………………wcstring(3C)参照 
wcspbrk(): ワイドキャラクタ文字列操作……………………………………………………………………wcstring(3C)参照 
wcsrtombs(3C): wcsrtombs()………………………………………ワイドキャラクタ文字列の文字列への変換 (再開可能) 
wcsspn(), wcscspn(): ワイドキャラクタ文字列操作………………………………………………………wcstring(3C)参照 
wcsstr(): ワイドキャラクタ文字列操作……………………………………………………………………wcstring(3C)参照 
wcstod(3C): wcstod()…………………………………………………………ワイドキャラクタ文字列の倍精度数への変換 
wcstoimax(3C): wcstoimax(), wcstoumax()………………………ワイドキャラクタ文字列から long 整数への変換 
wcstok(): ワイドキャラクタ文字列操作……………………………………………………………………wcstring(3C)参照 
wcstok_r(): ワイドキャラクタ文字列操作…………………………………………………………………wcstring(3C)参照 
wcstol(3C): wcstol(), wcstoll(), wcstoul(), wcstoull()………ワイドキャラクタ文字列から long 整数への変換 
wcstoll(): ワイドキャラクタ文字列から 整数への変換………………………………………………………wcstol(3C)参照 
wcstoul(): ワイドキャラクタ文字列から 整数への変換………………………………………………………wcstol(3C)参照 
wcstoull(): ワイドキャラクタ文字列から 整数への変換……………………………………………………wcstol(3C)参照 
wcstoumax(): ワイドキャラクタ文字列から long 整数への変換………………………………………wcstoimax(3C)参照 
wcstring(3C): wcscat(), wcsncat(), wcscmp(), wcsncmp(), wcscpy(), wcsncpy(), wcslen(), wcschr(), 
 wcsrchr(), wcsstr(), wcspbrk(), wcsspn(), wcscspn(), wcswcs(), wcstok(), wcscoll(), 
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 wcwidth(), wcswidth(), wcsxfrm()…………………………………………ワイドキャラクタ文字列操作 
wcswcs(): ワイドキャラクタ文字列操作……………………………………………………………………wcstring(3C)参照 
wcswidth(): ワイドキャラクタ文字列操作…………………………………………………………………wcstring(3C)参照 
wctob(): シングルバイト キャラクタとワイド キャラクタ間の変換………………………………………btowc(3C)参照 
wctomb(): マルチバイト文字のバイトの数…………………………………………………………………multibyte(3C)参照 
wctombs(): マルチバイト文字のバイトの数………………………………………………………………multibyte(3C)参照 
wctrans(): 文字変換…………………………………………………………………………………………towctrans(3C)参照 
wctype(3C): iswalpha(), iswupper(), iswlower(), iswdigit(), iswxdigit(), iswalnum(), iswspace(), 
 iswpunct(), iswprint(), iswgraph(), iswcntrl(), wctype(), iswctype()………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………ワイドキャラクタの分類 
wcursyncup(): ウィンドウとその親ウィンドウまたは子ウィンドウとの同期……………………………syncok(3X)参照 
wcwidth(): ワイドキャラクタ文字列操作……………………………………………………………………wcstring(3C)参照 
wdelch(): ウィンドウからの文字の削除…………………………………………………………………………delch(3X)参照 
wdeleteln(): ウィンドウ内の行の削除………………………………………………………………………deleteln(3X)参照 
wecho_wchar(): 複情報文字の書き出しおよびそのウィンドウの速やかなリフレッシュ…………echo_wchar(3X)参照 
wechochar(): 1バイト文字と修飾情報のウィンドウへのエコーおよびリフレッシュ…………………echochar(3X)参照 
werase(): ウィンドウのクリア……………………………………………………………………………………clear(3X)参照 
wget_wch(): 端末からワイドキャラクタを取得……………………………………………………………get_wch(3X)参照 
wget_wstr(): 端末からワイドキャラクタとファンクションキー コードの配列を取得………………getn_wstr(3X)参照 
wgetbkgrnd(): 複情報文字を使用したバックグラウンド文字の設定または取得…………………………bkgrnd(3X)参照 
wgetch(): 端末から 1バイト文字を取得…………………………………………………………………………getch(3X)参照 
wgetn_wstr(): 端末からワイドキャラクタとファンクションキー コードの配列を取得……………getn_wstr(3X)参照 
wgetnstr(): 端末からマルチバイト文字長制限文字列を取得………………………………………………getnstr(3X)参照 
wgetstr(): 端末からマルチバイト文字列を取得………………………………………………………………getstr(3X)参照 
whline(): 1バイト文字と修飾情報を元にした線描………………………………………………………………hline(3X)参照 
whline_set(): 複情報文字と修飾情報を元にした線描……………………………………………………hline_set(3X)参照 
win_wch(): ウィンドウから複情報文字と修飾情報を入力…………………………………………………in_wch(3X)参照 
win_wchnstr(): ウィンドウから複情報文字と修飾情報の配列を入力………………………………in_wchnstr(3X)参照 
win_wchstr(): ウィンドウから複情報文字と修飾情報の配列を入力…………………………………in_wchnstr(3X)参照 
winch(): ウィンドウから 1バイト文字と修飾情報を入力………………………………………………………inch(3X)参照 
winchnstr(): ウィンドウから 1バイト文字と修飾情報の配列を入力……………………………………inchnstr(3X)参照 
winchstr(): ウィンドウから 1バイト文字と修飾情報の配列を入力……………………………………inchnstr(3X)参照 
winnstr(): ウィンドウからマルチバイト文字列を入力………………………………………………………innstr(3X)参照 
winnwstr(): ウィンドウからワイド文字列を入力……………………………………………………………innwstr(3X)参照 
wins_nwstr(): ワイド文字列のウィンドウへの挿入………………………………………………………ins_nwstr(3X)参照 
wins_wch(): 複情報文字と修飾情報のウィンドウへの挿入…………………………………………………ins_wch(3X)参照 
wins_wstr(): ワイド文字列のウィンドウへの挿入………………………………………………………ins_nwstr(3X)参照 
winsch(): 1バイト文字と修飾情報のウィンドウへの挿入………………………………………………………insch(3X)参照 
winsdelln(): ウィンドウの行の削除またはウィンドウへの挿入…………………………………………insdelln(3X)参照 
winsertln(): ウィンドウへの行の挿入………………………………………………………………………insertln(3X)参照 
winsnstr(): マルチバイト文字列のウィンドウへの挿入……………………………………………………insnstr(3X)参照 
winsstr(): マルチバイト文字列のウィンドウへの挿入………………………………………………………insnstr(3X)参照 
winstr(): ウィンドウからマルチバイト文字列を入力………………………………………………………innstr(3X)参照 
winwstr(): ウィンドウからワイド文字列を入力……………………………………………………………innwstr(3X)参照 
wmemchr(): メモリー内のワイドキャラクタの検索………………………………………………………wmemory(3C)参照 
wmemcmp(): メモリー内のワイドキャラクタの比較………………………………………………………wmemory(3C)参照 
wmemcpy(): メモリー内のワイドキャラクタのコピー……………………………………………………wmemory(3C)参照 
wmemmove(): オーバーラップ領域のあるメモリー内のワイドキャラクタのコピー…………………wmemory(3C)参照 
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wmemory(3C): wmemchr(), wmemcmp(), wmemcpy(), wmemmove(), wmemset()…………………………………………

 ………………………………………………………………………………ワイドキャラクタに基づくメモリー操作 
wmemset(): メモリー内のワイドキャラクタの設定………………………………………………………wmemory(3C)参照 
wmove(): ウィンドウカーソル位置関数…………………………………………………………………………move(3X)参照 
wnoutrefresh(): ウィンドウおよび行のリフレッシュ……………………………………………………doupdate(3X)参照 
wordexp(3C): wordexp(), wordfree()………………………………………………………………………………単語の展開 
wordfree(): 単語の展開に関連した未使用メモリー………………………………………………………wordexp(3C)参照 
wprintf(): 書式化されたワイドキャラクタ出力の印刷……………………………………………………fwprintf(3C)参照 
wprintw(): 形式化した出力のウィンドウへのプリント…………………………………………………mvprintw(3X)参照 
wredrawln(): 行のアップデートステータス関数…………………………………………………………redrawwin(3X)参照 
wrefresh(): ウィンドウおよび行のリフレッシュ………………………………………………………………doupdate(3X)参照 
wscanf(): 書式化されたワイドキャラクタ入力の変換………………………………………………………fwscanf(3C)参照 
wscanw(): ウィンドウからの形式化した入力の変換………………………………………………………mvscanw(3X)参照 
wscrl(): ウィンドウのスクロール、拡張された Curses…………………………………………………………scrl(3X)参照 
wsetscrreg(): 端末出力制御関数………………………………………………………………………………clearok(3X)参照 
wstandend(): ウィンドウ属性の設定およびクリア………………………………………………………standend(3X)参照 
wstandout(): ウィンドウ属性の設定およびクリア………………………………………………………standend(3X)参照 
wsyncdown(): ウィンドウとその親ウィンドウまたは子ウィンドウとの同期……………………………syncok(3X)参照 
wsyncup(): ウィンドウとその親ウィンドウまたは子ウィンドウとの同期………………………………syncok(3X)参照 
wtimeout(): 入力時のブロック化制御………………………………………………………………………notimeout(3X)参照 
wtouchln(): ウィンドウリフレッシュ制御関数………………………………………………………is_linetouched(3X)参照 
wunctrl(3X): wunctrl()…………………………………………………………ワイドキャラクタのプリント可能表現の生成 
wvline(): 1バイト文字と修飾情報を元にした線描………………………………………………………………hline(3X)参照 
wvline_set(): 複情報文字と修飾情報を元にした線描……………………………………………………hline_set(3X)参照 
xdr(3N): xdr()……………………………………………………………………………外部データ表現のライブラリルーチン 
xdr_accepted_reply(): リモートプロシージャコール用 XDR ライブラリルーチン…………………rpc_xdr(3N)参照 
xdr_admin(3N): xdr_control(), xdr_getpos(), xdr_inline(), xdrrec_endofrecord(), xdrrec_eof(),  
 xdrrec_readbytes(), xdrrec_skiprecord(), xdr_setpos(), xdr_sizeof()…………………………… 
 ……………………………………………………………………………………外部データ表現のライブラリルーチン 
xdr_array(): 外部データ表現のライブラリルーチン…………………………………………………xdr_complex(3N)参照 
xdr_authsys_parms(): リモートプロシージャコール用 XDR ライブラリルーチン……………………rpc_xdr(3N)参照 
xdr_authunix_parms(): RPC 用の旧ライブラリルーチン…………………………………………………rpc_soc(3N)参照 
xdr_bool(): 外部データ表現のライブラリルーチン………………………………………………………xdr_simple(3N)参照 
xdr_bytes(): 外部データ表現のライブラリルーチン…………………………………………………xdr_complex(3N)参照 
xdr_callhdr(): リモートプロシージャコール用 XDR ライブラリルーチン……………………………rpc_xdr(3N)参照 
xdr_callmsg(): リモートプロシージャコール用 XDR ライブラリルーチン……………………………rpc_xdr(3N)参照 
xdr_char(): 外部データ表現のライブラリルーチン………………………………………………………xdr_simple(3N)参照 
xdr_complex(3N): xdr_array(), xdr_bytes(),xdr_opaque(), xdr_pointer(), xdr_reference(),  
 xdr_string(), xdr_string(), xdr_union(), xdr_vector(), xdr_wrapstring()……………………… 
 …………………………………………………………………………………外部データ表現のライブラリルーチン 
xdr_create(3N): xdr_destroy(), xdrmem_create(), xdrrec_create(), xdrstdio_create()…………………… 
 ………………………………………………………………外部データ表現ストリーム作成のライブラリルーチン 
xdr_destroy(): 外部データ表現ストリーム作成のライブラリルーチン………………………………xdr_create(3N)参照 
xdr_double(): 外部データ表現のライブラリルーチン…………………………………………………xdr_simple(3N)参照 
xdr_enum(): 外部データ表現のライブラリルーチン………………………………………………………xdr_simple(3N)参照 
xdr_float(): 外部データ表現のライブラリルーチン……………………………………………………xdr_simple(3N)参照 
xdr_free(): 外部データ表現のライブラリルーチン………………………………………………………xdr_simple(3N)参照 
xdr_getpos(): 外部データ表現のライブラリルーチン……………………………………………………xdr_admin(3N)参照 
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xdr_hyper(): 外部データ表現のライブラリルーチン……………………………………………………xdr_simple(3N)参照 
xdr_inline(): 外部データ表現のライブラリルーチン……………………………………………………xdr_admin(3N)参照 
xdr_int(): 外部データ表現のライブラリルーチン………………………………………………………xdr_simple(3N)参照 
xdr_long(): 外部データ表現のライブラリルーチン………………………………………………………xdr_simple(3N)参照 
xdr_longlong_t(): 外部データ表現のライブラリルーチン……………………………………………xdr_simple(3N)参照 
xdr_opaque(): 外部データ表現のライブラリルーチン…………………………………………………xdr_complex(3N)参照 
xdr_opaque_auth(): リモートプロシージャコール用 XDR ライブラリルーチン………………………rpc_xdr(3N)参照 
xdr_pointer(): 外部データ表現のライブラリルーチン………………………………………………xdr_complex(3N)参照 
xdr_reference(): 外部データ表現のライブラリルーチン……………………………………………xdr_complex(3N)参照 
xdr_rejected_reply(): リモートプロシージャコール用 XDR ライブラリルーチン…………………rpc_xdr(3N)参照 
xdr_replymsg(): リモートプロシージャコール用 XDR ライブラリルーチン……………………………rpc_xdr(3N)参照 
xdr_quadruple(): 外部データ表現のライブラリルーチン………………………………………………xdr_simple(3N)参照 
xdr_setpos(): 外部データ表現のライブラリルーチン……………………………………………………xdr_admin(3N)参照 
xdr_short(): 外部データ表現のライブラリルーチン……………………………………………………xdr_simple(3N)参照 
xdr_simple(3N): xdr_bool(), xdr_char(), xdr_double(), xdr_enum(), xdr_float(), xdr_free(),  
 xdr_hyper(), xdr_int(), xdr_long(), xdr_longlong_t(), xdr_quadruple(), xdr_short(),  
 xdr_u_char(), xdr_u_hyper(), xdr_u_int(), xdr_u_long(), xdr_u_longlong_t(),  
 xdr_u_short(), xdr_void()………………………………………………外部データ表現のライブラリルーチン 
xdr_sizeof(): 外部データ表現のライブラリルーチン……………………………………………………xdr_admin(3N)参照 
xdr_string(): 外部データ表現のライブラリルーチン…………………………………………………xdr_complex(3N)参照 
xdr_string(): 外部データ表現のライブラリルーチン…………………………………………………xdr_complex(3N)参照 
xdr_u_char(): 外部データ表現のライブラリルーチン…………………………………………………xdr_simple(3N)参照 
xdr_u_hyper(): 外部データ表現のライブラリルーチン…………………………………………………xdr_simple(3N)参照 
xdr_u_int(): 外部データ表現のライブラリルーチン……………………………………………………xdr_simple(3N)参照 
xdr_u_long(): 外部データ表現のライブラリルーチン…………………………………………………xdr_simple(3N)参照 
xdr_u_longlong_t(): 外部データ表現のライブラリルーチン…………………………………………xdr_simple(3N)参照 
xdr_u_short(): 外部データ表現のライブラリルーチン…………………………………………………xdr_simple(3N)参照 
xdr_union(): 外部データ表現のライブラリルーチン…………………………………………………xdr_complex(3N)参照 
xdr_vector(): 外部データ表現のライブラリルーチン…………………………………………………xdr_complex(3N)参照 
xdr_void(): 外部データ表現のライブラリルーチン………………………………………………………xdr_simple(3N)参照 
xdr_wrapstring(): 外部データ表現のライブラリルーチン…………………………………………xdr_complex(3N)参照 
xdrmem_create(): 外部データ表現ストリーム作成のライブラリルーチン……………………………xdr_create(3N)参照 
xdrrec_create(): 外部データ表現ストリーム作成のライブラリルーチン……………………………xdr_create(3N)参照 
xdrrec_endofrecord(): 外部データ表現のライブラリルーチン………………………………………xdr_admin(3N)参照 
xdrrec_eof(): 外部データ表現のライブラリルーチン……………………………………………………xdr_admin(3N)参照 
xdrrec_readbytes(): 外部データ表現のライブラリルーチン…………………………………………xdr_admin(3N)参照 
xdrrec_skiprecord(): 外部データ表現のライブラリルーチン………………………………………xdr_admin(3N)参照 
xdrstdio_create(): 外部データ表現ストリーム作成のライブラリルーチン…………………………xdr_create(3N)参照 
xprt_register(): サーバの登録用ライブラリルーチン………………………………………………rpc_svc_reg(3N)参照 
xprt_unregister(): サーバの登録用ライブラリルーチン……………………………………………rpc_svc_reg(3N)参照 
y0(3M): y0(), y0f(), y0l(), y0w(), y0q(), y1(), y1f(), y1l(), y1w(), y1q(), yn(), ynf(), 
 ynl(), ynw(), ynq()……………………………………………………………………………第２種ベッセル関数 
y0f(): 第２種ベッセル関数………………………………………………………………………………………………y0(3M)参照 
y0l(): 第２種ベッセル関数………………………………………………………………………………………………y0(3M)参照 
y0q(): 第２種ベッセル関数………………………………………………………………………………………………y0(3M)参照 
y0w(): 第２種ベッセル関数………………………………………………………………………………………………y0(3M)参照 
y1(): 第２種ベッセル関数………………………………………………………………………………………………y0(3M)参照 
y1f(): 第２種ベッセル関数………………………………………………………………………………………………y0(3M)参照 
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y1l(): 第２種ベッセル関数………………………………………………………………………………………………y0(3M)参照 
y1q(): 第２種ベッセル関数………………………………………………………………………………………………y0(3M)参照 
y1w(): 第２種ベッセル関数………………………………………………………………………………………………y0(3M)参照 
yn(): 第２種ベッセル関数………………………………………………………………………………………………y0(3M)参照 
ynf(): 第２種ベッセル関数………………………………………………………………………………………………y0(3M)参照 
ynl(): 第２種ベッセル関数………………………………………………………………………………………………y0(3M)参照 
ynq(): 第２種ベッセル関数………………………………………………………………………………………………y0(3M)参照 
ynw(): 第２種ベッセル関数………………………………………………………………………………………………y0(3M)参照 
yp_all(): Network Information Serviceのクライアントインタフェース…………………………………ypclnt(3C)参照 
yp_bind(): Network Information Serviceのクライアントインタフェース………………………………ypclnt(3C)参照 
yp_first(): Network Information Serviceのクライアントインタフェース……………………………ypclnt(3C)参照 
yp_get_default_domain(): Network Information Serviceのクライアントインタフェース…………ypclnt(3C)参照 
yp_master(): Network Information Serviceのクライアントインタフェース……………………………ypclnt(3C)参照 
yp_match(): Network Information Serviceのクライアントインタフェース……………………………ypclnt(3C)参照 
yp_next(): Network Information Serviceのクライアントインタフェース………………………………ypclnt(3C)参照 
yp_order(): Network Information Serviceのクライアントインタフェース……………………………ypclnt(3C)参照 
yp_unbind(): Network Information Serviceのクライアントインタフェース……………………………ypclnt(3C)参照 
ypclnt(3C): ypclnt(), yp_all(), yp_bind(), yp_first(), yp_get_default_domain(), yp_master(),  
 yp_match(), yp_next(), yp_order(), yp_unbind(), yperr_string(), ypprot_err()……………… 
 ……………………………………………………Network Information Serviceのクライアントインタフェース 

yperr_string(): ネットワーク情報サービスのクライアントインタフェース………………………………ypclnt(3C)参照 
yppasswd(3N): yppasswd()……………………………Network Information Serviceでのユーザーパスワードの更新 
ypprot_err(): Network Information Serviceのクライアントインタフェース…………………………ypclnt(3C)参照 
ypupdate(3C): ypupdate()…………………………………………………………………………………………NIS情報の変更 
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名称
intro − サブルーチンおよびライブラリの概要

説明
本セクションでは、各種ライブラリ中にある関数について説明します。ただし、直接 HP-UX システムプリミ
ティブを実行する関数は除きます。これらについては、本マニュアルのセクション (2) で説明しています。本
セクションで説明する関数は次のように分類されており、セクション識別子 (3) の次の１文字によって識別さ
れます。

(3C) これらの関数は、オペレーティングシステムコールおよび (3S) とマークされた関数ととも
に、標準 C ライブラリ libc を構成するものです。このライブラリは C コンパイラ cc(1)

によって自動的にロードされます。これらの関数の宣言は、該当する項目で示す
#include ファイルから取り出すことができます。

(3E) これらの関数は、プログラムで ELF (Executable and Linking Format) オブジェクトファ
イル、アーカイブファイル、およびアーカイブメンバーを扱えるようにする ELF アクセス
ライブラリ (libelf) の構成要素です。リンクエディターは、 −lelf オプションが指定さ
れるとこのライブラリを検索します。ヘッダーファイル <libelf.h> で、すべてのライ
ブラリサービス (elf (3E) 内に記述) 用の型定義、関数定義が行われています。

(3G) これらの関数はグラフィックスライブラリを構成するもので、別のマニュアルに収録され
ています。

(3I) これらの関数は機器サポート (デバイス I/O) ライブラリを構成します。

(3M) これらの関数は数学ライブラリ (libm) を構成します。リンク時に −lm オプションが指定
されると、リンクエディターは数学ライブラリを検索します。これらの関数の宣言は、
ヘッダーファイル <math.h> および <fenv.h> にあります。一般に有効な多数の数学定
数も <math.h> 内に定義されています。(math(5) を参照)。

(3N) これらの関数は、インターネットネットワークに対して使用できるもので、標準 C ライブ
ラリ libc の一部です。

(3S) これらの関数は ‘‘標準 I/O パッケージ’’ stdio(3S) を参照) を構成します。これらの関数は、
先に述べた libc ライブラリにあります。これらの関数の宣言は、 #include ファイル
<stdio.h> から取り出すことができます。

(3T) これらの関数は pthread ライブラリを構成します。リンクエディター ld(ld(1) 参照) は
-lpthread オプションが指定された場合に、このライブラリを検索します。スレッドの
より詳細な情報については pthread(3T) を参照してください。

(3X) 各種の特殊ライブラリです。これらのライブラリ内のファイルについては、該当する各項
で説明されます。
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診断
C ライブラリ (3C) および数学ライブラリ (3M) 中の関数は、指定された引き数に対して関数が未定義か、また
は値が表現不可の場合、慣例的に 0 または +|-HUGE_VAL を返すことがあります。 HUGE_VAL は、
<math.h> ヘッダーファイル内に +INFINITY として定義されています。このほか、数学ライブラリ中の関
数は、 +|-INFINITY または NaN も返す可能性があります。これらの場合、外部変数 errno (errno(2) を
参照) は値 EDOMまたは ERANGEに設定されます。

ファイル
/usr/lib/libc.a (PA-RISC システム) 標準 I/O 、オペレーティングシステムコール、お

よび汎用ルーチンのアーカイブライブラリ

/usr/lib/libc.sl (PA-RISC システム) 標準 I/O 、オペレーティングシステムコール、お
よび汎用ルーチンの共有ライブラリ。

/usr/lib/hpuxXX/libc.so (Itanium(R)ベース システム ) 標準 I/O 、オペレーティングシステム
コール、および汎用ルーチンの 32 ビットと 64 ビット共有ライブラ
リ。

/usr/lib/libcurses.sl (PA-RISC システム) CRTスクリーン処理の共有ライブラリ。

/usr/lib/hpuxXX/libcurses.so (Itaniumベースシステム) CRT スクリーン処理の 32 ビットと 64 ビッ
ト共有ライブラリ。

/usr/lib/libelf.a (PA-RISC システム) ELF アーカイブライブラリ。

/usr/lib/libelf.sl (PA-RISC システム) ELF 共有ライブラリ。

/usr/lib/hpuxXX/libelf.so (Itaniumベース システム) ELF の 32 ビットと 64 ビット共有ライブ
ラリ。

/usr/lib/libm.a (PA-RISC システム) SVID3、XPG4.2 および ANSI C 準拠の数学アー
カイブライブラリ。

/usr/lib/libm.sl (PA-RISC システム) SVID3、XPG4.2 および ANSI C 準拠の数学共有
ライブラリ。

/usr/lib/hpuxXX/libm.so (Itaniumベース システム) SVID3, XPG4.2, および ANSI C 準拠の 32

ビットと 64 ビット数学共有ライブラリ。

参照
ar(1), elf(3E), ld(1), lint(1) nm(1), intro(2), stdio(3S), hier(5), math(5), thread_safety(5), introduction(9)

次の Web サイトに HP-UX のドキュメントが用意されています。

http://docs.hp.com (英語)、http://docs.hp.com/ja (日本語)
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名称
_UNW_createContextForSelf(), _UNW_createContext(), _UNW_destroyContext() − アンワインドライブラ
リデータ構造の割り当てと割り当て解除

構文
#include <unwind.h>

_Unwind_Context * _UNW_createContextForSelf(void);

_Unwind_Context * _UNW_createContext(

_UNW_ReadTargetMem read_tgt_mem,

_UNW_LoadMapFromIP load_map_from_ip,

uint32_t ident);

void _UNW_destroyContext(_Unwind_Context* p);

説明
_UNW_createContextForSelf() と _UNW_createContext() は、いずれも _Unwind_Context と呼
ばれるデータ構造体を初期化します。_Unwind_Context は、libunwind.so で提供されるスタックアン
ワインドライブラリにより管理されます。_UNW_createContextForSelf() は通常、プロセスが自身のス
タックをアンワインドするときに使用します。_UNW_createContext() は通常、プロセスが、自身以外の
プロセスのスタックをアンワインドするとき、またはコアファイルに保存されている「終了済み」プロセスの
スタックをアンワインドするときに使用します。

_UNW_createContext() を使用して、プロセス (ターゲットプロセスと呼びます) をアンワインドすると
き、クライアントプロセスは、３つのパラメータを提示する必要があります。

1. パラメータ read_tgt_mem は、アンワインドライブラリが、ターゲットプロセスのメモリーから値を
読み出すために呼び出す関数です。読み出す値には、アンワインドヘッダー、アンワインドテーブ
ル、アンワインド情報ブロック、プロシージャコールスタック、RSE (Register Stack Engine) のバッ
キングストアがあります。この関数は 64ビットアドレス空間のどこからでも読める必要があります
(32ビットアプリケーションの場合も)。これは、Itaniumベース システムのカーネル割り込みのアン
ワインドヘッダーをカーネルゲートウェイメモリーページから読み出すからです。

read_tgt_mem は、_UNW_ReadTargetMem 型として定義され、この型は、unwind.h で以下のよ
うに定義されています。

typedef void * (* _UNW_ReadTargetMem) (void *dst,

uint64_t src,

size_t length,

uint32_t ident);

パラメータの意味は memcpy(3C) のものとほとんど同じです。パラメータ dst は、パラメータ src で
示す位置から、パラメータ length で示すバイト長だけコピーする際のコピー先アドレスです。src

は、カーネルゲートウェイ ページを読み出すのに必要な 64ビットアドレスを表せるように、型が
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uint64_t になっていることに注意してください。64ビットアプリケーションによりアンワインドす
る場合は、アンワインドの際に使用する src と dst のすべてのアドレスは 64ビットポインターです。
32ビットアプリケーションによりアンワインドする場合は、アンワインドの際に使用する多くのアド
レスは 32ビットポインターです。ただし、ターゲットメモリーリーダーを呼び出す前に、アンワイン
ドライブラリがこれらのアドレスを、完全な 64ビットアドレスに 拡張 (swizzle) します。メモ
リーモデルと拡張 (swizzle) という用語の詳細は 『Itanium Processor Family Runtime Architecture

Supplement : 32-Bit Runtime Architecture for HP-UX』 の Section 1: Memory Model に説明されて
います。

64ビットポインターを必要とするアドレス範囲 (したがって、32ビットアドレス空間ではアクセスで
きない) は、カーネルのシグナルハンドラー ラッパー関数 __user_sendsig 用のアンワインドヘッ
ダーとアンワインド情報に関連するアドレスのみです。クライアントのメモリーリードコールバック
関数は、このアドレス範囲を検出し、このアドレス範囲からの読み込みができる必要があります。こ
の範囲は、プログラムスタートアップ時にマイクロローダーとダイナミックローダーにより、
/usr/include/crt0.h で定義された構造体 load_info_t 内に (または、完全にバインドされた
実行可能ファイルの場合は crt0.o 内に ) 定義されます。『 Itanium Processor Family Runtime

Architecture Supplement: Signal Handling on HP-UX』および 『 Itanium Processor Family Run-

time Architecture Supplement: Program Startup on HP-UX』を参照してください。

read_tgt_mem の第４パラメータ ident は、アンワインドライブラリ自身には透過的であり、アンワイ
ンドを実行するクライアントプログラムで使用するように用意されています。クライアントプログラ
ムは、 (_UNW_createContext() の呼び出しにより) ident 用の値をアンワインドライブラリに渡
し、アンワインドライブラリは、この値を read_tgt_mem コールバックに渡します。たとえば、デ
バッガは、ターゲットプロセス内の個々のスレッドを識別するために ident を使用することができま
す。

2. パラメータ load_map_from_ip は、アンワインドライブラリがターゲットプロセスメモリー中の特定
の IP アドレスに対する load_module_desc を取得する必要があるとき、dlmodinfo の呼び出し
の代わりに呼び出す関数です (dlmodinfo(3C) を参照)。呼び出されると、load_map_from_ip は、構
造 load_module_desc のフィールド linkage_ptr、 unwind_base、 text_base に、
(__user_sendsig に関連するインストラクションアドレスを含む) 有効なユーザープロセスインス
トラクションアドレスに対する正確な値を設定する必要があります。unwind_base (アンワインド
ヘッダーのロケーション) および text_base (ELF の .text セグメントがロードされるロケーション)

は、いずれも (拡張されていない 32ビットのポインターではなく) 完全な 64ビットアドレスである必
要があります。linkage_ptr は、プロシージャの GP レジスタの (完全な 64ビットの) 値です。『Ita-

nium Processor Family Software Conventions and Runtime Architecture』の Chapter 8, Procedure

Linkage を参照してください。__user_sendsig 用のアンワインド情報は、上記の read_tgt_mem の説
明で述べたように、カーネルゲートウェイページでやりとりします。

load_map_from_ip の型 _UNW_LoadMapFromIP は、unwind.h で以下のように定義されていま
す。
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typedef void (* _UNW_LoadMapFromIP) (

struct load_module_desc * new_load_map,

uint64_t ip,

uint32_t ident);

パラメータ new_load_map は、事前に割り当てられた構造体 load_module_desc へのポインターで、
load_map_from_ip により設定されます。

パラメータ ip は、情報を要求しているロードモジュールに対応する命令ポインターです。

パラメータ ident は、アンワインドライブラリ自身には透過的であり、アンワインドを実行するクラ
イアントプログラムで使用するように用意されています。クライアントプログラムは、 (_UNW_cre-

ateContext() の呼び出しにより) ident 用の値をアンワインドライブラリに渡し、アンワインドラ
イブラリは、この値を load_map_from_ip コールバックに渡します。たとえば、デバッガは、ター
ゲットプロセス内の個々のスレッドを識別するために ident を使用することができます。

3. _UNW_createContext の第３パラメータ ident は、アンワインドを実行するクライアントプログラ
ムで使用するように用意されています。このパラメータの用法は、上記の read_tgt_mem および
load_map_from_ip の項で説明しています。

_UNW_createContext() は、自身以外のプロセスをアンワインドするときの要件を満足するように設計さ
れていますが、_UNW_createContext() で作成された _Unwind_Context() は、プロセスが自身をアン
ワインドするためにも使用できます。そのような操作が必要になる理由としては、ダイナミックに生成された
コードや実行時の計測機能付コードのアンワインドなどがあります。このような状況では、クライアントは
_UNW_LoadMapFromIP() および _UNW_ReadTargetMem() コールバックの登録が必要になる場合があり
ます。

_UNW_destroyContext() は、_UNW_createContextForSelf() や _UNW_createContext() によっ
て割り当てられたメモリーを解放します。メモリーリークを避けるためには、_Unwind_Context オブジェ
クトを割り当てるアプリケーションは _Unwind_Context が不要になった時点で _UNW_destroyCon-

text() を呼び出す必要があります。

アプリケーション使用法
_UNW_createContextForSelf()、_UNW_createContext()、_UNW_destroyContext() はスレッド
セーフです。

戻り値
構造体 _Unwind_Context へのポインター

エラー
_UNW_createContextForSelf() および _UNW_createContext() は、次の状況で、アンワインドコン
テキストデータ構造体の作成に失敗することがあります。

• メモリー不足。メモリー不足の状況でも、アンワインドライブラリの以下の動作は保証されます。
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_Unwind_Context の作成に失敗しても、クライアントプログラムが、スタックアンワインドライブラリ
の _UNW_getAlertCode() のエントリーポイントを呼び出せるだけの _Unwind_Context オブジェクト
は作成されます。このエントリーポイントは、 _Unwind_Context の生成に失敗していたり、
_Unwind_Context ポインターがヌル (これも生成の失敗を意味します ) であったりした場合には、
_UNW_MEMORY_ALLOCATION_ERROR を返します。生成が成功していた場合は、_UNW_getAlertCode()

は _UNW_OK を返します。

極端なメモリー不足の状況で生成に失敗した場合は、 NULL を返すことで通知します。実際には、
_Unwind_Context へのポインターに NULL をセットします。_Unwind_Context のポインターが
NULL だと、その後、戻り値の型が _UNW_ReturnCode のインタフェース関数を呼び出したときに、
_UNW_MEMORY_ALLOCATION_ERROR が返されます。

例
例 1

実行中のプロセスをアンワインドするために、_Unwind_Context を割り当てて初期化します。

#include <unwind.h>

#include <stdio.h>

_Unwind_Context *uc;

_UNW_ReturnCode retcode;

uc = _UNW_createContextForSelf();

if (uc == NULL) {

/* Code to notify user of low memory problem */

}

if (_UNW_getAlertCode(uc) == _UNW_MEMORY_ALLOCATION_ERROR) {

/* Code to notify user of low memory problem */

}

/* Example use of the _Unwind_Context * follows: */

if ((retcode = _UNW_currentContext(uc)) != _UNW_OK) {

/* Notify user: Couldn’t determine current context. */

}

例 2
実行中のプロセス以外のプロセスをアンワインドするために、_Unwind_Context を割り当てて初期化しま
す。

#include <unwind.h>

#include <stdio.h>

_Unwind_Context *uc;

_UNW_ReturnCode retcode;

extern _UNW_ReadTargetMem my_mem_reader;

extern _UNW_LoadMapFromIP my_dlmodule_info;
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uint64_t target_ip; /* Target process instruction pointer */

uc = _UNW_createContext(my_mem_reader, my_dlmodule_info,1);

if (_UNW_getAlertCode(uc) == _UNW_MEMORY_ALLOCATION_ERROR) {

/* Code to notify user of low memory problem */

}

/* Example use of the _Unwind_Context * follows: */

if ((retcode = _UNW_setIP(uc,target_ip)) != _UNW_OK) {

/* Notify user: Initialization problem */

}

著者
_UNW_createContextForSelf()、_UNW_createContext()、_UNW_destroyContext() は HP で開
発されました。

参照
U_STACK_TRACE(3X), _UNW_currentContext(3X), _UNW_getGR(3X), unwind(5)
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名称
_UNW_currentContext(), _UNW_clear(), _UNW_jmpbufContext(), _UNW_setAR(), _UNW_setBR(),

_UNW_setCFM(), _UNW_setFR(), _UNW_setGR(), _UNW_setGR_NaT(), _UNW_setIP(), _UNW_setPR(),

_UNW_setPreds(), _UNW_GR_PhysicalNumber(), _UNW_FR_PhysicalNumber(), _UNW_PR_Physical-

Number(), _UNW_step() − アンワインドライブラリデータ構造体の値の操作

構文
#include <unwind.h>

_UNW_ReturnCode _UNW_currentContext(_Unwind_Context* p);

_UNW_ReturnCode _UNW_clear(_Unwind_Context* p);

_UNW_ReturnCode _UNW_jmpbufContext(_Unwind_Context* p,

jmp_buf env);

_UNW_ReturnCode _UNW_setGR(_Unwind_Context* p,

uint32_t num,

uint64_t value);

_UNW_ReturnCode _UNW_setGR_NaT(_Unwind_Context* p,

uint32_t num,

uint64_t value,

_UNW_Boolean NaTval);

_UNW_ReturnCode _UNW_setFR(_Unwind_Context* p,

uint32_t num,

uint64_t first_container,

uint64_t second_container);

_UNW_ReturnCode _UNW_setBR(_Unwind_Context* p,

uint32_t num,

uint64_t value);

_UNW_ReturnCode _UNW_setAR(_Unwind_Context* p,

_UNW_AppReg num,

uint64_t value);

_UNW_ReturnCode _UNW_setPR(_Unwind_Context* p,

uint32_t num,

_UNW_Boolean value);

_UNW_ReturnCode _UNW_setPreds(_Unwind_Context* p, uint64_t value);

_UNW_ReturnCode _UNW_setIP(_Unwind_Context* p, uint64_t value);

_UNW_ReturnCode _UNW_setCFM(_Unwind_Context* p, uint64_t value);
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uint32_t _UNW_GR_PhysicalNumber(_Unwind_Context* p, uint32_t logical_num);

uint32_t _UNW_FR_PhysicalNumber(_Unwind_Context* p, uint32_t logical_num);

uint32_t _UNW_PR_PhysicalNumber(_Unwind_Context* p, uint32_t logical_num);

_UNW_ReturnCode _UNW_step(_Unwind_Context* p);

説明
_UNW_currentContext() は、_UNW_currentContext を呼び出しているプロシージャのプロセッサ状態
(言い換えれば「自身」のプロセッサ状態) を記述するためのオブジェクト _Unwind_Context を初期化しま
す。

_UNW_jmpbufContext() は、setjmp(3C) を呼び出して jmp_buf に取得したプロセッサ状態を記述するた
めの _Unwind_Context オブジェクトを初期化します。

_UNW_clear() は、 _Unwind_Context オブジェクトを「作成直後」の状態にリセットします。
_Unwind_Context のすべてのレジスタの値は無効になります。アンワインドライブラリは Init 状態になる
ため、クライアントは _UNW_set ルーチンを使用して _Unwind_Context 内の値を初期化できるようになり
ます。Init 状態については unwind(5) で詳細に説明しています。

_UNW_setGR() は、パラメータ p が指す _Unwind_Context 内の番号 num の汎用レジスタの値を value

で初期化します。該当レジスタの NaT ビットには _UNW_FALSE がセットされます。

_UNW_setGR_NaT() は、パラメータ p が指す _Unwind_Context 内の番号 num の汎用レジスタの値を
value で初期化します。該当レジスタの NaT ビットには NaTval がセットされます。

_UNW_setFR() は、パラメータ p が指す _Unwind_Context 内の番号 num の浮動小数点レジスタの値
を、パラメータ first_container および second_container で示される値のイメージで初期化します。これらの
２つのコンテナーは浮動小数点レジスタ (スピル/フィルメモリー形式) の連続するダブルワードを表します。
『Intel IA-64 アーキテクチャ・ソフトウェア・デベロッパーズ・マニュアル』 『第１巻 : IA-64 アプリケー
ション・アーキテクチャ』の第 5.3 項「浮動小数点命令」を参照してください。

_UNW_setBR() は、パラメータ p が指す _Unwind_Context 内の番号 num の分岐レジスタの値を value

で初期化します。

_UNW_setAR() は、パラメータ p が指す _Unwind_Context 内の、列挙型項目 num で示されるアプリ
ケーションレジスタの値を value で初期化します。アプリケーションレジスタにアクセスするために、列挙型
_UNW_AppReg を使用します。

_UNW_setPR() は、パラメータ p が指す _Unwind_Context 内の番号 num のプレディケートレジスタの
値を value (_UNW_TRUE または _UNW_FALSE) で初期化します。

_UNW_setPreds() は、パラメータ p が指す _Unwind_Context 内のすべてのプレディケートレジスタの
値を value で渡される内容で初期化します。value は、プレディケートレジスタの番号に対応するビット位置
に各プレディケートレジスタの値を持っています。たとえば、ビット 63 にはプレディケートレジスタ 63 用
の値 (1 または 0) が入っています。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 2 −  Hewlett-Packard Company 81



_UNW_currentContext(3X) _UNW_currentContext(3X)
Itanium(R)ベースシステム専用

_UNW_setIP() は、パラメータ p が指す _Unwind_Context 内の命令ポインターの値を value で初期化し
ます。value は、完全な 64ビットアドレスである必要があります。つまり、32ビットアドレス空間の 32ビッ
トポインター値は _UNW_setIP() に渡す前に 64ビットポインターに拡張 (swizzle) しておく必要がありま
す。 『 Itanium Processor Family Runtime Architecture Supplement: 32-Bit Runtime Architecture for

HP-UX』の Section 1: Memory Model を参照してください。

_UNW_setCFM() は、パラメータ p が指す _Unwind_Context 内の カレントフレームマーカー (CFM) の
値を value で初期化します。『Intel IA-64 アーキテクチャ・ソフトウェア・デベロッパーズ・マニュアル』
『第１巻: IA-64 アプリケーション・アーキテクチャ』の第 3.1.7 項「現在のフレーム・マーカ」を参照してく
ださい。カレントフレームマーカーはスタックフレームの各部分のサイズを保持しています。これはまた、３
つのレジスタリネームベース値 (レジスタローテーションに使用) を指定します。カレントフレームマーカー
は、アーキテクチャ上で目に見える値ではありません。これは、アンワインドライブラリが、アンワインドの
ために _Unwind_Context を初期化する際に使用するもので、初期化後の _Unwind_Context での RSE

(Register Stack Engine) の状態 (具体的には現在のフレームで GR32 ～ GR127 の範囲からいくつの汎用レジ
スタがスタック用に使用されるか) およびレジスタベースローテーションが有効状態かどうかを示します。ク
ライアントプログラムは、以下に示すようないくつかの手段によりカレントフレームマーカーの値を設定でき
ます。

• 自分自身をアンワインドしようとしているプロシージャは、「現在の状態」収集プロシージャを呼
び出すことがあります。これは、自身の状態を _Unwind_Context 構造体に記録するためです。
このプロシージャは、(アセンブラで記述している場合) カレントフレームマーカーの値を作成する
ために、自身のレジスタの使用方法についての知識を使用できます。

• 自分自身以外のプロセスに (たとえばブレークポイントを設定して) 割り込み、アンワインドしよ
うとするツール (たとえばデバッガ) は、割り込みイベントによって生成される割り込みコンテキ
ストから、カレントフレームマーカーの値を作成することができます。『Intel IA-64 アーキテク
チャ・ソフトウェア・デベロッパーズ・マニュアル』 『第２巻 : IA-64 システム・アーキテク
チャ』の第５章「IA-64 の割り込み」を参照してください。

_UNW_GR_PhysicalNumber()、_UNW_FR_PhysicalNumber()、_UNW_PR_PhysicalNumber() は、パ
ラメータ p が指す _Unwind_Context について、論理レジスタ番号 logical_num に対応する物理レジスタ
番号を返します。論理レジスタ番号と物理レジスタ番号の違いについては、下記の「初期化関数間の相互作
用」の項で説明します。

初期化関数間の相互作用
スタックアンワインドライブラリでは、上記の設定関数 (setter function) は、Init 状態のとき (ANSI C++

標準に準拠した例外割り込みを処理する場合は Pre-install 状態のとき) のみ呼び出すことができます。状
態の制約については unwind(5) で説明しています。

Init 状態への遷移は、_UNW_clear()、_UNW_createContextForSelf()、または _UNW_createCon-

text() が呼び出された時に発生します。Init 状態では、_Unwind_Context 内の汎用レジスタ 1−31、ス
クラッチおよび保存用の浮動小数点レジスタ、スクラッチおよび保存用のプレディケートレジスタ、分岐レジ
スタ 0−7、IP、CFM、およびアプリケーションレジスタのセット (RSC, BSP, BSPST ORE, RNAT , CCV ,
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UNAT , FPSR, ITC, PFS, LC) の値を初期化するために _UNW_set... を呼び出すことができます。
_Unwind_Context 内の特定のレジスタに書き込むことにより、その値が有効になります。_UNW_setCFM

を呼び出すと、_Unwind_Context の GR32 ～ GR127 の汎用レジスタの値が無効になり、_Unwind_Con-

text のカレントフレームマーカー (CFM) の値が有効になります。一旦 CFM の値が有効になると、(現在の
プロシージャの RSE フレーム内で RSE がスタックした汎用レジスタを初期化するために) 汎用レジスタ
GR32 から GR32 + CFM.sof までの書き込みができるようになります。

_UNW_step() の呼び出しを成功させるためには、unwind(5) の「初期化」の項にリストされているレジスタ
のセットを有効にしておく必要があります。

上記のパラグラフで述べた特定のレジスタ以外のレジスタを初期化してはいけません。たとえば、定数レジス
タ (GR0, FR0, FR1, PR0) は初期化してはいけません。この規則に違反すると、_Unwind_Context のア
ラートコードに _UNW_INITIALIZATION_RANGE_ERROR が設定され、_UNW_set... 関数は _UNW_INI-

TIALIZATION_RANGE_ERROR を返します。

値の初期化が許されない状態にある _Unwind_Context オブジェクトを初期化しようとしても、
_Unwind_Context 内の値は変化しません。アラートコード _UNW_SET_NOT_ALLOWED_IN_STATE が返さ
れます。unwind(5) も参照してください。

アンワインドライブラリのレジスタ値初期化関数は、レジスタの指定に物理番号を使用します。CFM.sor、
CFM.rrb.gr、CFM.rrb.pr、CFM.rrb.fr で示されるローテーションによってマップされた (論理) 番号は使用
しません。スタックアンワインドライブラリは、レジスタの種類に対応する CFM.rrb フィールドの値が 0 の
ときのレジスタ番号を、物理番号として定義します。

マップ関数 _UNW_GR_PhysicalNumber()、_UNW_FR_PhysicalNumber()、および _UNW_PR_Physi-

calNumber() は、特定の論理レジスタにアクセスするために _UNW_get... 初期化関数に渡す情報とし
て、レジスタの物理番号を返します。マップ関数に、マップされた論理番号の範囲外の論理番号を与えると、
マップ関数は _UNW_QUERY_RANGE_ERROR アラート状態をセットし、戻り値 0 を返します。たとえば、
CFM.sor が 0 のときに _UNW_GR_PhysicalNumber(uc,42) を呼び出すと、この関数はアラート状態を
セットします。_Unwind_Context オブジェクトの CFM の内容は、マップ関数を使用する前に初期化して
おく必要があります。

_UNW_step() は、パラメータ p が指す _Unwind_Context を修正して、先行の (predecessor’s) プ
ロセッサ状態を表すようにします。

戻り値
_UNW_set... は、 _Unwind_Context が 値 の 初 期 化 を 許 さ な い 状 態 に あ る と き、
_UNW_SET_NOT_ALLOWED_IN_STATE を返します。値の初期化を許す状態とは Init と Pre_Install です。マ
ンページ unwind(5) の「エラー状態と復旧」の項を参照してください。

_UNW_set... は、初期化が許されていないレジスタに対する初期化要求があった場合 _UNW_INITIAL-

IZATION_RANGE_ERROR を返します。前述の「初期化関数間の相互作用」の項を参照してください。それ以
外の場合は、_UNW_set... は、正常終了時に _UNW_OK を返します。
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_UNW_clear() は、正常終了時に _UNW_OK を返します。それ以外の場合で、_Unwind_Context の状態
が Init、User_Interrupted_Frame、User_Sendsig_Frame、Kernel_Bottom_Frame、Frame のいずれでもな
いときには、_UNW_clear() は _UNW_CLEAR_NOT_ALLOWED_IN_STATE を返します。unwind(5) を参照
してください。

_UNW_GR_PhysicalNumber()、_UNW_FR_PhysicalNumber()、および _UNW_PR_PhysicalNumber()

は、それぞれレジスタ番号を返します。各レジスタクラス用のマップされた論理番号の範囲にない論理番号を
渡すと、これらの関数は、_Unwind_Context のアラートコードに _UNW_QUERY_RANGE_ERROR をセット
し、0 を返します。

_UNW_step() は、以下の戻り値を返します。

_UNW_STEP_KERNEL_SAVE_STATE

_Unwind_Context が示すフレームが、それを越えてスタックアンワインドライブラリが
ステップ動作できない内容になっていることを示します。HP-UX カーネル割り込みフレー
ムに、ユーザーシグナル処理 (signal(5) を参照) をサポートする _user_sendsig() に関
連するもの以外があると、この戻り値を返します。

_UNW_STEP_BOTTOM

_Unwind_Context が示すフレームが、それを越えてスタックアンワインドライブラリが
ステップ動作できない内容になっていることを示します。この戻り値は、プロシージャの
フレームが、スタックの底を示す規約 (保存された戻りリンクの値が 0) でマークされたプ
ロシージャを示す _Unwind_Context に対して _UNW_step() を呼び出したときに返さ
れます (『Itanium Processor Family Software Conventions and Runtime Architecture』
のChapter 11.1 Unwinding the stack を参照)。

_UNW_OK すべて正常。

_UNW_STEP_ERROR

ステップ動作中に一般的な問題が発生しました。この戻り値は _Unwind_Context が
Bad 状態にあることを示します。unwind(5) の「状態」の項を参照してください。

_UNW_INTERNAL_ERROR

ステップ動作中にロジック上の問題が発生しました。当社のサポート部門にお問い合わせ
ください。

_UNW_STEP_INVALID_IP

_Unwind_Context 内の命令ポインター値が不正と判断されました。初期化の失敗が原因
として考えられます。この戻り値は _Unwind_Context が Bad 状態にあることを示しま
す。unwind(5) の「状態」の項を参照してください。

_UNW_STEP_INVALID_SP

_Unwind_Context 内のスタックポインター値が不正と判断されました。初期化の失敗が
原因として考えられます。この戻り値は _Unwind_Context が Bad 状態にあることを示
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します。unwind(5) の「状態」の項を参照してください。

_UNW_STEP_INVALID_GR

ステップ処理中に _Unwind_Context 内の汎用レジスタの値で不正と判断されるものが
ありました。初期化の失敗が原因として考えられます。この戻り値は _Unwind_Context

が Bad 状態にあることを示します。unwind(5) の「状態」の項を参照してください。

_UNW_STEP_INVALID_PFS

_Unwind_Context 内の AR.PFS の値が不正と判断されました。初期化の失敗が原因と
して考えられます。この戻り値は _Unwind_Context が Bad 状態にあることを示しま
す。unwind(5) の「状態」の項を参照してください。

_UNW_STEP_INVALID_RSC

_Unwind_Context 内の AR.RSC の値が不正と判断されました。初期化の失敗が原因と
して考えられます。この戻り値は _Unwind_Context が Bad 状態にあることを示しま
す。unwind(5) の「状態」の項を参照してください。

_UNW_STEP_INVALID_BSP

_Unwind_Context 内の AR.BSP の値が不正と判断されました。初期化の失敗が原因と
して考えられます。この戻り値は _Unwind_Context が Bad 状態にあることを示しま
す。unwind(5) の「状態」の項を参照してください。

_UNW_STEP_INVALID_BSPSTORE

_Unwind_Context 内の AR.BSPST ORE の値が不正と判断されました。初期化の失敗が
原因として考えられます。この戻り値は _Unwind_Context が Bad 状態にあることを示
します。unwind(5) の「状態」の項を参照してください。

_UNW_STEP_INVALID_CFM

_Unwind_Context 内の AR.BFM の値が不正と判断されました。初期化の失敗が原因と
して考えられます。この戻り値は _Unwind_Context が Bad 状態にあることを示しま
す。unwind(5) の「状態」の項を参照してください。

_UNW_STEP_INVALID_BR

ステップ処理中に _Unwind_Context 内の分岐レジスタの値で不正と判断されるものが
ありました。初期化の失敗が原因として考えられます。この戻り値は _Unwind_Context

が Bad 状態にあることを示します。unwind(5) の「状態」の項を参照してください。

_UNW_STEP_BAD_BSP_ALIGNMENT

_UNW_currentContext の値 ar.BSP が整列されていません。この戻り値は
_Unwind_Context が Bad 状態にあることを示します。unwind(5) の「状態」の項を参
照してください。
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_UNW_STEP_INVALID_RNAT

_Unwind_Context 内の AR.RNAT の値が不正と判断されました。初期化の失敗が原因
として考えられます。この戻り値は _Unwind_Context が Bad 状態にあることを示しま
す。unwind(5) の「状態」の項を参照してください。

_UNW_STEP_NO_DESCRIPTOR_FOR_NON_LEAF

スタックアンワインドライブラリが、リーフでないプロシージャで、アンワインド記述子
を見つけられませんでした。リーフプロシージャであれば、アンワインド記述子がなくて
も、スタックアンワインドライブラリは、処理できます。すべての、リーフでないプロ
シージャは、アンワインド記述子を持っている必要があります。この原因の一部として考
えられるのは以下のようなものです。

• 『 Itanium Processor Family Software Conventions and Runtime Architecture』の
Chapter 11.3 Coding conventions for reliable unwinding で規定しているコーディング
規約に準拠していないプログラムコード。

• _UNW_LoadMapFromIP コールバック関数 (unwind(5) 参照 ) で、アンワインドヘッ
ダーまたはテキストセグメントベースのロケーションを識別できなかった。

• システムメモリーが壊れている。

• _Unwind_Context が不正な値で初期化された。

_UNW_STEP_CORRUPT_DESCRIPTOR

フレームのアンワインド記述子の形式が不正です。この戻り値は _Unwind_Context が
Bad 状態にあることを示します。unwind(5) の「状態」の項を参照してください。

_UNW_STEP_RSE_NOT_FLUSHED

レジスタスタックエンジンが起動されていない。unwind(5) を参照してください。この戻
り値は _Unwind_Context が Bad 状態にあることを示します。unwind(5) の「状態」の
項を参照してください。

_UNW_currentContext は、以下の戻り値を返します。

_UNW_OK すべて正常。

_UNW_CURRENT_CONTEXT_FAILED

_UNW_currentContext の呼び出し中に、一般的な問題が発生しました。

_UNW_STEP_CORRUPT_DESCRIPTOR

フレームのアンワインド記述子の形式が不正です。この戻り値は _Unwind_Context が
Bad 状態にあることを示します。unwind(5) の「状態」の項を参照してください。

_UNW_MEMORY_ALLOCATION_ERROR

スタックアンワインドライブラリが、要求された機能を実行するのに必要なメモリーを割
り当てることができません。_Unwind_Context は Bad 状態にあります。unwind(5) を
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参照してください。

_UNW_INTERNAL_ERROR

ステップ動作中にロジック上の問題が発生しました。当社のサポート部門にお問い合わせ
ください。

エラー
_UNW_currentContext() は、初期化を実行するためのメモリーが充分にない場合、またはライブラリの対
話上の問題 (たとえば、サービスマネージャや dlmodinfo の呼び出し) により unwindlib が初期化を実行
できない場合は、対応するエラーを返します。

例
汎用レジスタ 5 ～ 400 を初期化します。

#include <unwind.h>

main() {

_Unwind_Context *uc;

_UNW_ReturnCode retcode;

uc = _UNW_createContextForSelf();

if ((retcode = _UNW_setGR(uc,5,400)) != _UNW_OK) {

/* Notify client: Initialization problem */

}

}

著者
_UNW_currentContext(), _UNW_jmpbufContext(), _UNW_clear(), _UNW_setGR(),

_UNW_setGR_NaT(), _UNW_setFR(), _UNW_setBR(), _UNW_setAR(), _UNW_setPR(), _UNW_set-

Preds(), _UNW_setIP(), _UNW_setCFM(), _UNW_GR_PhysicalNumber(), _UNW_FR_PhysicalNum-

ber(), _UNW_PR_PhysicalNumber(), _UNW_step() は HP で開発されました。

参照
U_STACK_TRACE(3X), _UNW_createContextForSelf(3X), _UNW_getGR(3X), unwind(5)
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名称
_UNW_getGR(), _UNW_getGR_NaT(), _UNW_getFR(), _UNW_getBR(), _UNW_getAR(), _UNW_getPR(),

_UNW_getPreds(), _UNW_getIP(), _UNW_getCFM(), _UNW_getAlertCode(), _UNW_clearAlertCode(),

_UNW_getK ernelSavedContext() − アンワインドライブラリのデータ構造内の値の取り出し

構文
#include <unwind.h>

uint64_t _UNW_getGR(_Unwind_Context* p, uint32_t num);

_UNW_GR_Value _UNW_getGR_NaT(_Unwind_Context* p, uint32_t num);

_UNW_FR_Value _UNW_getFR(_Unwind_Context* p, uint32_t num);

uint64_t _UNW_getBR(_Unwind_Context* p, uint32_t num);

_UNW_getAR(_Unwind_Context* p, _UNW_AppReg num);

_UNW_Boolean _UNW_getPR(_Unwind_Context* p, uint32_t num);

uint64_t _UNW_getPreds(_Unwind_Context* p);

uint64_t _UNW_getIP(_Unwind_Context* p);

uint64_t _UNW_getCFM(_Unwind_Context* p);

_UNW_ReturnCode _UNW_getAlertCode(const _Unwind_Context *p);

void _UNW_clearAlertCode(_Unwind_Context *p);

説明
_UNW_getGR() は、パラメータ p が指す _Unwind_Context オブジェクト内の番号 num の汎用レジスタ
の値を返します。

_UNW_getGR_NaT() は、パラメータ p が指す _Unwind_Context オブジェクト内の番号 num の汎用レジ
スタの値と NaT ビットの値を返します。値は _UNW_GR_Value 型の構造体により返されます。構造体の
value フィールドにはレジスタの値が格納され、構造体の NaT フィールドにはレジスタの NaT ビットの値が
格納されます。

_UNW_getFR() は、パラメータ p が指す _Unwind_Context オブジェクト内の番号 num の浮動小数点レ
ジスタの値を返します。値は _UNW_GR_Value 型の構造体により返されます。構造体の first_container

フィールドと second_container フィールドに、浮動小数点レジスタの、スピル/フィルメモリー形式の連続す
るダブルワードが格納されます。『Intel IA-64 アーキテクチャ・ソフトウェア・デベロッパーズ・マニュアル
, 第１巻: IA-64 アプリケーション・アーキテクチャ』の第 5.3 項「浮動小数点命令」を参照してください。

_UNW_getBR() は、パラメータ p が指す _Unwind_Context オブジェクト内の番号 num の分岐レジスタ
の値を返します。

_UNW_getAR() は、パラメータ p が指す _Unwind_Context オブジェクト内の、列挙型項目 num で示さ
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れるアプリケーションレジスタの値を返します。アプリケーションレジスタにアクセスするために、列挙型
_UNW_AppReg を使用します。

_UNW_getPR() は、パラメータ p が指す _Unwind_Context オブジェクト内の番号 num のプレディケー
トレジスタの値を返します。

_UNW_getPreds() は、パラメータ p が指す _Unwind_Context オブジェクト内のすべてのプレディケー
トレジスタの値を返します。返される値にはプレディケートレジスタの番号に対応するビット位置に各プレ
ディケートレジスタの値が保持されています。たとえば、ビット 63 にはプレディケートレジスタ 63 用の値
が入っています。

getIP() は、パラメータ p が指す _Unwind_Context オブジェクト内の命令ポインターの内容を返しま
す。

getCFM() は、パラメータ p が指す _Unwind_Context オブジェクト内のカレントフレームマーカーの内
容を返します。

_UNW_getAlertCode() は、最新の「クライアントが知っておくべき」リターンコードを返します。「クラ
イアントが知っておくべき」状況がない場合、_UNW_getAlertCode() は _UNW_OK を返します。「クライ
アントが知っておくべき」リターンコードとは、列挙型 _UNW_ReturnCode の項目のうち _UNW_OK を除く
すべてです。

_UNW_clearAlertCode() は、パラメータ p が指す _Unwind_Context オブジェクト内の「クライアント
が知っておくべき」リターンコードをすべてクリアします。

_UNW_getKernelSavedContext() は、ツール (たとえばカーネルデバッガ) が、カーネル割り込みに関し
て必要とする情報を得る手段を提供します。値は _UNW_KernelSavedContext 型の構造体により返されま
す。クライアントは、この構造体の P10 アンワインド記述子形式の２つのフィールド p10_abi_value と
p10_context_value から情報を得ることができます。詳細は unwind(5) と『Itanium Processor Family

Software Conventions and Runtime Architecture』を参照してください。

戻り値
_UNW_getAlertCode を除き、レジスタ値問い合わせ関数 (_UNW_get... で始まる関数) は、正常終了時
には要求された値を返し、そうでない場合は値０を返します。

_UNW_getAlertCode は、列挙型 _UNW_ReturnCode の項目の中から値を返します。unwind(5) の 「エ
ラー状態と復旧」を参照してください。

_UNW_clear は、正常終了時には _UNW_OK を返します。そうでない場合は、_Unwind_Context の状態
が、Init、User_Interrupted_Frame、User_Sendsig_Frame、Kernel_Bottom_Frame、Frame のいずれでも
ないときは _UNW_CLEAR_NOT_ALLOWED_IN_STATE を返します。

例
このプロシージャフレームのコンテキストで汎用レジスタ５の値を取得し、範囲エラー、問い合せエラー、な
どをチェックします。最後にアラートコードをクリアします。
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#include <unwind.h>

_Unwind_Context *uc;

_UNW_ReturnCode retcode;

_UNW_GR_Value result;

uc = _UNW_createContextForSelf();

if (_UNW_OK != _UNW_currentContext(uc)) {

/* Notify client: Initialization problem */

}

else {

result=_UNW_getGR_NaT(uc,5);

switch (_UNW_getAlertCode(uc)) {

case _UNW_OK:

break;

case _UNW_QUERY_RANGE_ERROR:

/* Notify user of range error */

break;

default:

/* Notify user of other error */

break;

}

}

_UNW_clearAlertCode(uc);

警告
unwind(5) の「クライアント/ライブラリ相互参照」の項の下の「照会」の項の表を参照してください。ここ
には、問い合せ関数から返された値が、いつの時点で、該当プロシージャのプロセッサ状態の実際のレジスタ
の値を反映していることが保証されるかが記載されています。たとえば、スクラッチレジスタの値は、割り込
みに関連したスタックフレームを経由した後でのみ有効です。『Itanium Processor Family Software Conven-

tions and Runtime Architecture』の Chapter 5: Register Usage を参照してください。

著者
_UNW_getGR() 、 _UNW_getGR_NaT() 、 _UNW_getFR() 、 _UNW_getBR() 、 _UNW_getAR() 、
_UNW_getPR()、 _UNW_getPreds()、 _UNW_getIP()、 _UNW_getCFM()、 _UNW_getAlertCode()、
_UNW_clearAlertCode()、_UNW_getKernelSavedContext は HP で開発されました。

参照
U_STACK_TRACE(3X), _UNW_createContextForSelf(3X), _UNW_currentContext(3X), unwind(5)
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名称
a64l( ), l64a( ) − long 整数と 64 進の ASCII 文字列間の変換

構文
#include <stdlib.h>

long int a64l(const char *s);

char *l64a(long int l);

廃止インタフェース
int l64a_r(long int l, char *buffer, int buflen);

説明
この２つの関数は、 64 進の ASCII 形式の文字で格納された数値の管理に使用します。これは、long 整数を
最大６文字で表現する表記法で、各文字は基数 64 の表記法で「数字」を表現します。

「数字」の表現に使用される文字は、 . (0)、 / (1)、 0 ～ 9 (2～11)、 A ～ Z (12～37)、および a ～ z

(38～63) です。

一番左の文字が最下位桁です。例を示します。
a0 = (38 x 640) + (2 x 641) = 166

a64l() は、null で終了する 64 進表現へのポインターをとり、それに対応する long 整数の値を返しま
す。 s が示す文字列が６文字以上の場合、最初の６文字が使用されます。

l64a() は long 整数の引き数をとり、それに対応する 64 進表現へのポインターを返します。引き数が０の
ときは、null 文字列へのポインターを返します。

廃止インタフェース
l64a_r() は、long 整数と 64 進の ASCII 文字列間の変換をします。

警告
l64a() の戻り値はバッファーへのポインターで、その内容は同じスレッドによる次の呼び出しに上書きされ
ます。

l64a_r() は、既存の DCE アプリケーションとの互換性のみをサポートする廃止インタフェースです。新規
のマルチスレッドアプリケーションでは l64a() を使用してください。

参照
thread_safety(5)

標準準拠
a64l(): SVID2 SVID3

l64a(): SVID2 SVID3
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名称
abort( ) − ソフトウェアアボートフォルトの生成

構文
#include <stdlib.h>

void abort(void);

説明
abort() は、まず、開いているファイル、ストリーム、ディレクトリストリーム、メッセージカタログ記述
子をすべてクローズし、可能なら、呼び出しプロセスにシグナル SIGABRT を送ります。これにより、コアダ
ンプが作成されることがあります (signal(2) 参照)。

シグナル SIGABRT が受け取られると、ハンドリング機能が実行されます。ハンドリング機能が戻ると、
SIGABRT のアクションは SIG_DFL に再設定され、シグナル SIGABRT が再び呼び出しプロセスに送られ
て、呼び出しプロセスを確実に終了させます。

戻り値
abort() は戻り値を返しません。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
SIGABRT は受け取られることを意図されていません。

診断
SIGABRT が受取りも無視もされず、かつ現在のディレクトリが書き込み可能な場合、コアダンプが起こり、
abort - core dumped というメッセージがシェルにより出力されます。

参照
adb(1), exit(2), kill(2), signal(2), signal(5), thread_safety(5)

標準準拠
abort(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C
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名称
abs( ), labs( ) − 整数の絶対値のリターン

構文
#include <stdlib.h>

int abs(int i);

long int labs(long int i);

説明
abs() は、整数オペランドの絶対値を返します。

labs() は abs() と同様の機能を持ちますが、引き数、戻り値ともに long int 型が使用されます。

最大の負の整数の場合、それ自身が返されます。

警告
２の補数表現では、最大の負の整数の絶対値は定義されていません。インプリメンテーションによっては、こ
のエラーをトラップするものもありますが、それ以外のインプリメンテーションでは無視されます。

参照
floor(3M), thread_safety(5)

標準準拠
abs(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

labs(): AES, SVID3, XPG4, ANSI C
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名称
aclsort( ) − アクセス制御リストのソート (JFS ファイルシステムのみ)

構文
#include <sys/types.h>

#include <sys/aclv.h>

int aclsort(int nentries, int calclass, struct acl *aclbufp);

説明
aclsort() ルーチンは、JFS アクセス制御リスト (ACL) のエントリーを、acl(2) システムコールで受け付
けられる正しい順番にソートします。

aclbufp は、ACL エントリーを含んでいるバッファーへのポインターです。calclass が 0 でない場合
は、CLASS_OBJ のパーミッションを再計算する必要があることを示します。また、nentries は、バッ
ファー内の ACL エントリーの数を示します。

aclsort() は、ACL バッファー内の構成要素を以下のようにソートします。

各エントリーは以下の順番にソートされます。 USER_OBJ、 USER、 GROUP_OBJ、 GROUP、
CLASS_OBJ 、 OTHER_OBJ 、 DEF_USER_OBJ 、 DEF_USER 、 DEF_GROUP_OBJ 、 DEF_GROUP 、
DEF_CLASS_OBJ、および DEF_OTHER_OBJ。

以下の種類のエントリーが複数ある場合は、数値 ID の昇順にソートされます。USER、GROUP、
DEF_USER、および DEF_GROUP。

aclsort() 呼出しを成功させるには、以下の条件がすべて真でなければなりません。

以下の種類のエントリーについては、必ず１つのエントリーのみが存在すること。USER_OBJ、
GROUP_OBJ、CLASS_OBJ、および OTHER_OBJ。

以下の種類のエントリーについては、最大で1つのエントリーが存在すること。DEF_USER_OBJ、
DEF_GROUP_OBJ、DEF_CLASS_OBJ、および DEF_OTHER_OBJ。

以下の種類のエントリーについて、重複するエントリーが含まれていないこと。USER、GROUP、
DEF_USER、または DEF_GROUP。重複するエントリーとは、同一の数値 ID (パーミッションビットは
除く) を含んでいる同じ種類のエントリーを指します。

calclass 引き数が 0 で、USER エントリーも GROUP エントリーもない場合は、GROUP_OBJ エン
トリーと CLASS_OBJ エントリーのパーミッションが同一であること。

DEF_USER エントリーも DEF_GROUP エントリーも含まれておらず、DEF_GROUP_OBJ エントリー
が指定されている場合は、DEF_CLASS_OBJ エントリーも指定されており、DEF_GROUP_OBJ と
DEF_CLASS_OBJ のパーミッションが同一であること。
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戻り値
正常終了時の戻り値は 0 になります。重複するエントリーがあった場合は、戻り値は重複している最初のエン
トリーの位置を示しています。以下の種類のエントリーが複数存在する場合は重複エントリーとして扱われ、
戻り値は重複している最初のエントリーの位置を示します。USER_OBJ、GROUP_OBJ、CLASS_OBJ、
OTHER_OBJ、DEF_USER_OBJ、DEF_GROUP_OBJ、DEF_CLASS_OBJ、または DEF_OTHER_OBJ。その他の
エラーについては、戻り値 −1 が返されます。

注意
エラーをチェックする前に、バッファー内の情報はエントリーの種類と ID に従ってソートされます。そのた
め、たとえエラーがあった場合も、バッファーは必ずソートされた状態になります。

エラー時に返される重複エントリーの位置は、重複しているエントリーのベースからのバイトオフセットでは
なく、ソート後のバッファー内での重複エントリーのエントリー番号を示しています。

チェックはエントリーの種類順に実行され、複数のエラーがある場合は、最初に検出されたエラーが返されま
す。例えば ACL バッファー内に USER エントリーが重複して存在し、かつ OTHER_OBJ エントリーが含ま
れていない場合は、戻り値は重複している最初の USER エントリーの位置を示します。

ACLを acl(2) に渡す前に、aclsort() を使って事前にソートしておく必要はありません。

制約
aclsort() は、標準の HP-UX オペレーティングシステム上の JFS ファイルシステムでのみサポートされ
ています。

著者
aclsort() は AT&T で開発されました。

参照
acl(2), aclv(5)
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名称
acltostr( ) − アクセス制御リスト (ACL) 構造体の文字列形式への変換

構文
#include <acllib.h>

char *acltostr(int nentries, const struct acl_entry acl[], int form);

廃止インタフェース
int acltostr_r(

int nentries,

const struct acl_entry acl[],

int form,

char *strbuf,

int length);

特記事項
今後の業界標準に準拠するため、このマニュアルエントリーで説明した機能は、将来変更されることがありま
す。

説明
acltostr() は、アクセス制御リストを構造体形式から文字列表現に変換します。 acltostr() は、指定
された有効な (０以上の) エントリー番号 (nentries) が格納された、 ACL エントリーの配列の１番目の要素
(acl) へのポインターと、出力形式 (FORM_SHORT または FORM_LONG) のパラメータをもち、 null 文字で終
わる ACL の記号表現である静的文字列 (次回の呼び出しでオーバーライトされます) へのポインターを返しま
す。出力形式は acl(5) で説明しています。長い形式の場合、返される文字列にはニューライン文字が含まれま
す。

ACL_NSUSER のユーザー ID と ACL_NSGROUP のグループ ID は、どちらも % で表されます。エントリー
で、 /etc/passwd または /etc/group に記述されていないユーザー ID またはグループ ID が含まれてい
る場合、 ls コマンド (ls(1) 参照) と同じように、代わりに ID番号と等価の文字列を返します。

/etc/passwd ファイルを管理するルーチンと同じように、 acltostr() はユーザー名とグループ名を８文
字に切り捨てます。

注記: acltostr() は、 strtoacl() を機能的に補うものです。

廃止インタフェース
acltostr_r() は、アクセス制御リスト (ACL) 構造体を文字列形式に変換します。

戻り値
acltostr() が正常終了すると、null で終わる文字列へのポインターが返されます。 nentries が０以下の場
合は、文字列の長さは０になります。 nentries が NACLENTRIES (<sys/acl.h> で定義されています) より
も大きい場合、または form が無効な値の場合は、 (char ∗) NULLが返されます。

acltostr_r() が正常終了すると、０が返されます。失敗すると、-1 が返され、 errno がセットされま
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す。 nentries が０以下の場合は、文字列の長さは０になります。

エラー
[EINVAL] strbuf が NULL に等しい、 nentries が NACLENTRIES (<sys/acl.h> で定義されてい

ます) より大きい、 form が有効なフォームでない、または strbuf の length が短すぎる
場合

[ERANGE] length が０以下の場合

例
次のコードは、 /users/ggd/test ファイルの ACLを読み込み、短い形式で出力します。

#include <stdio.h>

#include <acllib.h>

int nentries;

struct acl_entry acl [NACLENTRIES];

if ((nentries = getacl ( /users/ggd/test", NACLENTRIES, acl)) < 0)"

error (...);

fputs (acltostr (nentries, acl, FORM_SHORT), stdout);

警告
acltostr() の返す値がバッファーへのポインターの場合、その内容は同じスレッドが acltostr() を呼
び出すたびにオーバーライトされます。

acltostr_r() インタフェースは廃止され、現在では既存の DCE アプリケーションとの互換性を保つため
にだけサポートされています。新しいマルチスレッドアプリケーションでは、 acltostr() を使用してくだ
さい。

依存関係
acltostr() は標準 HP-UX オペレーティングシステムの HFS ファイルシステムでのみサポートされていま
す。

著者
acltostr() は HPで開発されました。

ファイル
/etc/passwd

/etc/group

参照
getacl(2), setacl(2), cpacl(3C), chownacl(3C), setaclentry(3C), strtoacl(3C), acl(5), thread_safety(5)
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名称
acos( ), acosf( ), acosl( ), acosw( ), acosq( ) − 逆余弦関数

構文
#include <math.h>

double acos(double x);

float acosf(float x);

HP Integrity サーバーのみ
long double acosl(long double x);

extended acosw(extended x);

quad acosq(quad x);

説明
acos() は、x の逆余弦を 0 ～ π の範囲で返します。

acosf() は、acos() の float バージョンで、float 型の引き数をとり、float 型の結果を返しま
す。

HP Integrity サーバーのみ
acosl() は、acos() の long double バージョンで、long double 型の引き数をとり、long dou-

ble 型の結果を返します。

acosw() は、acos() の extended バージョンで、extended 型の引き数をとり、extended 型の結果
を返します。

acosq() は、HP-UX システムでは acosl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

HP Integrity サーバーで acosw() または acosq() を使うには、−fpwidetypes オプションも指定してコ
ンパイルしてください。

これらの関数を使うには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイ
ラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX floating-point guide for HP Integrity servers』 (http://www.hp.com/go/fp)

を参照してください。

98 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



acos(3M) acos(3M)

PA-RISC システムのみ
関数 acos() と関数 acosf() のミリコードバージョンが提供されています。数学ライブラリ関数のミリ
コードバージョンは、通常は標準ライブラリのものより処理が高速です。これらのバージョンを使用するに
は、+Olibcalls または +Oaggressive の最適化オプションを指定してプログラムをコンパイルしてくだ
さい。

特殊な場合に、ミリコードバージョンは「戻り値」で示す値を返しますが、errno は設定しません。

戻り値
acos() は、+0 を返します。

x の絶対値が１よりも大きい場合、acos() は NaN を返し、無効例外が発生します。

x が NaN の場合、acos() は NaN を返します。

acos() で他の例外が発生しないときに、不正確例外が発生するかどうかは規定されていません。

エラー
x の絶対値が１よりも大きい場合、acos() は、errno に [EDOM] を設定します。

HP Integrity サーバーのみ
Integrity サーバーでの HP-UX の libm 関数は、デフォルトでは errno を設定しません。errno を設定
するには、+Olibmerrno オプションを指定してコンパイルしてください。

参照
acosd(3M), asin(3M), atan(3M), atan2(3M), cacos(3M), cos(3M), sin(3M), tan(3M), math(5)

標準準拠
acos() : SVID3, XPG4.2, ANSI C, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

acosf(), acosl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
acosd( ), acosdf( ), acosdl( ), acosdw( ), acosdq( ) − 度による逆余弦関数

構文
#include <math.h>

double acosd(double x);

float acosdf(float x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
long double acosdl(long double x);

extended acosdw(extended x);

quad acosdq(quad x);

説明
acosd() は、度を単位とする x の逆余弦を 0～180 の範囲で返します。

acosdf() は、 acosd() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返し
ます。

Itaniumベースシステムのみ
acosdl() は、 acosd() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long

double 型の結果を返します。

acosdw() は、 acosd() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の
結果を返します。

acosdq() は、HP-UX システムでは acosdl() と同等です。

使用方法
これら関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベース システムで、 acosdw() または acosdq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指
定してコンパイルしてください。

これらの関数を使うには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイ
ラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
acosd() は、+0 を返します。

x の絶対値が１より大きい場合、 acosd() は NaN を返し、無効例外が発生します。
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x が NaN の場合、 acosd() は NaN を返します。

エラー
x の絶対値が１より大きい場合、 acosd() は、 errno に [EDOM] を設定します。

Itaniumベースシステムのみ
Itaniumベース システムでの HP-UX の libm 関数は、デフォルトでは errno を設定しません。 errno を
設定するには、 +Olibmerrno オプションを指定してコンパイルしてください。

参照
acos(3M), asind(3M), atand(3M), atan2d(3M), cosd(3M), sind(3M), tand(3M), atan2d(3M), math(5)

標準準拠
これらの関数は、どの標準にも規定されていません。
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名称
acosh( ), acoshf( ), acoshl( ), acoshw( ), acoshq( ) − 逆双曲線余弦関数

構文
#include <math.h>

double acosh(double x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
float acoshf(float x);

long double acoshl(long double x);

extended acoshw(extended x);

quad acoshq(quad x);

説明
acosh() は、 x の逆双曲線余弦を +0 ～ +INFINITY の範囲で返します。

Itaniumベースシステムのみ
acoshf() は、 acosh() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返し
ます。

acoshl() は、 acosh() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long

double 型の結果を返します。

acoshw() は、 acosh() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の
結果を返します。

acoshq() は、HP-UX システムでは acoshl() と同等です。

使用方法
Itaniumベース システムで、 acoshf()、 acoshl()、 acoshw() または acoshq() を使うには、デフォ
ルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと −D_HPUX_SOURCE オプションを指定して
コンパイルしてください。

Itaniumベース システムで、 acoshw() または acoshq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指
定してコンパイルしてください。

これらの関数を使うには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイ
ラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
acosh(1) は、+0 を返します。

x が 1.0 より小さい場合、 acosh() は NaN を返し、無効例外が発生します。
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x が +INFINITY の場合、 acosh() は、 +INFINITY を返します。

x が NaN の場合、 acosh() は NaN を返します。

acosh() で他の例外が発生しないときに、不正確例外が発生するかどうかは規定されていません。

エラー
x が 1.0 より小さい場合、 acosh() は、 errno に [EDOM] を設定します。

Itaniumベースシステムのみ
Itaniumベースシステムでの HP-UX の libm 関数は、デフォルトでは errno を設定しません。 errno を
設定するには、 +Olibmerrno オプションを指定してコンパイルしてください。

参照
asinh(3M), atanh(3M), cacosh(3M), cosh(3M), math(5)

標準準拠
acosh(), acoshf(), acoshl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
ACPS − アクセス制御ポリシースイッチ

構文
#include <acps.h>

#include <acps_api.h>

#include <acps_spi.h>

cc [flag]... file... −lacps [library]...

説明
アクセス制御ポリシースイッチ (ACPS) には、権限を要する決定を行う必要があるアプリケーションと、事前
構成されたポリシーのある種の形式によって決定に対処する内部モジュールとの間を分離する層があります。
スイッチには３つのインタフェースがあります。

ACPS API 権限を要する決定を要求するため、アクセス制御対応のアプリケーションから呼び出すことが
できるアプリケーションプログラミングインタフェース (API)。詳細は acps_api(3) を参照し
てください。

ACPS SPI ユーザー定義モジュールによってアクセス制御を決定することができるサービスプロバイダイ
ンタフェース (SPI)。モジュールでは、API を呼び出すアプリケーションでのプラグインのた
め、 SPI に書き込むことができます。詳細は acps_spi(3) を参照してください。

acps.conf 権限を要する決定を行う際に参照されるモジュール (またはその集まり) を選択するため、導
入時に管理者が使用する構成インタフェース (ファイル構成)。詳細は acps.conf (4) を参照し
てください。

それぞれのインタフェースの詳細は、対応するマンページで説明されています。

アクセス要求の基本
ACPS フレームワークでは、次のアクセス制御要求の３つの基本コンポーネントが認識されます。

サブジェクト リソースへのアクセスを試行するエンティティ。オペレーティングシステムの場合、サブジェ
クトは、通常、ユーザーに関連付けられたユーザーまたはプロセスです。

オペレーション リソース上で実行されるアクション。オペレーションは、アプリケーションまたはコマンドに
直接対応します。HP-UX RBAC の場合、オペレーションは、hpux.user.add のように、
ドットで区切られた階層文字列です。

オブジェクト オペレーションのターゲット。これはしばしば、エンドリソースと同じです。

これらのコアコンポーネントに加え、アクセス制御決定に影響を及ぼすサブジェクト、オペレーション、オブ
ジェクト、環境の追加属性がある場合があります。ACPS フレームワークは、アプリケーションで、必要に応
じて追加属性を指定し、この情報を要求に応答するために構成されたモジュールに渡すことができるようにす
るため、設計されました。

ACPS を介して渡される情報の最後の部分は、サブジェクトが、実際、誰に対して要求されるものかを証明す
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るフォームです。クレデンシャルと呼ばれるこの証明は、いくつかの異なるフォームがあります。パスワード
やケルベロスチケットなどがその例です。決定担当システムや、そのシステムとアプリケーションとの間に確
立された信頼性により、クレデンシャルはオプションになることがあります。

パラメータタイプ
ACPS フレームワークは、アプリケーションがさまざまな属性を決定担当システムに渡すことができるよう、
設計されました。属性とコンポーネントのタイプに対する共通の理解を促進するため、ACPS フレームワーク
では、ほとんどのパラメータが、黙示的または明示的に指定された可能性のある関連タイプを持つことが必要
です。

これらのタイプは、アプリケーションインタフェース (API) と決定プロバイダインタフェース (SPI) の両方に
共通で、以下のように定義されています。

サブジェクトタイプ
ACPS_ID_NAME HP-UX のユーザー名は、サブジェクトに関連付けられています。

ACPS_ID_RFC822 サブジェクトの RFC822 識別子 (例: user@hp.com)。

ACPS_ID_UID char * のように、エンコードされたサブジェクトに関連付けられた
HP-UX UID。

ACPS_ID_X500 サブジェクトの X.500 識別子 (つまり LDAP DN)。

クレデンシャルタイプ
ACPS_CRED_KERBTICKET ASN.1 DER でエンコードされたKerberosチケット。

ACPS_CRED_PASSWORD クリアーテキストパスワード。

ACPS_CRED_PIN 文字列で表記されたクリアーテキスト PIN。

ACPS_CRED_SAML SAML クレデンシャルの判定。

ACPS_CRED_X509CERT Base64 ASCII 暗号化認証。

サブジェクト属性
ACPS_SUBATTR_ASSIGNEDROLES カンマで区切られた (アクティブな) 役割のリストで、サブジェクトと

関連付けられています。

ACPS_SUBATTR_GECOS サブジェクトに関連付けられている GECOS 情報で、passwd ファイ
ルやその他のネームサービススイッチの ’passwd’ リポジトリに定義
されています。

ACPS_SUBATTR_GROUPS カンマで区切られたグループのリストで、サブジェクトと関連付けられ
ています。

ACPS_SUBATTR_SHELL サブジェクトと関連付けられるシェルで、passwd ファイルかその他の
NSS ’passwd’ リポジトリに定義されています。
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オペレーションタイプ
ACPS_OP_BASIC オペレーション文字列がエンコードされたリテラル。

ACPS_OP_DOTHEIRARCHICAL "." を区切り文字として使用してオペレーション文字列がエンコードさ
れた階層構造。

オブジェクトタイプ
ACPS_OBJ_CIM28 XML にエンコードされた CIM バージョン 2.8 オブジェクト表記。

ACPS_OBJ_FILEPATH パスとしてエンコードされたファイルオブジェクト。

ACPS_OBJ_GENERIC 追加的な解釈なしで汎用文字列としてエンコードされたオブジェクト。

ACPS_OBJ_URI uri 構文にエンコードされたオブジェクト。

環境属性
CPS_ENVATTR_COMPARTMENT アクセス制御要求に関連付けられたコンパートメントタグ。「関連付

け」の解釈は、アプリケーションに依存します。

戻り値
ACPS_ALLOW 要求されたアクセスが許可されました。このリターンコードは、

checkauth() 要求の結果としてのみ戻されます。

ACPS_CONFIG_ERROR ACPS の構成が不正確です。これは、acps.conf ファイルでの構文
エラーが原因の可能性があります。

ACPS_DENY 要求されたアクセスは許可されませんでした。このリターンコードは、
checkauth() 要求の結果としてのみ返されます。

ACPS_GEN_ERROR 要求されたオペレーションは失敗しました。これは、より特殊なエラー
コードが適用されない場合に、すべてのオペレーションのデフォルトエ
ラーコードになります。これが checkauth() の呼び出しの結果とし
て返される場合、アプリケーションでは、指定されたリソースへのアク
セスを許可すべきではありません。

ACPS_MEMORY_ERROR 要求されたオペレーションは、メモリーの割り当てまたは割り当て解除
のエラーの結果、失敗しました。

ACPS_NEED_AUTHENTICATION 要求されたアクセスは、必要なクレデンシャルの欠如の結果、拒否され
ました。要求されたクレデンシャルの受信後、アプリケーションでは再
度 checkauth() を呼び出すことができ、これによって許可される場
合があります。アプリケーションで必要なクレデンシャルを用意できな
い場合、この結果は以下と同等に扱う必要があります。ACPS_DENY

ACPS_NOINFO リポジトリには、ユーザーに関するアクセス制御情報がありません。こ
のリターンコードは、acpm_checkauth() 要求の結果としてのみ返
され、アプリケーションには返されません。
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ACPS_SUCCESS 要求されたオペレーションに成功しました。これは、checkauth()

要求の結果としては返されません。

参照
acps_api(3), acps_spi(3), acps.conf(4), rbac(5)
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名称
acps_api: acps_addenvattr(), acps_addobjattr(), acps_addopattr(), acps_addsubattr(), acps_addsubcred(),

acps_checkauth(), acps_end(), acps_setobj(), acps_setop(), acps_setsubid(), acps_start() − ACPS アプリケー
ションプログラミングインタフェース

構文
#include <acps.h>

#include <acps_api.h>

cc [flag]... file... −lacps [library]...

int acps_addenvattr(acp_handle_t h, char *type, char *attr);

int acps_addobjattr(acp_handle_t h, char *type, char *attr);

int acps_addopattr(acp_handle_t h, char *type, char *attr);

int acps_addsubattr(acp_handle_t h, char *type, char *attr);

int acps_addsubcred(acp_handle_t h, char *type, char *attr);

int acps_checkauth(acp_handle_t h);

int acps_end (acp_handle_t h);

int acps_setobj(acp_handle_t h, char *type, char *object);

int acps_setop(acp_handle_t h, char *type, char *operation);

int acps_setsubid(acp_handle_t h, char *type, char *ident);

int acps_start(acp_handle_t h);

説明
ACPS アプリケーションプログラミングインタフェース (API) では、アプリケーション作成者がアクセス制御
チェックの実行に使用できる関数の集まりが定義されます。このチェックは、通常、ある特定のユーザーがリ
ソースにアクセスできるかどうかを特定するために使用されます。

ACPS API によって、アクセスチェックをリクエストするための簡易インタフェースとアプリケーションでア
クセス制御属性を追加することができるより柔軟性の高いインタフェースの両方が提供されます。両方のイン
タフェースでは、基本アクセス制御リクエストで以下の形式がとられます。

サブジェクト X では、オブジェクト Z 上でオペレーション Y を実行可能か?

このリクエストは、アプリケーションの要件によって、異なる関数を使用して形成されます。

簡易インタフェース
簡易インタフェースでは、この基本的な質問が以下のように表記されています。

int acps_simplecheckauth(char *ident, char *operation, char *object);
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通常のリクエストでは、構成済みのモジュールで表記されているポリシーに基づき、ACPS_ALLOW または
ACPS_DENY が、このクエリーによって返されます。これは多くのアプリケーションにとって十分なものです
が、クエリーでは、ユーザー ID、オペレーション、オブジェクトに使用される表記のタイプについて、簡易
化のために前提とされていることがあります。特にこのリクエストでは、 ID がユーザー名
(ACPS_ID_NAME) 、 オ ペ レー ショ ン が 通 常 の HP-UX オ ペ レー ショ ン 文 字 列 の
(ACPS_OP_DOTHEIRARCHICAL)、また、オブジェクトが以下の汎用文字列であることが前提となっていま
す。 (ACPS_OBJ_GENERIC) これらのタイプの詳細については acps(3) を参照してください。

詳細なインタフェース
より複雑なリクエストについては、クエリーは、以下に説明されている形式になります。概要 : acps_adden-

vattr(), acps_addobjattr(), acps_addopattr(), acps_addsubattr(), acps_addsubcred(),

acps_checkauth(), acps_end(), acps_setobj(), acps_setop(), acps_setsubid(),

acps_start()

このインタフェースのセットには、少しの主要コンポーネントがあります。

たとえば、acps_start() 関数と acps_end() 関数は、複数の呼び出し間の状態を維持するため、メモ
リーを占有したり、占有を解除したりするために使用されます。それぞれの呼び出しに渡される acp_han-

dle_t_t は、あいまいなデータ構造へのポインターです。acps_start() への呼び出しの一部として、こ
の構造のためのメモリーが占有され、acps_end() で解放されます。

それに続く acps_setX() と acps_addX() への呼び出しでは、基本的に、acps_checkauth() への呼び
出しの準備の中で、ハンドルに情報がエンコードされます。エンコードされる情報の５つの部分は、次のとお
りです。

ID サブジェクト ID (たとえば、username、uid、または X.500 DN) と、関連する属
性 (たとえば、役割、グループなど)。

クレデンシャル サブジェクトのクレデンシャル (たとえば、パスワードや Kerberos トークンな
ど)。

オペレーション オペレーションと関連する属性。

オブジェクト オブジェクトと関連する属性。

環境 環境属性 (たとえば、コンパートメント ID、プロセッサの使用状況など)。

この情報のため、acps_setX() インタフェースでは、ハンドルに単一の値がエンコードされます。引き続き
行われる同じインタフェースへの呼び出しでは、以前に書き込まれた値が上書きされます。これは、値の
チェーンに値を追加する acps_addX() インタフェースです。また、acps_setX() インタフェースは、ア
クセス制御リクエストを固有に識別する値のために使用されます。さらに、acps_addX() インタフェース
は、任意の番号を表記できるクレデンシャルまたは属性のために使用されます。

関数 acps_checkauth() への呼び出しでは、ACPS 構成に基づいたバックエンドモジュールに導かれる認
証リクエストが起動されます。バックエンドモジュールでは、acps_spi(3) に示されているように、ハンドルに
保存されている情報を取り出すことができます。
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前述のコード部分にない追加インタフェースは、アプリケーションで呼び出しが可能な以下のオプションイン
タフェースです。これは、以下のように、ACPS_NEED_AUTHENTICATION が acps_checkauth() から受
け取られた場合に呼び出されます。

char *acps_getreqcred(acp_handle_t h);

この関数は、ポリシーで必要とされるクレデンシャルのタイプを示す文字列を返します。アプリケーションで
は、 (必要に応じて) ユーザーから追加のクレデンシャルをリクエストするために、このインタフェースを使用
することができます。その後、アプリケーションでは、acps_addsubcred() を使用してハンドルにクレデ
ンシャルを追加し、再度 acps_checkauth を呼び出します。

ACPS API では、C ロケールにエンコードされる文字列のみが受け付けられます。

戻り値
acps(3) では、ACPS API (ならびに ACPS SPI) によって返される値が定義されています。

例
次の例では、サンプルアプリケーションでの簡易インタフェースの使用例を示します。

#include <stdio.h>

#include <libacps_api.h>

int

main(int argc, char **argv)

{

int ret;

if(argc != 4) {

fprintf(stderr, "Usage: chkauth username operation object¥n");

exit(1);

}

ret = acps_simplecheckauth(argv[1], argv[2], argv[3]);

if(ret == ACPS_ALLOW) {

printf("Access Allowed¥n");

}

else if(ret == ACPS_DENY) {

printf("Access Denied¥n");

}

else {

printf("Error returned: %d¥n", ret);
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}

return ret;

}

参照
acps(3), acps_spi(3)
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名称
acps_spi: acpm_getenvattrs(), acpm_getobj(), acpm_getobjattrs(), acpm_getop(), acpm_getopattrs(),

acpm_getsubattrs(), acpm_getsubcreds(), acpm_getsubid() − ACPS サービスプロバイダインタフェース

構文
#include <acps.h>

#include <acps_spi.h>

cc [flag]... file... −lacps [library]...

int acpm_getenvattrs(acp_handle_t h, acp_attr_node *head);

int acpm_getobj(acp_handle_t h, char **type, char ** object );

int acpm_getobjattrs(acp_handle_t h, acp_attr_node **head);

int acpm_getop(acp_handle_t h, char **type, char **operation);

int acpm_getopattrs(acp_handle_t h, acp_attr_node **head);

int acpm_getsubattrs(acp_handle_t h, acp_attr_node **head);

int acpm_getsubcreds(acp_handle_t h, acp_attr_node **head);

int acpm_getsubid(acp_handle_t h, char **type, char **id);

説明
ACPS サービスプロバイダ インタフェースによって、アクセス制御リクエストに応答するユーザー定義モ
ジュールを定義することを可能にします。このモジュールは、通常、ユーザー定義ポリシーを実施するため
か、そのポリシーを定義する別のシステムとのインタフェースをとるために書かれます。このモジュールを作
成し、適切なエントリーを acps.conf ファイルに挿入することによって、アクセス制御ポリシースイッチを
サポートするアプリケーションにより作成されたすべてのアクセス制御リクエストは、アプリケーションを変
更することなく、自動的にそのモジュールに導かれます。

サービスプロバイダ (モジュール) インタフェースは、主として、各モジュールが提供する必要がある明確に定
義された acpm_checkauth() ルーチンから成ります。また、このインタフェースは、あいまいなハンドル
に対して情報をエンコードおよびデコードするスイッチによって提供される補助ルーチンの集まりです。

各モジュールによって提供される１つのインタフェースは、以下のように定義されます。

int acpm_checkauth(acp_handle_t h, int argc, const char **argv);

ここで、handle には、リクエストされた情報のすべてが含まれます。また、argv 引き数には、char * 要素
の配列が含まれます。それぞれの要素は、このモジュールのために ACPS 構成ファイルエントリーで指定され
る引き数を示します (以下を参照)。モジュールの戻り値は、API の戻り値と完全に一致します。オプションと
して、既定リクエスト (ACPS_NOINFO) で使用することができるアクセス情報がないことを示す値が追加され
ます。

モジュールがアクセス制御リクエストに関する情報を handle から取り出すことができるようにするために
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は、スイッチによってこれに続く acpm* 補助ルーチンの集まりが提供され、必要な情報を取り出す必要があ
ります。必要な情報は、以下に記述されています。概要 : acpm_getenvattrs(), acpm_getobj(),

acpm_getobjattrs(), acpm_getop(), acpm_getopattrs(), acpm_getsubattrs(), acpm_getsub-

creds(), acpm_getsubid()

これらのルーチンは、API ルーチンと非常に類似していることに注意してください。ただし、複数の値を持つ
属性がリンクされたリストとして返されます。個々の acpm_getX() ルーチンは必要ではありません。この
実質的な理由は、モジュールでの必要性に基づいて属性を操作する際により柔軟な操作が可能になるからで
す。

同様の方法で、アプリケーションでは、モジュールによってリクエストされたクレデンシャルを取り出すこと
ができ (acps_api(3) を参照)、モジュールには、この情報を handle にエンコードにする、次のインタフェー
スがあります。

int acpm_setreqcred(acp_handle_t h, char *cred);

モジュールでは、通常、アプリケーションに必要なクレデンシャルがないイベントにおいて、これを使用しま
す。アプリケーションでは、必要な情報が追加され、acps_checkauth() への呼び出しが繰り返されます。

戻り値
ACPS SPI (ならびに ACPS API) によって返される値は、acps(3) に定義されています。

例
以下の例では、次のポリシーを実施するサンプルポリシーモジュールを説明します。

「Ron、Ren、Bill の各ユーザーは、パスワードオブジェクトの読み取りまたは書き込みができま
す」

#include <acps_spi.h>

#include <stdio.h>

extern int acpm_checkauth(acp_handle_t h, int argc, const char **argv)

{

char *user;

char *operation;

char *object;

char *buf;

int retval;

// get the user

if((retval = acpm_getsubid(h, buf, &user)) != ACPS_SUCCESS)

return retval;

if(strcmp(buf, ACPS_ID_NAME) != 0) // type validation

return ACPS_GEN_ERROR;
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// get the operation

if((retval=acpm_getop(h, buf, &operation)) != ACPS_SUCCESS)

return retval;

if(strcmp(buf, ACPS_OP_DOTHEIRARCHICAL) != 0)

return ACPS_GEN_ERROR;

// get the object

if((retval = acpm_getobj(h, buf, &object)) != ACPS_SUCCESS)

return retval;

if(strcmp(buf, ACPS_OBJ_GENERIC) != 0)

return ACPS_GEN_ERROR;

// evaluate primitives against policy

if( ( (strcmp(user, "Ron") == 0)

|| (strcmp(user, "Ren") == 0)

|| (strcmp(user, "Bill") == 0))

&&( (strcmp(operation, "read") == 0)

|| (strcmp(operation, "write") == 0))

&&(strcmp(object, "password"))) {

return ACPS_ALLOW;

}

else {

return ACPS_DENY;

}

}

参照
acps(3), acps_api(3)

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



add_wch(3X) add_wch(3X)
ENHANCED CURSES

名称
add_wch(), mvadd_wch(), mvwadd_wch(), wadd_wch() − 複情報文字および修飾情報のウィンドウへの追加

構文
#include <curses.h>

int add_wch(const cchar_t *wch);

int wadd_wch(WINDOW *win, const cchar_t *wch);

int mvadd_wch(int y, int x, const cchar_t *wch);

int mvwadd_wch(WINDOW *win, int y, int x, const cchar_t *wch);

説明
これらの関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウ内の、現在の位置または指定された位置に情
報を付加し、カーソルを進めます。また、折り返しおよび特殊文字処理も行います。

• wch がスペーシング文字を参照する場合は、前にその位置にあった文字はすべて取り除かれ、wch

が指定した新しい文字が wch が指定した修飾情報とともに、その位置に置かれます。その後、
カーソルは画面上の次のスペーシング文字に進みます。

• wch が非スペーシング文字を参照する場合は、前にその位置にあった文字はすべて保持され、wch

の非スペーシング文字がスペーシング複情報文字に追加されます。このとき、wch が指定する修飾
情報は無視されます。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
addch(3X), curses_intro(3X) の「ウィンドウに置かれる文字の修飾情報」の項, <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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ENHANCED CURSES

名称
add_wchnstr(), add_wchstr(), mvadd_wchnstr(), mvadd_wchstr(),mvwadd_wchnstr(), mvwadd_wchstr(),

wadd_wchnstr(), wadd_wchstr() − 複情報文字および修飾情報の配列のウィンドウへの追加

構文
#include <curses.h>

int add_wchnstr(const cchar_t *wchstr, int n);

int add_wchstr(const cchar_t *wchstr);

int wadd_wchnstr(WINDOW *win, const cchar_t *wchstr, int n);

int wadd_wchstr(WINDOW *win, const cchar_t *wchstr);

int mvadd_wchnstr(int y, int x, const cchar_t *wchstr, int n);

int mvadd_wchstr(int y, int x, const cchar_t *wchstr);

int mvwadd_wchnstr(WINDOW *win, int y, int x, const cchar_t *wchstr, int n);

int mvwadd_wchstr(WINDOW *win, int y, int x, const cchar_t *wchstr);

説明
これらの関数は、wchstr が指定する cchar_t の配列を、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウ内
に、現在のカーソル位置または指定されたカーソル位置から書き込んで行きます。

これらの関数はカーソルを進めません。 wchstr に特殊文字が何も含まれていない場合は、結果は不定です。

これらの関数は、ヌル cchar_t が出現すると正常に終了します。また、これらの関数は現在の行をすべて埋
めると正常に終了します。文字が現在の行末に完全に収まらない場合は、その部分のカラムはバックグラウン
ド文字および修飾情報で埋められます。

add_wchnstr(), mvadd_wchnstr(), mvwadd_wchnstr() および wadd_wchnstr() の各関数は n 個
の cchar_t (n =−1 の場合は cchar_t の全配列) を書き込んだ後に正常に終了します。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
<curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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CURSES

名称
addch(), mvaddch(), mvwaddch(), waddch() − １バイト文字と修飾情報をウィンドウに追加して、カーソルを
進める

構文
#include <curses.h>

int addch(const chtype ch);

int mvaddch(int y, int x, const chtype ch);

int mvwaddch(WINDOW *win, int y, int x, const chtype ch);

int waddch(WINDOW *win, const chtype ch);

説明
addch()、mvaddch()、mvwaddch() および waddch() の各関数は、文字 ch を現在のウィンドウまたは
指定されたウィンドウ内の、現在の位置または指定された位置に追加し、カーソルを進めます。これらの関数
は折り返しおよび特殊文字処理を行います。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
これらの関数は、各文字が１バイトで、その属性が A_ で始まる定数だけで表現することができるキャラク
ターセットでのみ確実に動作することが保証されています。

参照
add_wch(3X), attroff(3X), doupdate(3X), curses_intro(3X) の「ウィンドウに置かれる文字の修飾情報」の項,

<curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。また引き数 ch の型が chtype から const

chtype に変更されました。
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ENHANCED CURSES

名称
addchnstr(), mvaddchnstr(), mvwaddchnstr(), waddchnstr() − １バイト文字からなる長さが制限された文字
列と修飾情報のウィンドウへの追加

構文
#include <curses.h>

int addchnstr(const chtype *chstr, int n);

int mvaddchnstr(int y, int x, const chtype *chstr, int n);

int mvwaddchnstr(WINDOW *win, int y, int x, const chtype *chstr, int n);

int waddchnstr(WINDOW *win, const chtype *chstr, int n);

説明
これらの関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウの内容を chstr がポイントする配列の内容と
置き換えます。置き換えは現在の位置または指定された位置から開始され、chstr がポイントする配列にヌル
chtype が出現するまで行われます。

これらの関数はカーソルの位置を変更しません。また、特殊文字処理も折り返しも行いません。

これらの関数は、行内に収まる限りにおいて最大で n 個の項目をコピーします。 n =−1 の場合には、文字列
全体が、行に収まる範囲内で可能な限り数多くコピーされます。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
これらの関数は、各文字が１バイトで、その属性が A_ で始まる定数だけで表現することができるキャラク
ターセットでのみ確実に動作することが保証されています。

参照
addch(3X), add_wch(3X), add_wchstr(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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CURSES

名称
addchstr(), mvaddchstr(), mvwaddchstr(), waddchstr() − １バイト文字からなる文字列と修飾情報のウィンド
ウへの追加

構文
#include <curses.h>

int addchstr(const chtype *chstr);

int mvaddchstr(int y, int x, const chtype *chstr);

int mvwaddchstr(WINDOW *win, int y, int x, const chtype *chstr);

int waddchstr(WINDOW *win, const chtype *chstr);

説明
これらの関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウの内容を chstr がポイントする配列の内容と
置き換えます。置き換えは現在の位置または指定された位置から開始され、chstr がポイントする配列にヌル
chtype が出現するまで行われます。

これらの関数はカーソルの位置を変更しません。また、特殊文字処理も折り返しも行いません。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
これらの関数は、各文字が１バイトで、その属性が A_ で始まる定数だけで表現することができるキャラク
ターセットでのみ確実に動作することが保証されています。

参照
addch(3X), addchnstr(3X), add_wch(3X), add_wchnstr(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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ENHANCED CURSES

名称
addnstr(), addstr(), mvaddnstr(), mvaddstr(), mvwaddnstr(), mvwaddstr(), waddnstr(), waddstr() − 修飾情
報のないマルチバイト文字からなる文字列をウィンドウに追加し、カーソルを進める

構文
#include <curses.h>

int addnstr(const char *str, int n);

int addstr(const char *str);

int mvaddnstr(int y, int x, const char *str, int n);

int mvaddstr(int y, int x, const char *str);

int mvwaddnstr(WINDOW *win, int y, int x, const char *str, int n);

int mvwaddstr(WINDOW *win, int y, int x, const char *str);

int waddnstr(WINDOW *win, const char *str, int n);

int waddstr(WINDOW *win, const char *str);

説明
これらの関数は文字列 str の文字を、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウに書き込みます。書き込
みは現在の位置または指定された位置から開始され、バックグラウンドの修飾情報が使用されます。

これらの関数はカーソルを進めます。また、特殊文字処理および折り返しも行います。

addstr(), mvaddstr(), mvwaddstr() および waddstr() の各関数は str 上の mbstowcs() を呼び出し
た後に addwstr(), mvaddwstr(), mvwaddwstr() および waddwstr() をそれぞれ呼び出すのと同様で
す。

addnstr(), mvaddnstr(), mvwaddnstr() および waddnstr() の各関数は str のバイトを最大で n 個使
用します。これらの関数は n =−1 の場合、文字列全体を追加します。これらの関数は str の最初の n バイトに
mbstowcs() を呼び出した後 addwstr(), mvaddwstr(), mvwaddwstr() および waddwstr() をそれぞ
れ呼び出すのと同様です。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。それ以外は ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
addnwstr(3X), mbstowcs() (『X/Open System Interfaces and Headers, Issue 4, Version 2』 specification),

<curses.h>
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ENHANCED CURSES

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース

X/Open Curses 第３版では addstr(), mvaddstr(), mvwaddstr() および waddstr() の各関数は
addstr() エントリーで説明されていました。 X/Open Curses 第４版では、これらの関数に定義される引き
数 str の型が char * から char *const に変更されました。また、 「説明」部分は、これらの関数がマルチ
バイト文字列を正しく処理できることを示すように変更されました。
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ENHANCED CURSES

名称
addnwstr(), addwstr(), mvaddnwstr(), mvaddwstr(), mvwaddnwstr(),mvwaddwstr(), waddnwstr(), waddw-

str() − ワイドキャラクタからなる文字列をウィンドウに追加し、カーソルを進める

構文
#include <curses.h>

int addnwstr(const wchar_t *wstr, int n);

int addwstr(const wchar_t *wstr);

int mvaddnwstr(int y, int x, const wchar_t *wstr, int n);

int mvaddwstr(int y, int x, const wchar_t *wstr);

int mvwaddnwstr(WINDOW *win, int y, int x, const wchar_t *wstr, int n);

int mvwaddwstr(WINDOW *win, int y, int x, const wchar_t *wstr);

int waddnwstr(WINDOW *win, const wchar_t *wstr, int n);

int waddwstr(WINDOW *win, const wchar_t *wstr);

説明
これらの関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウ内の、現在のカーソル位置または指定された
カーソル位置にあるワイド文字列 wstr の文字を書き込みます。

これらの関数はカーソルを進めます。また、特殊文字処理および折り返しも行います。

この効果は、wchar_t およびバックグラウンドの修飾情報から cchar_t を構築すること、そして文字列内の
各 wchar_t 文字ごとに wadd_wch() を１回ずつ呼び出すことと同様です。 mv 関数によって指定されて
カーソルが動くのは操作開始時の一度だけです。

addnwstr(), mvaddnwstr(), mvwaddnwstr() および waddnwstr() の各関数は最大 n 個のワイド
キャラクタを書き込みます。 n =−1 の場合は、文字列全体が追加されます。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。それ以外は ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
add_wch(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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名称
addsev() − フォーマットルーチンに対する重大度の強化

構文
#include <pfmt.h>

int addsev(int sev, const char *sev_string);

説明
addsev() ルーチンでは、フォーマットルーチン ( pfmt(3C) を参照)、で使用する重大度を標準メッセージ
フォーマットで定義することができます。 sev は、重大度のレベルを表します。５から 255 (５も 255 も含む)

までの範囲で指定します。 sev_string は、この重大レベルに対応するキャラクタ文字列です。フォーマット
ルーチンに指定する flags パラメータの重大レベルの部分が sev にマッチしていると、その文字列として
sev_string がプリントされます。

addsev() ルーチンを何度か呼び出すことにより、対応リストを設定することができます。 sev がすでに設
定されている場合、 sev_string は、前の文字列を上書きします。 sev_string が NULL の場合は、対応関係が
リストから削除されます。

addsev() では、 sev_string が、現在の実行環境に基づいて特定の文字列に変換されていることが前提にな
ります。

戻り値
addsev() が正常終了すると、ゼロを返します。これ以外の場合は、 −1 を返します。

例
#define MM_USER 10

addsev(MM_USER, "MY_NOTE");

pfmt(stdout, MM_USER|MM_GET,"my_appl_cat:1:The file is writable");

この例では、次のメッセージを標準出力に書き込みます。

MY_NOTE: The file is writable

参照
pfmt(3C), thread_safety(5)

標準準拠
addsev(): SVID3

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 123



annuity(3M) annuity(3M)
HP Integrity サーバー専用

名称
annuity( ), annuityf( ), annuityl( ), annuityw( ), annuityq( ) − 年金の現在の評価ファクター

構文
#include <math.h>

double annuity(double rate, double periods);

float annuityf(float rate, float periods);

long double annuityl(long double rate, long double periods);

extended annuityw(extended rate, extended periods);

quad annuityq(quad rate, quad periods);

説明
annuity() 関数は、下記の計算式で年金の現在の評価ファクターを計算します。

(1 − (1 + rate) ** (−periods)) / rate

annuityf() は、annuity() の float バージョンで、float 型の引き数をとり、float 型の結果を返
します。

annuityl() は、annuity() の long double バージョンで、long double 型の引き数をとり、long

double 型の結果を返します。

annuityw() は、annuity() の extended バージョンで、extended 型の引き数をとり、extended

型の結果を返します。

annuityq() は、HP-UX システムでは annuityl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。annuityw() または annuityq() を
使うには、−fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに <math.h> がイ
ンクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学
ライブラリとリンクしてください。

戻り値
periods がゼロの場合、annuity() は 0.0 を返します。

そうでなく、rate がゼロの場合、annuity() は periods を返します。

そうでなく、どちらかの引き数が NaN の場合、annuity() は NaN を返します。

そうでなく、rate < −1 の場合、annuity() は NaN を返し、無効例外が発生します。

そうでなく、rate = −1 で periods = +INFINITY の場合、annuity() は +INFINITY を返します。
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そうでなく、rate が −1 で periods > 0 の場合、annuity() は 1.0 / 0.0 になります。

そうでなく、rate が −1 の場合、annuity() は −1 を返します。

そうでなく、rate が +INFINITY で periods >= 0 の場合、annuity() は +0.0 を返します。

そうでなく、rate が +INFINITY で -1 < periods < 0 の場合、annuity() は −0.0 を返します。

そうでなく、rate が +INFINITY で periods = −1 の場合、annuity() は −1 を返します。

そうでなく、rate が +INFINITY の場合、annuity() は −INFINITY を返します。

そうでなく、periods が無限大で (rate * periods) > 0 の場合、annuity() は 1.0 / rate となります。

そうでなく、periods が無限大の場合、annuity() は periods を返します。

annuity() は、値が大きすぎる場合これに代えて、適切な符号を付けた無限大を返し、オーバーフロー例外
と不正確例外を発生させます。

annuity() では、結果が非常に小さく (本質的にはデノーマル値やゼロ) 正確な値でなくなるときには必ず、
アンダーフロー例外と不正確例外が発生します。また、結果が非常に小さいというだけで、これらの例外が発
生することがあります。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
compound(3M), exp(3M), expm1(3M), pow(3M), math(5)

標準準拠
これらの関数は、どの標準にも規定されていません。
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名称
asin( ), asinf( ), asinl( ), asinw( ), asinq( ) − 逆正弦関数

構文
#include <math.h>

double asin(double x);

float asinf(float x);

HP Integrity サーバーのみ
long double asinl(long double x);

extended asinw(extended x);

quad asinq(quad x);

説明
asin() は、x の逆正弦を −π/2 ～ π/2 の範囲で返します。

asinf() は、asin() の float バージョンで、float 型の引き数をとり、float 型の結果を返しま
す。

Integrity サーバーのみ
asinl() は、asin() の long double バージョンで、long double 型の引き数をとり、long dou-

ble 型の結果を返します。

asinw() は、asin() の extended バージョンで、extended 型の引き数をとり、extended 型の結果
を返します。

asinq() は、HP-UX システムでは asinl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Integrity サーバーで、asinw() または asinq() を使うには、−fpwidetypes オプションも指定してコン
パイルしてください。

これらの関数を使用するには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コン
パイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、以下のリンクの 『HP-UX floating-point guide for HP Integrity servers』を参照してくださ
い。http://www.hp.com/go/fp
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PA-RISC のみ
関数 asin() と関数 asinf() のミリコードバージョンが提供されています。数学ライブラリ関数のミリ
コードバージョンは、通常は標準ライブラリのものより処理が高速です。これらのバージョンを使用するに
は、+Olibcalls または +Oaggressive の最適化オプションを指定してプログラムをコンパイルしてくだ
さい。

特殊な場合に、ミリコードバージョンは「戻り値」で示す値を返しますが、errno を設定しません。

戻り値
asin(±0) は ±0 を返します。

x の絶対値が１より大きい場合、asin() は NaN を返し、無効例外が発生します。

x が NaN の場合、asin() は NaN を返します。

asin() で他の例外が発生しないときに、不正確例外が発生するかどうかは規定されていません。

エラー
x の絶対値が１より大きい場合、asin() は、errno に [EDOM] を設定します。

Integrity サーバーのみ
Integrity サーバーでの HP-UX の libm 関数は、デフォルトでは errno を設定しません。errno を設定
するには、+Olibmerrno オプションを指定してコンパイルしてください。

参照
acos(3M), asind(3M), atan(3M), atan2(3M), casin(3M), cos(3M), sin(3M), tan(3M), math(5)

標準準拠
asin() : SVID3, XPG4.2, ANSI C, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

asinf(), asinl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
asind( ), asindf( ), asindl( ), asindw( ), asindq( ) − 度による逆正弦関数

構文
#include <math.h>

double asind(double x);

float asindf(float x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
long double asindl(long double x);

extended asindw(extended x);

quad asindq(quad x);

説明
asind() は、度を単位とする x の逆正弦を −90 ～ 90 の範囲で返します。

asindf() は、 asind() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返し
ます。

Itaniumベースシステムのみ
asindl() は、 asind() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long

double 型の結果を返します。

asindw() は、 asind() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の
結果を返します。

asindq() は、HP-UX システムでは asindl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベース システムで、 asindw() または asindq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指
定してコンパイルしてください。

これらの関数を使用するには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コン
パイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
asind(±0) は ±0 を返します。

x の絶対値が１より大きい場合、 asind() は NaN を返し、 無効例外が発生します。
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x が NaN の場合、 asind() は NaN を返します。

エラー
x の絶対値が１より大きい場合、 asind() は、 errno に [EDOM] を設定します。

Itaniumベースシステムのみ
IPF での HP-UX の libm 関数は、デフォルトでは errno を設定しません。 errno を設定するには、
+Olibmerrno オプションを指定してコンパイルしてください。

参照
acosd(3M), asin(3M), atand(3M), atan2d(3M), cosd(3M), sind(3M), tand(3M), atan2d(3M), math(5)

標準準拠
これらの関数は、どの標準にも規定されていません。
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名称
asinh( ), asinhf( ), asinhl( ), asinhw( ), asinhq( ) − 逆双曲線正弦関数

構文
#include <math.h>

double asinh(double x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
float asinhf(float x);

long double asinhl(long double x);

extended asinhw(extended x);

quad asinhq(quad x);

説明
asinh() は、 x の逆双曲線正弦を返します。

Itaniumベースシステムのみ
asinhf() は、 asinh() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返し
ます。

asinhl() は、 asinh() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long

double 型の結果を返します。

asinhw() は、 asinh() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の
結果を返します。

asinhq() は、HP-UX システムでは asinhl() と同等です。

使用方法
Itaniumベースシステムで、 asinhf()、 asinhl()、 asinhw()または asinhq() を使うには、デフォル
トの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと −D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコ
ンパイルしてください。

Itaniumベース システムで、 asinhw() または asinhq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指
定してコンパイルしてください。

これらの関数を使用するには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コン
パイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
asinh(±0) は ±0 を返します。

x が ±INFINITY の場合、 asinh() は、それぞれ ±INFINITY を返します。
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x が NaN の場合、 asinh() は NaN を返します。

asinh() で不正確例外が発生するかどうかは規定されていません。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
acosh(3M), atanh(3M), casinh(3M), sinh(3M), math(5)

標準準拠
asinh(), asinhf(), asinhl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
assert( ) − プログラムアサーションの照合

構文
#include <assert.h>

void assert(int expression);

説明
このマクロは、プログラムに診断を挿入するとき有効です。実行中に expression が偽 (ゼロ) になった場合、
assert() は、以下のように標準エラー出力に表示し、強制終了します。

Assertion failed: expression, file xyz, line nnn

エラーメッセージでは、 xyz がソースファイルの名前で、 nnn が assert() 文のソースライン番号です。

プリプロセッサオプションである、 −DNDEBUG (cpp(1) を参照) を指定してコンパイルしたり、プリプロセッ
サ制御文である、 を #include <assert.h> 文の前に指定してコンパイルすると、アサーションはプログ
ラムにコンパイルされません。

警告
互換性モードで assert() が使用する式の引き数では、文字列リテラル、またはエスケープの付かないダブ
ルクォーテーションを用いることができません。

参照
cpp(1), abort(3C), thread_safety(5)

標準準拠
assert(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C
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名称
atan( ), atanf( ), atanl( ), atanw( ), atanq( ) − 逆正接関数

構文
#include <math.h>

double atan(double x);

float atanf(float x);

HP Integrity サーバーのみ
long double atanl(long double x);

extended atanw(extended x);

quad atanq(quad x);

説明
atan() は、x の逆正接を −π/2 ～ π/2 の範囲で返します。

atanf() は、atan() の float バージョンで、float 型の引き数をとり、float 型の結果を返しま
す。

Integrity サーバーのみ
atanl() は、atan() の long double バージョンで、long double 型の引き数をとり、long dou-

ble 型の結果を返します。

atanw() は、atan() の extended バージョンで、extended 型の引き数をとり、extended 型の結果
を返します。

atanq() は、HP-UX システムでは atanl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Integrity サーバーで、atanw() または atanq() を使うには、−fpwidetypes も指定してコンパイルして
ください。

これらの関数を使用するには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コン
パイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。詳細につい
ては、以下のリンクの 『HP-UX floating-point guide for HP Integrity servers』を参照してください。
http://www.hp.com/go/fp

PA-RISC のみ
関数 atan() と関数 atanf() のミリコードバージョンが提供されています。数学ライブラリ関数のミリ
コードバージョンは、通常は標準ライブラリのものより処理が高速です。これらのバージョンを使用するに
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は、+Olibcalls または +Oaggressive の最適化オプションを指定してプログラムをコンパイルしてくだ
さい。

特殊な場合に、ミリコードバージョンはその標準ライブラリと同じ値を返します (「戻り値」の項を参照)。

戻り値
atan(±0) は ±0 を返します。

x が ±INFINITY の場合、atan() はそれぞれ ±π/2 を返します。

x が NaN の場合、atan() は NaN を返します。

atan() で不正確例外が発生するかどうかは規定されていません。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
acos(3M), asin(3M), atand(3M), atan2(3M), catan(3M), cos(3M), sin(3M), tan(3M), math(5)

標準準拠
atan() : SVID3, XPG4.2, ANSI C, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

atanf(), atanl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
atan2( ), atan2f( ), atan2l( ), atan2w( ), atan2q( ) − 逆正接/象限関数

構文
#include <math.h>

double atan2(double y, double x);

float atan2f(float y, float x);

HP Integrity サーバーのみ
long double atan2l(long double y, long double x);

extended atan2w(extended y, extended x);

quad atan2q(quad y, quad x);

説明
atan2() は、２つの引き数の符号によって戻り値の象限を決定し、y/x の逆正接を、 −π ～ π の範囲で返しま
す。

atan2f() は、atan2() の float バージョンで、float 型の引き数をとり、float 型の結果を返しま
す。

Integrity サーバーのみ
atan2l() は、atan2() の long double バージョンで、long double 型の引き数をとり、long

double 型の結果を返します。

atan2w() は、atan2() の extended バージョンで、extended 型の引き数をとり、extended 型の結
果を返します。

atan2q() は、HP-UX システムでは atan2l() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Integrity サーバーで、atan2w() または atan2q() を使うには、−fpwidetypes オプションも指定して
コンパイルしてください。

これらの関数を使用するには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コン
パイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、以下のリンクの 『HP-UX floating-point guide for HP Integrity servers』を参照してくださ
い。http://www.hp.com/go/fp
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PA-RISC のみ
関数 atan2() のミリコードバージョンが提供されています。数学ライブラリ関数のミリコードバージョンは
通常、標準ライブラリのものより処理が高速です。これらのバージョンを使用するには、+Olibcalls また
は +Oaggressive 最適化オプションを指定してプログラムをコンパイルしてください。

特殊な場合に、ミリコードバージョンは標準ライブラリと同じ値を返します (「戻り値」の項を参照)。

戻り値
y が ±0 で、x が −0 の場合、atan2() は、それぞれ ±π を返します。

y が ±0 で、x が +0 の場合、atan2() は、それぞれ ±0 を返します。

y が ±0 で、x が０より小さい場合、atan2() は、それぞれ ±π を返します。

y が ±0 で、x が０より大きい場合、atan2() は、それぞれ ±0 を返します。

y が０より小さく、x が０の場合、atan2() は −π/2 を返します。

y が０より大きく、x が０の場合、atan2() は π/2 を返します。

y が０より大きく、x が −INFINITY の場合、atan2() は π を返します。

y が０より小さく、x が −INFINITY の場合、atan2() は −π を返します。

y が０より大きく、x が INFINITY の場合、atan2() は +0 を返します。

y が０より小さく、x が INFINITY の場合、atan2() は −0 を返します。

y が ±INFINITY で、x が有限値の場合、atan2() は、それぞれ ±π/2 を返します。

y が ±INFINITY で、x が −INFINITY の場合、atan2() は、それぞれ ±3π/4 を返します。

y が ±INFINITY で、x が +INFINITY の場合、atan2() は、それぞれ ±π/4 を返します。

x または y が NaN の場合、atan2() は NaN を返します。

atan2() で不正確例外が発生するかどうかは規定されていません。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
acos(3M), asin(3M), atan(3M), atan2d(3M), carg(3M), cos(3M), sin(3M), tan(3M), math(5)

標準準拠
atan2() : SVID3, XPG4.2, ANSI C, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

atan2f(), atan2l() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
atan2d( ), atan2df( ), atan2dl( ), atan2dw( ), atan2dq( ) − 度による逆正接/象限関数

構文
#include <math.h>

double atan2d(double y, double x);

float atan2df(float y, float x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
long double atan2dl(long double y, long double x);

extended atan2dw(extended y, extended x);

quad atan2dq(quad y, quad x);

説明
atan2d() は、 atan2() 関数の度を単位とするバージョンです。 atan2d() は、２つの引き数の符号に
よって、戻り値の象限を決定し、 y/x の逆正接を −180 ～ 180 の範囲で返します。

atan2df() は、 atan2d() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返
します。

Itaniumベースシステムのみ
atan2dl() は、 atan2d() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long

double 型の結果を返します。

atan2dw() は、 atan2d() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型
の結果を返します。

atan2dq() は、HP-UX システムでは atan2dl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベース システムで、 atan2dw() または atan2dq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも
指定してコンパイルしてください。

これらの関数を使うには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイ
ラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
y が ±0 で、 x が −0 の場合、 atan2d() は、それぞれ ±180 を返します。
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y が ±0 で、 x が +0 の場合、 atan2d() は、それぞれ ±0 を返します。

y が ±0 で、 x が０より小さい場合、 atan2d() は、それぞれ ±180 を返します。

y が ±0 で、 x が０より大きい場合、 atan2d() は、それぞれ ±0 を返します。

y が０より小さく、 x が０の場合、 atan2d() は −90 を返します。

y が０より大きく、 x が０の場合、 atan2d() は 90 を返します。

y が０より大きく、 x が −INFINITY の場合、 atan2d() は 180 を返します。

y が０より小さく、 x が −INFINITY の場合、 atan2d() は −180 を返します。

y が０より大きく、 x が INFINITY の場合、 atan2d() は +0 を返します。

y が０より小さく、 x が INFINITY の場合、 atan2d() は −0 を返します。

y が ±INFINITY で、 x が有限値の場合、 atan2d() は、それぞれ ±90 を返します。

y が ±INFINITY で、 x が −INFINITY の場合、 atan2d() は、それぞれ ±135 を返します。

y が ±INFINITY で、 x が +INFINITY の場合、 atan2d() は、それぞれ ±45 を返します。

x または y が NaN の場合、 atan2d() は NaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
acosd(3M), asind(3M), atand(3M), atan2(3M), cosd(3M), sind(3M), tand(3M), math(5)

標準準拠
これらの関数は、どの標準にも規定されていません。
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名称
atand( ), atandf( ), atandl( ), atandw( ), atandq( ) − 度による逆正接関数

構文
#include <math.h>

double atand(double x);

float atandf(float x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
long double atandl(long double x);

extended atandw(extended x);

quad atandq(quad x);

説明
atand() は、度を単位として、 x の逆正接を −90 ～ 90 の範囲で返します。

atandf() は、 atand() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返し
ます。

Itaniumベースシステムのみ
atandl() は、 atand() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long

double 型の結果を返します。

atandw() は、 atand() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の
結果を返します。

atandq() は、HP-UX システムでは atandl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

IPF システムで、 atandw() または atandq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指定してコン
パイルしてください。

これらの関数を使うには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイ
ラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
atand(±0) は ±0 を返します。

x が ±INFINITY の場合、 atand() はそれぞれ ±90 を返します。
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x が NaN の場合、 atand() は NaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
acosd(3M), asind(3M), atan(3M), atan2d(3M), cosd(3M), sind(3M), tand(3M), atan2d(3M), math(5)

標準準拠
これらの関数は、どの標準にも規定されていません。
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名称
atanh( ), atanhf( ), atanhl( ), atanhw( ), atanhq( ) − 逆双曲線正接関数

構文
#include <math.h>

double atanh(double x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
float atanhf(float x);

long double atanhl(long double x);

extended atanhw(extended x);

quad atanhq(quad x);

説明
atanh() は、 x の逆双曲線正接を返します。

Itaniumベースシステムのみ
atanhf() は、 atanh() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返し
ます。

atanhl() は、 atanh() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long

double 型の結果を返します。

atanhw() は、 atanh() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の
結果を返します。

atanhq() は、HP-UX システムでは atanhl() と同等です。

使用方法
Itaniumベースシステムで、 atanhf()、 atanhl()、 atanhw()、または atanhq() を使うには、デフォ
ルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと −D_HPUX_SOURCE オプションを指定して
コンパイルしてください。

Itaniumベース システムで、 atanhw() または atanhq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指
定してコンパイルしてください。

これらの関数を使うには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイ
ラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
atanh(±0) は ±0 を返します。

atanh(±1) は ±Inf を返し、ゼロ除算浮動小数点例外が発生します。
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|x| > 1.0 の場合、 atanh() は NaN を返し、無効例外が発生します。

x が NaN の場合、 atanh() は NaN を返します。

atanh() で他の例外が発生しないときに、不正確例外が発生するかどうかは規定されていません。

エラー
|x| > 1.0 の場合、 atanh() は、 errno に [EDOM] を設定します。

Itaniumベースシステムのみ
Itaniumベースシステムでの HP-UX の libm 関数は、デフォルトでは errno を設定しません。 errno を
設定するには、 +Olibmerrno オプションを指定してコンパイルしてください。

参照
acosh(3M), asinh(3M), catanh(3M), tanh(3M), math(5)

標準準拠
atanh(), atanhf(), atanhl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
atexit − プログラムの終了時に呼び出す関数を登録

構文
#include <stdlib.h>

int atexit(void (*func)(void));

説明
atexit() は、プログラムの正常終了時に引き数なしで呼び出す関数 func を登録します。 atexit() に
よって登録された関数は、登録の順序とは逆の順序で呼び出されます。

終了処理中に atexit() を呼び出すと、必ず失敗します。

登録する関数の数は、 <limits.h> 内に指定した ATEXIT_MAX を超えてはなりません。

必要であれば、 atexit() とともに、 crt0() または dld.sl() (crt0(3) および dld.sl(5) を参照) によっ
て 1 つ以上の関数を登録すると、プログラム正常終了時にかなりの処理が行えます。この登録は、他のものよ
りも前に行われます。

戻り値
atexit() は、登録が成功するとゼロを戻し、失敗するとゼロ以外を戻します。

参照
exit(2), crt0(3), dld.sl(5)

標準準拠
atexit(): AES, SVID3, XPG4, ANSI C
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ENHANCED CURSES

名称
attr_get(), attr_off(), attr_on(), attr_set(), color_set(), wattr_get(), wattr_off(), wattr_on(), wattr_set(),

wcolor_set() − ウィンドウ属性制御関数

構文
#include <curses.h>

int attr_get(attr_t *attrs, short *color, void *opts);

int attr_off(attr_t attrs, void *opts);

int attr_on(attr_t attrs, void *opts);

int attr_set(attr_t attrs, short color, void *opts);

int color_set(short color, void *opts);

int wattr_get(WINDOW *win, attr_t *attrs, short *color, void *opts);

int wattr_off(WINDOW *win, attr_t attrs, void *opts);

int wattr_on(WINDOW *win, attr_t attrs, void *opts);

int wattr_set(WINDOW *win, attr_t attrs, short color, void *opts);

int wcolor_set(WINDOW *win, short color, void *opts);

説明
これらの関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウの修飾情報の属性および色を処理します。

attr_get() および wattr_get() の両関数はウィンドウの現在の修飾情報を取得します。

attr_off() および wattr_off() の両関数は、他の部分に影響を与えずに、現在のウィンドウまたは指定
されたウィンドウの attrs をオフにします。

attr_on() および wattr_on() の両関数は、他の部分に影響を与えずに、現在のウィンドウまたは指定さ
れたウィンドウの attrs をオンにします。

attr_set() および wattr_set() の両関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウの修飾情報
を attrs および color に設定します。

color_set() および wcolor_set() の両関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウの色を
color に設定します。

引き数 opts は、このドキュメントの以降の改版まで定義されません。現状では、アプリケーションで opts と
してヌルポインターを指定する必要があります。

戻り値
これらの関数は常に OK を返します。
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ENHANCED CURSES

エラー
エラーは定義されていません。

参照
attroff(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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CURSES

名称
attroff(), attron(), attrset(), wattroff(), wattron(), wattrset() − 制限付きウィンドウ属性制御関数

構文
#include <curses.h>

int attroff(int attrs);

int attron(int attrs);

int attrset(int attrs);

int wattroff(WINDOW *win, int attrs);

int wattron(WINDOW *win, int attrs);

int wattrset(WINDOW *win, int attrs);

説明
これらの関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウのウィンドウ属性を処理します。

attroff() および wattroff() の両関数は、他の部分に影響を与えずに、現在のウィンドウまたは指定さ
れたウィンドウの attrs をオフにします。

attron() および wattron() の両関数は、他の部分に影響を与えずに、現在のウィンドウまたは指定され
たウィンドウの attrs をオンにします。

attrset() および wattrset() の両関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウのバックグラ
ウンド属性を attrs に設定します。

これらの関数が A_BLINK、A_BOLD、A_DIM、A_REVERSE、A_STANDOUT、および A_UNDERLINE 以外の
属性の処理に使用できるかどうかは未定です。

戻り値
これらの関数は常に OK または 1 のいずれかを返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
attr_get(3X), standend(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版で新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。説明部分は改版され、これらの関数が X/Open

Curses 第３版以降で説明されている属性の処理に使用できるかどうかは定義されていないことが示されてい
ます。standend()、standout()、wstandend() 、および wstandout() の各関数は standend() エ
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CURSES

ントリーへ移動しました。
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名称
basename( ), dirname( ) − パス名構成要素の抽出

構文
#include <libgen.h>

char *basename(char *path);

char *dirname(char *path);

説明
basename() は、 path が指し示すパス名を入力し、そのパス名の最後の構成要素のポインターを返します。
この構成要素に後続の ’/’ 文字が付いている場合にはそれをすべて除去します。ただし、その文字列の内容がす
べて ’/’ 文字の場合には、 basename() は文字列 "/" のポインターを返します。 path がヌルポインターの場
合または空の文字列を指し示している場合には、 basename() は文字列 "." のポインターを返します。

dirname() は、 path が指し示すパス名を入力し、そのファイルの親ディレクトリのパス名の文字列を指し
示すポインターを返します。 path がヌルポインターの場合、空の文字列を指し示す場合、または指し示す文
字列中に ’/’ 文字がない場合には、 dirname() は文字列 "." を指し示すポインターを返します。

戻り値
basename() は、 path の最後の構成要素のポインターを返します。

dirname() は、 path の親ディレクトリを示す文字列のポインターを返します。

例
下のコードは、 basename() および dirname() を呼び出します。

#include <libgen.h>

const char *path="/usr/local/bin/foo";

char *base, *dir;

char *dup0, *dup1;

char *dup2, *dup3;

/*Use strdup in case literals

* are in text, or basename()

* and dirname() modify the

* input string.

*/

dup0=strdup(path);

dup1=strdup(path);

base=basename(dup0);

dir=dirname(dup1);

148 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



basename(3C) basename(3C)

/* Use strdup before modifying

* return string in case a

* pointer to a literal is

* returned.

*/

dup2=strdup(base);

dup3=strdup(dir);

警告
basename() および dirname() は、 path を上書きします。

非スレッドアプリケーションでの basename() と dirname() は現在、各関数内で静的バッファーを使用し
て、結果の文字列を保存しています。 basename() や dirname() を次に呼び出したときに、静的バッ
ファーは上書きされます。 HP では、HP-UX 11i バージョン 1 より後のリリースで、 malloc() を使用し
てバッファーを割り当てる可能性があります。このバッファーは、いったん割り当てた後は再度使用され、ア
ドレスは変わりません。ただし、 malloc() に失敗すると、 basename() と dirname() は "." を返し、
errno は [ENOMEM] に設定されます。

著者
basename() および dirname() は、HP で開発されました。

参照
basename(1), thread_safety(5)

標準準拠
basename(): XPG4.2

dirname(): XPG4.2
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CURSES

名称
baudrate() − 端末のボーレートの取得

構文
#include <curses.h>

int baudrate(void);

説明
baudrate() 関数は、端末の出力速度を１秒あたりのビット数で抜き出します。

戻り値
baudrate() 関数は端末の出力速度を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
tcgetattr() (『X/Open System Interfaces and Headers, Issue 4, Version 2』仕様で定義) <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
引き数リストは明示的に void で宣言されています。
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CURSES

名称
beep() − 音響シグナル

構文
#include <curses.h>

int beep(void);

説明
beep() 関数は、ユーザーに警告を発します。この関数は端末上で音響警報を発するか、それができない場合
は、スクリーンを点滅させます (視覚的なベル)。どちらも不可能な場合は、何も実行されません。

戻り値
beep() 関数は常に OK を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
ほとんどすべての端末は音響警報機構を備えていますが、スクリーン点滅機構を備えたものはごく一部です。

参照
flash(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
引き数リストは明示的に void で宣言されています。戻り値の項は変更され、この関数は常に OK を返すこと
が示されています。flash() 関数は専用のエントリーへ移動されました。
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名称
bgets() − 次の区切り記号までストリームを読み込む

構文
#include <libgen.h>

char *bgets (char *buffer, size_t *count, FILE *stream, const char *breakstring);

説明
bgets は、count を使い果たすか、またはストリーム内で breakstring 内の文字の１つが検出されるまで、
stream から buffer に文字を読み込みます。読み込まれたデータは、ヌルバイト (’\0’) で終了し、この終端の
ヌルへのポインターが返されます。breakstring 文字が検出された場合、最後のヌル以外の文字がスキャンを
終了する区切り文字となります。

返された値が読み込まれた文字列の先頭ではなく最後を示すことを除けば、次の２つの呼び出しは同じである
ことに注意してください。

bgets(buffer, sizeof buffer, stream, "¥n");

fgets(buffer, sizeof buffer, stream);

バッファー内には、終端のヌルのために常に十分な空間が確保されています。

breakstring がヌルポインターの場合、前の呼び出しからの breakstring の値が使用されます。最初の呼び出
しで breakstring がヌルの場合、区切り文字は設定されていません。

戻り値
エラー時またはファイルの終了時には、NULL が返されます。文字が読み込まれたのにまだ戻り値が返されな
い場合、状態の報告は次の呼び出しまで遅れます。

例
#include <libgen.h>

char buffer[8];

/* read in first user name from /etc/passwd */

fp = fopen("/etc/passwd", "r");

bgets(buffer, 8, fp, ":");

参照
gets(3S), thread_safety(5)
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名称
bigcrypt − 大きい文字列のハッシュ暗号化

構文
#include <hpsecurity.h>

#include <prot.h>

char *bigcrypt(char *key, char *salt);

説明
bigcrypt() は、 crypt(3) と同じように動作しますが、より大きな文字列を扱います。 bigcrypt は未暗
号化テキストのセグメントを取り出し、個々に暗号化します。まず、渡された salt を使用し、次のセグメント
の salt として前回の暗号化されたセグメントの最初の２文字を使用します。この方式により、パスワード文字
に繰り返しがあったとしても、生成される文字列は、暗号化テキストのくり返しになりません。このため、セ
グメントの暗号化はすべて、前回のセグメントの暗号化を含みます。

各暗号化セグメントは、salt の後に連結され、全体の暗号化された文字列が形成されます。

著者
bigcrypt は、HP によって開発されました。

参照
crypt(3)
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名称
bindresvport() − ソケットを特権IPポートにバインド

構文
#include <sys/types.h>

#include <netinet/in.h>

int bindresvport(int sd, struct sockaddr_in *sin);

説明
bindresvport() は、ソケット記述子を特権IPポート (0 から 1023 までのポート番号) にバインドする関数
です。

sd は、 socket() への呼び出しによって事前に定義されているソケット記述子です (socket(2) を参照)。

bindresvport() が終了すると、 sin が指す struct の sin_port フィールドには、 sd ソケットにバイン
ドされる特権ポートの番号が入ります。各ネットワークコマンドが使用するポート番号を保護する必要がある
ため、 bindresvport() は、 0 から 1023 の狭い範囲でポート番号を返します。

特権ポートにバインドできるのは、スーパーユーザーだけに限られます。

戻り値
bindresvport() は、次の値を返します。

0 正常終了。
-1 異常終了 errno がセットされて、エラーを示します。

エラー
bindresvport() が異常終了すると、 errno が次のいずれかの値にセットされます。

[EACCES] 要求したアドレスは保護されているので、現在のユーザー、このアドレスに
アクセスすることはできません。

[EADDRINUSE] 指定されたアドレスがすでに使用されています。
[EADDRNO TAV AIL] 指定されたアドレスが不当であるか、ローカルマシンからは使用できませ

ん。
[EAFNOSUPPORT] 要求されたアドレスが、このソケットのアドレスファミリにマッチしませ

ん。
[EBADF] sd が有効な記述子ではありません。
[EINVAL] ソケットがすでにアドレスにバインドされているか、ソケットがシャドウイ

ングされています。
[ENOBUFS] バッファーメモリーが不足しています。
[ENO TSOCK] sd がソケットではありません。
[EOPNO TSUPP] sd 記述子のソケットが、アドレスバインドをサポートするタイプではありま

せん。
[EPFNOSUPPORT] sockaddr_in 構文の sin_family フィールドに指定された値が AF_INET では

ありません。
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著者
bindresvport() は、Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

参照
bind(2), socket(2)
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ENHANCED CURSES

名称
bkgd(), bkgdset(), getbkgd(), wbkgd(), wbkgdset() − 1バイト文字を使用したバックグラウンド文字および修
飾情報の設定または取得

構文
#include <curses.h>

int bkgd(chtype ch);

void bkgdset(chtype ch);

chtype getbkgd(WINDOW *win);

int wbkgd(WINDOW *win, chtype ch);

void wbkgdset(WINDOW *win, chtype ch);

説明
bkgdset() および wbkgdset() の両関数は、ch 内の情報をもとに、現在のウィンドウまたは指定された
ウィンドウのバックグラウンド特性を設定します。 ch がマルチカラム文字を参照する場合は、結果は不定で
す。

bkgd() および wbkgd() の両関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウのバックグラウンド特
性を設定し、その設定をウィンドウ内のすべての文字の位置に適用します。

• 画面上の文字すべての修飾情報は新しいバックグラウンド修飾情報に変更されます。

• 旧バックグラウンド文字が現れると、それは新しいバックグラウンド文字に変更されます。

getbkgd() 関数は指定されたウィンドウのバックグラウンド文字と修飾情報を抜き出します。

戻り値
正常に終了すると、bkgd() および wbkgd() は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

bkgdset() および wbkgdset() の両関数は値を返しません。

正常に終了すると、getbkgd() は指定されたウィンドウのバックグラウンド文字と修飾情報を返します。そ
うでなければ (chtype)ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
これらの関数は、各文字が１バイトで、その属性が A_ で始まる定数だけで表現することができるキャラク
ターセットでのみ確実に動作することが保証されています。

参照
curses_intro(3X) の「修飾情報」の項, <curses.h>
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変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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ENHANCED CURSES

名称
bkgrnd, bkgrndset, getbkgrnd, wbkgrnd, wbkgrndset, wgetbkgrnd — 複情報文字を使用したバックグラウン
ド文字の設定または取得

構文
#include <curses.h>

int bkgrnd(const cchar_t *wch);

void bkgrndset(const cchar_t *wch);

int getbkgrnd(cchar_t *wch);

int wbkgrnd(WINDOW *win, const cchar_t *wch);

void wbkgrndset(WINDOW *win, const cchar_t *wch);

int wgetbkgrnd(WINDOW *win, cchar_t *wch);

説明
bkgrndset() および wbkgrndset() の両関数は、wch 内の情報に基づいて、現在のウィンドウまたは指
定されたウィンドウのバックグラウンド特性を設定します。

bkgrnd() および wbkgrnd() の両関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウのバックグラウ
ンド特性を設定し、その設定をウィンドウ内のすべての文字の位置に適用します。

• 画面上の文字すべての修飾情報は新しいバックグラウンド修飾情報に変更されます。

• 旧バックグラウンド文字が現れると、それは新しいバックグラウンド文字に変更されます。

wch が bkgrnd(), bkgrndset(), wbkgrnd() および wbkgrndset() の非スペーシング複情報文字を参
照する場合は、wch はバックグラウンド文字となっている既存のスペーシング複情報文字に追加されます。
wch がマルチカラム文字を参照する場合は、結果は不定です。

getbkgrnd() および wgetbkgrnd() の両関数は wch がポイントする領域に、ウィンドウのバックグラウ
ンド文字および修飾情報の値を格納します。

戻り値
bkgrndset() および wbkgrndset() の両関数は値を返しません。

正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
curses_intro(3X) の「修飾情報」の項, <curses.h>
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ENHANCED CURSES

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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Itanium(R)ベースシステムでは廃止

名称
blopen( ), blclose( ), blread( ), blget( ), blset( ) − ターミナルブロックモードライブラリインタフェース

構文
#include <sys/blmodeio.h>

int blopen(int fildes);

int blclose(int bfdes);

int blread(int bfdes, char *buf, size_t nbyte);

int blget(int bfdes, struct blmodeio *arg);

int blset(int bfdes, const struct blmodeio *arg);

説明
このターミナルライブラリインタフェースを使用すると、 HP ターミナルでのブロックモード転送が支援でき
ます。ブロックモードは入力処理に影響するだけです。ですから、データは標準 write() インタフェース
(write(2) 参照) で書き込まれます。

キャラクタモードでは、入力されたとおりにターミナルからシステムに一文字ずつ送信されます。しかしブ
ロックモードでは、データはバッファーに蓄えられ、入力されたとおりにターミナルメモリーでローカルに編
集され、ターミナルの [Enter] キーが押されたとき、データブロックとして送信されます。ブロックモード
のデータを転送中、インタフェースは、着信データをエコーしません。また、データブロックの終了文字は認
識されますが、特殊文字の処理は行なわれません。継続したキャラクタモード転送の場合、エコーと文字処理
の決定をするため、既存のテルミオ状態 (termio(7) 参照) が続きます。

ブロックモード プロトコルには、２つの構成要素があります。ブロックモード ハンドシェイクとブロック
モード転送です。

ブロックモードハンドシェイク
読み込み開始時、システムがデータブロックを要求していることを知らせるために、 trigger 文字がターミナ
ルに送信されます (trigger 文字は、定義されていれば、キャラクタモードであろうがブロックモードであろう
が、すべての読み込み開始時に送信されます。ブロックモード読み込みが正しく動作する必要があります)。

trigger 文字の受信後、ユーザーは、すべてのデータをターミナルのメモリーに入力し、 [Enter] キーを押
します。そのとき、ターミナルには送信するデータブロックがあるということを知らせるため、 alert 文字が
ターミナルからシステムに送信されます。

システムは、カーソルホームやロックキーボードのようなユーザー定義可能なカーソル位置や、他のデータ
シーケンスをターミナルに送信します。

システムは、２番目の trigger 文字をターミナルに送信します。応答して、ターミナルは、「ブロックモード
転送」の項で説明されているようにデータブロックを転送します。
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ブロックモード転送
ブロックモードプロトコルの２番目の要素は、ブロックモード転送です。ブロックモードハンドシェイクが正
常終了した後、ターミナルはデータブロックをシステムに転送します。このデータ転送中、システムは着信
データをエコーしません。そして、データブロックの終了文字は、認識されますが、特殊文字の処理は行なわ
れません。ブロックモードハンドシェイクをバイパスできます。また、最初の trigger 文字だけを送信した後
でブロックモード転送を発生させることもできます。以下の CB_BMTRANS を参照してください。

キャラクタモード データ転送とブロックモード データ転送のどちらも混在できます。 CB_BMTRANS (以下を
参照) がセットされる場合、すべての転送はブロックモード転送になります。 CB_BMTRANS セットされてい
ない場合、キャラクタモード転送は、 termio(7) で説明されているように処理されます。この場合、 alert 文
字が入力データのどれかで受信されると、転送モードは、単一転送のかわりに自動的にブロックモードに切り
替わります。 alert の前で受信されたどんなデータも切り捨てられます。 alert 文字は、バックスラッシュ (\)

文字で回避することができます。

XON/XOFF フロー制御
データ損失を防ぐため、 XON/XOFF フロー制御がシステムとターミナルの間で使用されます。 IXOFF ビッ
ト (termio(7) 参照) がセットされ、ターミナルが適当に切り替わる必要があります。フロー制御が使用されな
い場合、着信データがオーバーフローし、損失する可能性があります (注: 旧型ターミナルには、 XON/XOFF

フロー制御のサポートをしないものがあります)。

読み込み要求
ブロックモード転送のデータを受信する読み込み要求は、転送が終了 (ターミナルからすべての文字を転送完
了) したとき戻ります。読み込みがバイトカウントを超えたり、データ転送エラーが発生した場合、継続する
すべてのデータは、転送が終了するまで切り捨てられます。終端回路文字が表示されるまで、読み込み待ちし
ます。またはシステムが指定した時間間隔が、指定した文字数に必要な時間より長く経過するまで、読み込み
待ちします。

データブロック終了文字は、ユーザーに返されるデータおよびバイトカウントにあります。ブロックモード転
送でターミナルから転送されるバイト数が、ユーザーによって要求されたバイト数を超えている場合、読み込
みで要求バイト数が返され、残りのバイトは切り捨てられます。ユーザーは、返されたデータの末尾の文字を
チェックして、データが切り捨てられたかどうか調べることができます。末尾の文字が終了文字でない場合、
要求以上のデータが受信され、データが切り捨てられました。

イベントには、 EIO エラーを引き起こすものがあります。そのイベントとは、転送、フレーミング、パリ
ティー、ブレーク、およびオーバーランのエラー、または内部タイマーの満了です。内部タイマーは、コン
ピュータが２番目のトリガー文字送信するとき開始し、コンピュータが終了文字を受信したとき、終了しま
す。このタイマーの長さは、読み込み要求されたバイト数と現在のボーレートに 10 秒を加えたもので決定さ
れます。

ハンドシェイクのユーザー制御
希望するならば、 OWNTERM モード (以下の CB_OWNTERM を参照) を選択すると、アプリケーションプログ
ラムは、 alert 文字に応じたハンドシェイクメカニズムが使用できます。このモードが選択された場合、 alert

文字を受信したとき、ドライバは、読み込み要求を終了します。 alert の前でデータは切り捨てられません
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し、データ読み込み時、 alert が返されます。 alert 文字は、バックスラッシュ (\) 文字で回避されます。ア
プリケーションが次の読み込みを実行するとき、２番目の trigger が送信されます。

blmode Control Calls
まず、継続するブロックモード制御呼び出しのファイル記述子を取得するため, tty デバイスへの標準 open()

呼び出しをしなければなりません (open() は、ターミナルの stdin システムによって自動的に行なわれま
す)。

int bfdes;

bfdes = blopen (int fildes)

blopen() への呼び出しは、ブロックモード アクセスが特定ファイル記述子に指定される前
に行なわれなければなりません。 blopen() は、以下で説明するブロックモードパラメータ
を初期化します。 blopen() の戻り値は、継続するすべてのブロックモード制御呼び出しに
引き継がなければならないブロックモードファイル記述子です。

int blclose (int bfdes)

blclose() への呼び出しは、デバイスの正しいクローズを保証するため、標準 close() の
前に実行しなければなりません (close(2) 参照)。実行しない場合、予測できない結果が発生し
ます。引き数 bfdes は、以前の blopen() システムコールから返されるファイル記述子で
す。

int blread (int bfdes, char *buf, size_t nbyte)

blread() ルーチンには、 read() システムコール (read(2) 参照) と同じパラメータがあり
ます。読み込み開始時、(定義されている場合) cb_trig1c 文字がデバイスに送信されます。
CB_BMTRANS がセットされておらず、 cb_alertc 文字が受信されていない場合、読み込み
データは、 termio(7) によって処理されます。 CB_BMTRANS がセットされた場合、または回
避されない cb_alertc 文字が受信された場合、エコーは転送期間中止められ、要求した終
了文字以外、特殊文字の処理も行なわれません。引き数 bfdes は、以前の blopen() システ
ムコールから返されるファイル記述子です。

int blget (int bfdes, struct blmodeio *arg)

blget() への呼び出しは、 blmodeio 構造体 (以下を参照) の現在値を返します。引き数
bfdes は、以前の blopen() システムコールから返されるファイル記述子です。

int blset (int bfdes, const struct blmodeio *arg)

blset() への呼び出しは、アドレスが arg である構造体のブロックモード値をセットしま
す。引き数 bfdes は、以前の blopen() システムコールから返されるファイル記述子です。

blmode 構造体
２つのブロックモード制御呼び出しである blget() と blset() は、 <sys/blmodeio.h> で定義され
た、以下の構造体を使用します。

#define NBREPLY 64
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struct blmodeio {

unsigned long cb_flags; /* Modes */

unsigned char cb_trig1c; /* First trigger */

unsigned char cb_trig2c; /* Second trigger */

unsigned char cb_alertc; /* Alert character */

unsigned char cb_termc; /* Terminating char */

unsigned char cb_replen; /* cb_reply length */

char cb_reply[NBREPLY]; /* optional reply */

};

cb_flags フィールドは、基本的なブロックモードプロトコルを制御します。

CB_BMTRANS 0000001 Enable mandatory block-mode transmission.

CB_OWNTERM 0000002 Enable user control of handshake.

CB_BMTRANS がセットされた場合、すべての転送がブロックモード転送で処理されます。ブロックモード ハ
ンドシェイクは要求されていません。読み込みデータは、ブロックモード転送データとして処理されます。表
示される最初の文字として alert 文字を受信すると、ブロックモードハンドシェイクも実行することができま
す。 CB_BMTRANS ビットセットが実行する blread() で、どんな既存の入力バッファーデータもフラッ
シュされます。

CB_BMTRANS がセットされていない場合で、 alert 文字が定義され入力ストリームの中で検出された場合、入
力バッファーはフラッシュされ、ブロックモード ハンドシェイクが実行されます。システムは、それから
cb_trig2c 文字をターミナルに送信し、ブロックモード転送が後に続きます。 alert 文字は、バックスラッ
シュ (\) を前に付けて回避することができます。

CB_OWNTERM がセットされる場合、読み込みは回避されない alert 文字を受信して終了します。入力バッ
ファーのフラッシュは行なわれませんし、 alert 文字がデータ読み込みで返されます。これによって、アプリ
ケーションコードは、ブロックモードハンドシェイクの実行ができます。ビットがクリアされた場合、回避さ
れない alert 文字で、通常のブロックモードハンドシェイクが使用できます。

cb_flags の初期値は全ビットがクリアされています。

特殊文字の中には、ブロックモードで使用される (入出力兼用の) ものがあります。これらの文字とこれらの文
字の初期値が以下に説明されています。これらの文字には、値を 0377 にセットして、未定義になっているも
のがあります。

cb_trig1c (デフォルト DC1) 読み込み要求開始時にターミナルに送信される最初の trigger 文字
です。

cb_trig2c (デフォルト DC1) alert 文字が表示された後でターミナルに送信される２番目の trig-

ger 文字です。

cb_alertc (デフォルト DC2) 最初の trigger 文字に応答してターミナルから送信される alert 文
字です。ターミナルがデータブロックの送信を準備していることを知らせます。
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alert 文字は、バックスラッシュ ("\") を前に付けて回避することができます。

cb_termc (デフォルト RS) ブロックモード転送が終了後、ターミナルから送信されます。デー
タブロックの終端をコンピュータに知らせます。

cb_replen フィールドは、 cb_reply フィールドのバイト数で長さを指定します。ゼロにセットさ
れた場合、 cb_reply 文字列は使用されません。 cb_replen フィールドは、最初ゼロにセットさ
れます。

alert 文字の受信後で、２番目の trigger 文字をコンピュータが送信する前であれば、 cb_reply 配
列に送信される文字列があります。どんな文字も応答文字列に格納できます。送信文字数は、
cb_replen で指定されます。 cb_reply 配列のすべての文字の初期値は、 NULL です。

戻り値
エラーが発生した場合、すべての呼び出しは −1 の値を返し、エラーを知らせるため errno がセットされま
す。エラーが検出されない場合、 blread() は、読み込み文字数を返します。正常終了の場合、他のすべて
の呼び出しは０を返します。

読み込み中にエラー値が返されたとしても、ユーザーバッファーの変更は可能です。ユーザーバッファーの
データは、終了していないものとして無視されます。以下のエラーは、指示されたライブラリ呼び出しが返し
ます。

blopen()
[ENO TTY] ターミナルデバイスに無関係な特定のファイル記述子

blclose()
[ENO TTY] 特定ファイル記述子用に blopen が過去にまったく実行されていないこと

blread()
[EDEADLK] このオペレーションの結果として資源デッドロックを起こすこと (lockf (2) 参照)

[EFAULT] buf が割り当てられたアドレス空間外を指すこと。このエラーの信頼性のある検出
は実現方法に依存した。

[EINTR] read システムコール中に取得されるシグナル

[EIO] ブロックモードデータ転送中に発生する I/O エラー

[ENO TTY] 特定ファイル記述子用に blopen が過去にまったく実行されていないこと

blget()
[ENO TTY] 特定ファイル記述子用に blopen が過去にまったく実行されていないこと

blset()
[EINVAL] システムに渡される構造体に指定された正常でない値
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[ENO TTY] 特定ファイル記述子用に blopen が過去にまったく実行されていないこと

警告
blopen(), blclose(), blread(), blget() および blset() はスレッドセーフではありません。

blopen がファイル記述子で呼び出され、正常に戻った場合、そのファイル記述子は、以下のシステムコール
へのパラメータとして継続的に使用してはなりません。そのシステムコールとは、 close(), dup(),

dup2(), fcntl(), ioctl(), read(), または select() です。 blclose がパラメータとして同じファイ
ル記述子で呼び出された後でなら使用できます。さらに、 scanf(), fscanf(), getc(), getchar(),

fgetc(), および fgetw() は blopen() 呼び出しで使用されたまま、 blclose() 呼び出しにより使用さ
れていないファイル記述子に関連するストリームのために呼び出されることがあってはなりません。これらの
関数は read() を呼び出し、これらのルーチンの呼び出しは、予期せぬ結果を招きます。

廃止インタフェース
blopen(), blclose(), blread(), blget(), および blset() は、Itaniumベース システムでは廃止さ
れ、PA-RISC リリースでは将来廃止される予定です。代わりに、X-Open の Curses API を使用してくださ
い。

著者
blopen(), blclose(), blread(), blget(), および blset() は、HP で開発されました。

参照
termio(7)
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ENHANCED CURSES

名称
border(), wborder() − 1バイト文字および修飾情報で枠線を引く

構文
#include <curses.h>

int border(chtype ls, chtype rs, chtype ts, chtype bs, chtype tl,

chtype tr, chtype bl, chtype br);

int wborder(WINDOW *win, chtype ls, chtype rs, chtype ts, chtype bs,

chtype tl, chtype tr, chtype bl, chtype br);

説明
border() および wborder() の両関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウの周辺に枠線を
引きます。これらの関数はカーソルを進めません。また、特殊文字処理も折り返しも行いません。

下表の左端列の引き数は 1バイト文字と修飾情報からなりますが、これらの引き数は枠線を引くに当たって次
のように使用されます。

引き数 デフォルト
名 用途 値

ls 列開始サイド ACS_VLINE

rs 列終了サイド ACS_VLINE

ts 開始行サイド ACS_HLINE

bs 最終行サイド ACS_HLINE

tl 開始行と列開始部の隅 ACS_ULCORNER

tr 開始行と列終了部の隅 ACS_URCORNER

bl 最終行と列開始部の隅 ACS_BLCORNER

br 最終行と列終了部の隅 ACS_BRCORNER

左端列の引き数のいずれかの値が０の場合に、右端列のデフォルト値が使われます。左端列の引き数のいずれ
かの値がマルチカラム文字の場合は、結果は不定です。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
これらの関数は、各文字が 1バイトで、その属性が A_ で始まる定数だけで表現することができるキャラク
ターセットでのみ確実に動作することが保証されています。
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参照
border_set(3X), box(3X), hline(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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ENHANCED CURSES

名称
border_set, wborder_set — 複情報文字および修飾情報で枠線を引く

構文
#include <curses.h>

int border_set(const cchar_t *ls, const cchar_t *rs, const cchar_t *ts,

const cchar_t *bs, const cchar_t *tl, const cchar_t *tr,

const cchar_t *bl, const cchar_t *br);

int wborder_set(WINDOW *win, const cchar_t *ls, const cchar_t *rs,

const cchar_t *ts, const cchar_t *bs,

const cchar_t *tl, const cchar_t *tr,

const cchar_t *bl, const cchar_t *br);

説明
border_set() および wborder_set() の両関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウの周
辺に枠線を引きます。これらの関数はカーソルを進めません。また、特殊文字処理も折り返しも行いません。

下表の左端列の引き数はスペーシング複情報文字と修飾情報からなりますが、これらの引き数は枠線を引くに
当たって次のように使用されます。

引き数 デフォルト
名 用途 値

ls 列開始サイド WACS_VLINE

rs 列終了サイド WACS_VLINE

ts 開始行サイド WACS_HLINE

bs 最終行サイド WACS_HLINE

tl 開始行と列開始部の隅 WACS_ULCORNER

tr 開始行と列終了部の隅 WACS_URCORNER

bl 最終行と列開始部の隅 WACS_BLCORNER

br 最終行と列終了部の隅 WACS_BRCORNER

左端列の引き数のいずれかの値がヌルポインターの場合に、右端列のデフォルト値が使われます。左端列の引
き数のいずれかの値がマルチカラム文字の場合は、結果は不定です。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。
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参照
box_set(3X), hline_set(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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CURSES

名称
box() − １バイト文字および修飾情報で枠線を引く

構文
#include <curses.h>

int box(WINDOW *win, chtype verch, chtype horch);

説明
box 関数は、指定されたウィンドウの周辺に枠線を引きます。この関数はカーソルを進めません。また、特殊
文字処理も折り返しも行いません。

関数 box(win, verch, horch) は次の関数と同じ働きをします。

wborder(win, verch, verch, horch, horch, 0, 0, 0, 0);

戻り値
正常に終了すると box() は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
これらの関数は、各文字が１バイトで、その属性が A_ で始まる定数だけで表現することができるキャラク
ターセットでのみ確実に動作することが保証されています。

参照
border(3X), box_set(3X), hline(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
説明部分は変更され、本機能を、wborder() 関数を呼び出すという点から説明しています。
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ENHANCED CURSES

名称
box_set() − 複情報文字および修飾情報で枠線を引く

構文
#include <curses.h>

int box_set(WINDOW *win, const cchar_t *verch, const cchar_t *horch);

説明
box_set() 関数は、指定されたウィンドウの周辺に枠線を引きます。この関数はカーソルを進めません。ま
た、特殊文字処理も折り返しも行いません。

box_set(win, verch, horch) 関数は次の関数と同じ働きをします。

wborder_set(win, verch, verch, horch, horch, NULL, NULL, NULL, NULL);

戻り値
正常に終了するとこの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
border_set(3X), hline_set(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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廃止予定

名称
bsd_signal − 簡略化されたシグナル機能

構文
#include <signal.h>

void (*bsd_signal(int sig, void (*func)(int)))(int);

説明
bsd_signal() 関数は、古いシステムインタフェースで作成されたプログラムのために部分的に互換性のあ
るインタフェースを提供します (後述の「アプリケーション使用法」を参照してください)。

関数呼び出し bsd_signal(sig,func) は、次のように実行されたかのような効果があります。

void (*bsd_signal(int sig, void (*func)(int)))(int)

{

struct sigaction act, oact;

act.sa_handler = func;

act.sa_flags = SA_RESTART;

sigemptyset(&act.sa_mask);

sigaddset(&act.sa_mask, sig);

if (sigaction(sig, &act, &oact) == -1)

return(SIG_ERR);

return(oact.sa_handler);

}

このハンドラ関数を次のように宣言しなければなりません。

void handler(int sig);

ここで、 sig はシグナル番号です。この動作は、 func が複数の引き数、または異なる種類の引き数を持つ関
数である場合には、未定義になります。

戻り値
正常終了時には、 bsd_signal() は、 sig に対する以前の動作を戻します。それ以外の場合は、
[SIG_ERR] を戻し、そのエラーを示す errno を設定します。

エラー
sigaction() を参照してください。

アプリケーション使用法
この関数は、単一の引き数を持つシグナルハンドラ関数を導入している単純なアプリケーションに対して BSD

signal() 関数を直接置き換えるものです。複数の引き数を要求する BSD シグナルハンドラ関数が導入され
ている場合、 sigaction() を使用するようにアプリケーションを修正する必要があります。 SA_RESTART

フラグが設定されているという点で、 bsd_signal() 関数は signal() とは異なり、 bsd_signal() が
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使用されると SA_RESETHAND がクリアされます。これらのフラグの状態は、 signal() では指定されませ
ん。

警告
廃止インタフェース

bsd_signal() は、将来廃止される予定です。

参照
sigaction(2), sigaddset(3C), sigemptyset(3C), signal(2), <signal.h>
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名称
killpg(), getpgrp(), setpgrp(), signal(), sigvec() − 4.2 BSD との互換プロセス制御機能

構文
#include <signal.h>

int killpg(int pgrp, int sig);

int getpgrp(int pid);

int setpgrp(int pid, int pgrp);

void (*signal(int sig, void (*func)(int)))(int);

廃止インターフェース
int sigvec(

int sig,

struct sigvec *vec,

struct sigvec *ovec

);

説明
これらの呼び出しは、4.2 バークレー ソフトウェア ディストリビューション (BSD) にある同じ名前の関数を
シミュレートします (旧製品との互換性のために用意されています)。

このバージョンの setpgrp() は、システムコール setpgid(pid, pgrp) (setpgid(2) を参照 ) と等価で
す。

このバージョンの getpgrp() は、システムコール getpgrp2(pid) (getpid(2) を参照) と等価です。

killpg() は、システムコール kill(-pgrp, sig) (kill(2) を参照) と等価です。

関数 sigvec() は、現在はサポートされていません。sigaction(2) マンページを参照してください。

このバージョンの signal() には、sigvec(sig, vec, ovec) と同じ効果があります。ここで vec−>sv_han-

dler は func に等しく、vec−>sv_mask は 0 、vec−>sv_flags は 0 です。signal() は、等価の sigvec()

の呼び出しが正常終了すると、ovec−>sv_handler 内に保存される値を返します。それ以外の場合は、sig-

nal() は −1 を返し、errno は、等価の sigvec() の呼び出しによって設定されるのと同様に、理由を示
す値が設定されます。

BSD シグナルを使用するアプリケーションでは、sigaction(2) を使用することを推奨します。システムは、
バークレー ソフトウェア ディストビリューションと同様の動作を示す代替関数をサポートしています。API

は bsd_signal ですが、これを使用することはお奨めできません。

警告
4.3 BSD リリースでは、ここで説明した一部のインタフェースへの拡張が定義されていますが、このパッケー
ジでは 4.2 BSDインタフェースのみをエミュレートします。
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sigset(3C) で説明した機能とともに、bsdproc() を使用することはできません。

廃止インターフェース
関数 sigvec() のサポートは既に終了しています。 sigaction(2) のマンページを参照してください。

アプリケーション使用法
スレッドに関する考察

sigvec() および signal() によって設定されるシグナルのディスポジション (catch/ignore/default

など) は、プロセス内のすべてのスレッドにより共有されます。

シグナルおよびスレッドの詳細については、signal(5) を参照してください。

著者
bsdproc() は、HP および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
ld(1), kill(2), getpid(2), msgop(2), msgsnd(2), msgrcv(2), read(2), semop(2), setpgid(2), setsid(2), sigvec-

tor(2), wait(2), write(2), sigaction(2) sigset(3C), sigstack(2), bsd_signal(3C), signal(5)
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名称
bsearch( ) − ソートテーブルのバイナリサーチ

構文
#include <stdlib.h>

void *bsearch(

const void *key,

const void *base,

size_t nel,

size_t size,

int (*compar)(const void *, const void *)

);

説明
bsearch() は、Knuth (6.2.1) Algorithm B から一般化されたバイナリサーチ ルーチンです。これは、デー
タのある場所を指しているテーブルにポインターを返します。テーブルは、与えられた比較関数にしたがって
前もって昇順にソートされる必要があります。 key は、テーブルの中にあるデータが一致するものを指しま
す。 base は、基本テーブルにある要素を指します。 nel は、テーブルの要素数です。 size はテーブルの各要
素の大きさです。 compar は、比較する要素を指す２つの引き数が呼び出す比較関数名です。関数は、ゼロよ
り小さい、ゼロに等しい、ゼロより大きい、のどれかの整数を返さなければなりません。その整数は、最初の
引き数 (キー) が２番目の引き数 (構造体の要素) より小さいか、等しいか、大きいかを示しています。

注記
キーへのポインターと基本テーブルの要素は、ポインター対要素形式になる必要があります。そしてポイン
ター対ボイド形式に変換されなければなりません。

比較関数では、各バイトごとの比較は必要ありません。そのため、比較する値の他に任意のデータを要素に入
れることができます。

返される値は、ポインター対ボイド形式で記述されますが、ポインター対要素形式に変換される必要がありま
す。

戻り値
キーがテーブル中にない場合、 NULLポインターが返されます。

例
以下の例では、文字列とその長さで構成されるノードへのポインターを格納するテーブルを検索します。テー
ブルは各エントリーが指し示すノードの文字列で、アルファベット順に並んでいます。

このコードフラグメントは文字列で読み込みます。そして翻訳ノードを検索して、文字列とその長さを出力す
るか、またはエラーメッセージを出力します。

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>
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#include <string.h>

#define TABSIZE 1000

struct node { /* these are stored in the table */

char *string;

int length;

};

struct node table[TABSIZE]; /* table to be searched */

.

.

.

{

struct node *node_ptr, node;

/* routine to compare 2 nodes */

int node_compare(const void *, const void *);

char str_space[20]; /* space to read string into */

.

.

.

node.string = str_space;

while (scanf("%s", node.string) != EOF) {

node_ptr = (struct node *)bsearch((void *)(&node),

(void *)table, TABSIZE,

sizeof(struct node), node_compare);

if (node_ptr != NULL) {

(void)printf("string = %20s, length = %d¥n",
node_ptr->string, node_ptr->length);

} else {

(void)printf("not found: %s¥n", node.string);
}

}

}

/* This routine compares two nodes based on an

alphabetical ordering of the string field.

*/

int

node_compare(const void *node1, const void *node2)

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 2 −  Hewlett-Packard Company 177



bsearch(3C) bsearch(3C)

struct node *node1, *node2;

{

return strcoll(((const struct node *)node1)->string,

((const struct node *)node2)->string);

}

警告
検索されたテーブルに選択基準に合った複数のエントリーがある場合、検索アルゴリズムによって決定される
ように、ランダムエントリーは、 bsearch() によって返されます。

参照
hsearch(3C), lsearch(3C), qsort(3C), tsearch(3C), thread_safety(5)

標準準拠
bsearch(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C
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名称
btowc( ), wctob( ) − シングルバイトキャラクタとワイドキャラクタ間の変換

構文
#include <stdio.h>

#include <wchar.h>

wint_t btowc(int c);

int wctob(wint_t c);

説明
btowc() btowc() 関数は、 c が初期シフト状態で有効な (１バイト) 文字を構成するかどうかを判断

します。

wctob() wctob() 関数は、 c が初期シフト状態ではシングルバイトである文字表現を持つ拡張キャラ
クタセットのいずれかに一致するかどうかを判断します。

多言語化対応
ロケール

これらの関数の動作は LC_CTYPE カテゴリにより影響を受けます。

戻り値
btowc() 関数は、 c の値が EOF であったり、符号なしの文字として c が初期シフト状態で正しい (１バイ
ト) 文字を構成しない場合には、 WEOF を返します。それ以外の場合には、その文字のワイド文字表現を返し
ます。

wctob() 関数は、 c が初期シフト状態で長さ１の文字に一致しない場合には、 EOF を返します。それ以外
の場合には、その文字のシングルバイト表現を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

著者
btowc() は、HP および三菱電機により開発されました。

参照
thread_safety(5)
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名称
bufsplit() − バッファーをフィールドに分割する

構文
#include <libgen.h>

size_t bufsplit(char *buf , size_t n, char **a);

説明
bufsplit は、バッファー buf を調べ、タブまたは改行によって区切られている buf 内の最初の n 個の
フィールドをそれぞれのポインターが指すように、ポインター配列 a に値を割り当てます。

フィールドを区切るために使用される文字を変更するには、 buf にその区切り文字の列を設定し、 n および a

にゼロに設定した bufsplit を呼び出します。たとえば、タブおよび改行の他に、 ’:’、 ’.’、および ’,’ を区
切り記号として使用するには、次のようにします。

bufsplit(":.,¥t¥n", 0, (char∗∗)0);

戻り値
配列 a 内に割り当てられるフィールドの数。 buf がゼロの場合、戻り値はゼロで配列は変更されません。それ
以外の場合は、戻り値は最低でも１です。この配列内の残りの要素には、バッファーの最後にあるヌルバイト
のアドレスが割り当てられます。

例
/*

∗ set a[0] = "This", a[1] = "is", a[2] = "a",

∗ a[3] = "test"

*/

bufsplit("This¥tis¥ta¥ttest¥n", 4, a);

警告
bufsplit は、 buf 内で区切り記号をヌルバイトに変更します。

参照
thread_safety(5)
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名称
bwtmps: bwtmpname(), updatebwdb(), getbwent(), setbwent(), endbwent() − wtmps と btmps データベース
へのアクセスと更新ルーチン

構文
#include <utmps.h>

void bwtmpname(char *file);

int updatebwdb(struct utmps *utmps, size_t size);

struct utmps * getbwent(size_t size);

void setbwent(void);

void endbwent(void);

説明
getbwent() は、utmps 構造体へのポインターを返します。utmps 構造体のキーメンバーは次のとおりで
す。

char ut_user[] ユーザーログイン名
char ut_id[] エントリーを区別するためのユニークな ID

char ut_line[] デバイス名
pid_t ut_pid プロセス ID

short ut_type エントリータイプ
struct ut_exit プロセスの終了ステータス
struct timeval ut_tv エントリーの作成時間
char ut_host[] リモートの場合ホスト名
uint8_t ut_addr[] リモートの場合ホストの IP アドレス
short ut_addr_type ut_addr のアドレス種別を示すフラグ

ルーチン
次のルーチンが用意されています。

bwtmpname() は検査するデータベースを WTMPS_FILE もしくは BTMPS_FILE に設定します。
bwtmpname() はデータベースをオープンしません。ファイルがオープンされてい
た場合、古いファイルをクローズして、新しいファイル名を保存するだけです。
WTMPS_FILE と BTMPS_FILE は <utmps.h> ヘッダーファイルに定義されてい
るマクロであり、それぞれの実体は /var/adm/wtmps と /var/adm/btmps

ファイルに当たります。

getbwent() は直前の bwtmpname() コール次第で WTMPS_FILE か BTMPS_FILE のどちら
かからエントリーを読み取ります。データベースがオープンされていない場合は、
getbwent() がオープンします。ファイルの最後まで来ると、getbwent() は失
敗します。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 181



bwtmps(3C) bwtmps(3C)

updatebwdb() は直前の bwtmpname() コールによってセットされている BTMPS_FILE か
WTMPS_FILE に対して utmps によって指し示される utmps 構造体を付け加え
ます。

setbwent() bwtmpname() を通して与えられたデータベースの開始点から始めるために
getbwent() への要求をリセットします。

endbwent() 現在オープンしているデータベースコネクションをクローズします。

戻り値
getbwent() は、成功すると struct utmps タイプの構造体のポインターを返します。size が定義されて
いるサイズではない場合、getbwent() はNULLを返し、errnoに [EINVAL] を設定します。データベース
の最後まで来ると、getbwent は、NULLを返します。

updatebwdb() は、データベースへの追加が成功すると、0 を返します。updatebwdb() は、追加が失敗
すると -1 を返します。

エラー
[EINVAL] bwtmps(3C) 関数に渡さされるサイズパラメータが utmps 構造体がサポートするも

のと一致しない場合。

警告
アプリケーションから、wtmps および btmps データベースに直接アクセスするのではなく、これらの関数
をこの２つのデータベースに書き込まれた構造体、つまり utmps 構造体のスーパーセットとして使用してく
ださい。 updatebwdb() は /var/adm/wtmp および /var/adm/btmp ファイルを更新しません。

bwtmps(3C) インターフェイスは共有ライブラリ libuseracct.so.1/libuseracct.1 をロードします。

アーカイブモードでのアプリケーションのコンパイル/リンク (PA-RISC のみ)
bwtmps(3C) インターフェイスを使用していて、アプリケーションをアーカイブモードでコンパイル/リンクし
ている場合、bwtmps(3C) インターフェイスは libdld.sl に依存していてるので、コンパイル/リンクのコ
マンドを変更する必要があるという点に注意してください。

コンパイル :

cc -Wl,-a,archive -Wl,-E -Wl,+n -l:libdld.sl -o outfile source

または、CCOPTS と LDOPTS を次のように指定してコンパイルします。

export CCOPTS="-Wl,-a,archive options -Wl,-E -l:libdld.sl"

export LDOPTS="options -E +n -l:libdld.sl"

cc -o outfile source

-Wl,-a,archive は位置依存オプションなので、コンパイル行の最初に指定します。将来のリリースで最適
な互換性を得るために、上記で必要な libdld.sl 以外の共有ライブラリと一緒にアーカイブ版 libcを使用し
ないでください。
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著者
bwtmps ルーチンは HP で開発されました。

ファイル
/var/adm/wtmps

/var/adm/btmps

参照
getuts(3C), utmps(4), thread_safety(5)
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名称
htonl( ), htons( ), ntohl( ), ntohs( ) − ホストバイトオーダとネットワークバイトオーダとの間での値の変換

構文
#include <netinet/in.h>

_XOPEN_SOURCE_EXTENDED の場合 #include <arpa/inet.h>

unsigned long htonl(unsigned long hostlong);

unsigned short htons(unsigned short hostshort);

unsigned long ntohl(unsigned long netlong);

unsigned short ntohs(unsigned short netshort);

説明
これらのルーチンは、ネットワークバイトオーダとホストバイトオーダとの間で 16ビットと32ビットを変換
します。 HP-UX システムではネットワーク バイトオーダとホスト バイトオーダは同じで、これらのルーチ
ン は イ ン ク ルー ド ファ イ ル <netinet/in.h> 内 で ヌ ル マ ク ロ と し て 定 義 さ れ ま す。
_XOPEN_SOURCE_EXTENDED が定義されている場合、これらのルーチンはインクルードファイル
<arpa/inet.h> で定義されます。

これらのルーチンは gethostent() および getservent() (gethostent(3N), getservent(3N) 参照) によっ
て戻されるインタネットアドレスとポートに関連して、非常によく使われます。これらのルーチンは、移植性
のあるプログラムを作成するときに使います。

著者
byteorder() 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
gethostent(3N), getservent(3N)

標準準拠
byteorder(): XPG4
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名称
cabs( ), cabsf( ), cabsl( ), cabsw( ), cabsq( ) − 複素数の絶対値関数 (ノルム関数、モジュラス関数、マグニチュー
ド関数ともいう)

構文
#include <complex.h>

double cabs(double complex z);

float cabsf(float complex z);

long double cabsl(long double complex z);

extended cabsw(extended complex z);

quad cabsq(quad complex z);

説明
これらの関数は、Itaniumベースシステムでのみ使用できます。

cabs() は、複素数 z の絶対値を返します。

cabsf() は、 cabs() の float complex バージョンで、 float complex 型の引き数をとり、 float

型の結果を返します。

cabsl() は、 cabs() の long double complex バージョンで、 long double complex 型の引き数
をとり、 long double 型の結果を返します。

cabsw() は、 cabs() の extended complex バージョンで、 extended complex 型の引き数をと
り、 extended 型の結果を返します。

cabsq() は、HP-UX システムでは cabsl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。 cabsw() ま
たは cabsq() を使うには、 −fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに
<complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm

を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
cabs(z) は、 hypot(creal(z),cimag(z)) と同じ値を返すとともに、同じ浮動小数点例外を発生させま
す。 +Onocxlimitedrange コンパイラオプション (HP の C/C++ でのデフォルト) が有効になっていない
場合、 cabs() は、極値の仕様に合っていない、単純な式を使って計算されることがあります。

エラー
エラーは、定義されていません。
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参照
fabs(3M), carg(3M), complex(5), hypot(3M)

標準準拠
cabs(), cabsf(), cabsl() : ISO/IEC C99 (付録 G 『IEC 60559-compatible complex arithmetic』を含む)
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Itanium(R)ベースシステム専用

名称
cacos( ), cacosf( ), cacosl( ), cacosw( ), cacosq( ) − 複素数の逆余弦関数

構文
#include <complex.h>

double complex cacos(double complex z);

float complex cacosf(float complex z);

long double complex cacosl(long double complex z);

extended complex cacosw(extended complex z);

quad complex cacosq(quad complex z);

説明
これらの関数は、Itaniumベースシステムでのみ使用できます。

cacos() は、虚軸に沿って数学的に無限の範囲、実軸に沿って区間 [0,Pi] の帯状の範囲で複素数 z の逆余弦
を返します。

分岐線法では、実軸に沿った区間 [−1,+1] の外側になります。

cacosf() は、 cacos() の float complex バージョンで、 float complex 型の引き数をとり、
float complex 型の結果を返します。

cacosl() は、 cacos() の long double complex バージョンで、 long double complex 型の引き
数をとり、 long double complex 型の結果を返します。

cacosw() は、 cacos() の extended complex バージョンで、 extended complex 型の引き数をと
り、 extended complex 型の結果を返します。

cacosq() は、HP-UX システムでは cacosl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。 cacosw()

または cacosq() を使うには、 −fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラ
ムに <complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行
で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
cacos(conj(z)) = conj(cacos(z))

cacos(±0+i0) は Pi/2-i0 を返します。

cacos(±0+iNaN) は Pi/2+iNaN を返します。

cacos(x+iInf) は、有限値 x に対して Pi/2-iInf を返します。
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cacos(x+iNaN) は NaN+iNaN を返し、ゼロでない有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生すること
もあります。

cacos(-Inf+iy) は、正の有限値 v に対して Pi-iInf を返します。

cacos(+Inf+iy) は、正の有限値 v に対して +0-iInf を返します。

cacos(-Inf+iInf) は 3Pi/4-iInf を返します。

cacos(+Inf+iInf) は Pi/4-iInf を返します。

cacos(±Inf+iNaN) は NaN±iInf を返します (この場合、結果の虚数部の符号は不定です)。

cacos(NaN+iy) は NaN+iNaN を返し、有限値 v に対して無効浮動小数点例外が発生することもありま
す。

cacos(NaN+iInf) は NaN-iInf を返します。

cacos(NaN+iNaN) は NaN+iNaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
acos(3M), ccos(3M), complex(5)

標準準拠
cacos(), cacosf(), cacosl() : ISO/IEC C99 (付録 G 『IEC 60559-compatible complex arithmetic』を
含む)
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名称
cacosh( ), cacoshf( ), cacoshl( ), cacoshw( ), cacoshq( ) − 複素数の逆双曲線余弦関数

構文
#include <complex.h>

double complex cacosh(double complex z);

float complex cacoshf(float complex z);

long double complex cacoshl(long double complex z);

extended complex cacoshw(extended complex z);

quad complex cacoshq(quad complex z);

説明
これらの関数は、Integrity サーバーでのみ使用できます。

cacosh() は、実軸に沿って負でない値、虚軸に沿って区間 [-iPi,iPi] の片方向に帯状の範囲で複素数 z の逆
双曲線余弦を返します。分岐線法では、実軸に沿って１より小さい値になります。

cacoshf() は、cacosh() の float complex バージョンで、float complex 型の引き数をとり、
float complex 型の結果を返します。

cacoshl() は、cacosh() の long double complex バージョンで、long double complex 型の引
き数をとり、long double complex 型の結果を返します。

cacoshw() は、cacosh() の extended complex バージョンで、extended complex 型の引き数をと
り、extended complex 型の結果を返します。

cacoshq() は、HP-UX システムでは cacoshl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。cacoshw()

または cacoshq() を使うには、−fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラ
ムに <complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行
で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
cacosh(conj(z)) = conj(cacosh(z))

cacosh(±0+i0) は +0+iPi/2 を返します。

cacosh(x+iInf) は、有限値 x に対して +Inf+iPi/2 を返します。

cacosh(x+iNaN) は NaN+iNaN を返し、有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生することもありま
す。

cacosh(-Inf+iy) は、正の有限値 v に対して +Inf+iPi を返します。
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cacosh(+Inf+iy) は、正の有限値 v に対して +Inf+i0 を返します。

cacosh(-Inf+iInf) は +Inf+i3Pi/4 を返します。

cacosh(+Inf+iInf) は +Inf+iPi/4 を返します。

cacosh(±Inf+iNaN) は +Inf+iNaN を返します。

cacosh(NaN+iy) は NaN+iNaN を返し、有限値 v に対して無効浮動小数点例外が発生することもありま
す。

cacosh(NaN+iInf) は +Inf+iNaN を返します。

cacosh(NaN+iNaN) は NaN+iNaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
acosh(3M), ccosh(3M), complex(5)

標準準拠
cacosh(), cacoshf(), cacoshl() : ISO/IEC C99 ( 付 録 G 『 IEC 60559-compatible complex

arithmetic』を含む)
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ENHANCED CURSES

名称
can_change_color(), color_content(), has_colors(), init_color(), init_pair(),start_color(), pair_content() − 色操
作関数

構文
#include <curses.h>

bool can_change_color(void);

int color_content(short color, short *red, short *green, short *blue);

int COLOR_PAIR(int n);

bool has_colors(void);

int init_color(short color, short red, short green, short blue);

int init_pair(short pair, short f, short b);

int pair_content(short pair, short *f, short *b);

int PAIR_NUMBER(int value);

int start_color(void);

extern int COLOR_PAIRS;

extern int COLORS;

説明
これらの関数は、カラー端末の色を操作します。

照会機能
has_colors() 関数は、端末がカラー端末かどうかを示します。 can_change_color() 関数は、端末が
カラー端末で、色を再定義できるかどうかを示します。

初期化
start_color() 関数は、端末が色を使えるようにするために、どんな色操作関数よりも先に呼び出さなけれ
ばなりません。本関数は、８つの基本色 (黒、青、緑、シアン、赤、マジェンタ、黄、白) を初期化します。こ
れらの色は <curses.h> 内で定義されるカラーマクロ (COLOR_BLACK など ) によって指定されます
(<curses.h> 内の「カラー関連マクロ」を参照)。これらの８つの色の初期の外観は指定されません。

本関数はまた、２つのグローバル外部変数を初期化します。

• COLORS は端末がサポートする色数を定義します。 (下の「色の識別」の記述を参照) COLORS が
0 の場合、端末は色の再定義をサポートしません (can_change_colour() は FALSE を返しま
す)。

• COLOR_PAIRS は、端末がサポートする色の組み合わせ (カラーペア) の最大数を定義します。 (下
の「ユーザー定義のカラーペア」の記述を参照)
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start_color() 関数はまた、端末上の色を端末固有の初期値として復元します。初期の背景色は、全端末と
も黒で想定されています。

色の識別
init_color() 関数は、色の再定義をサポートする端末上の色の番号 color が、 red、green、blue それぞ
れが指定する赤、緑、青の輝度要素を持つように再定義します。また、 init_color() を呼び出すことに
よって、画面上に現れる指定された色すべてを新しい定義に変更します。

color_content() 関数は色番号 color の輝度要素を識別します。本関数は、その色の赤、緑、青の輝度要
素を、red、green、blue それぞれによってポイントされるアドレス内に格納します。

どちらの関数でも、引き数 color は０以上で COLORS − 1 を含まなければなりません。有効な輝度の値は 0(輝
度要素なし) 以上 1000(最大輝度) 以下です。

ユーザー定義されたカラーペア
init_pair() を呼び出すことによって、カラーペア番号に前景色 f および背景色 b を定義またが再定義しま
す。 init_pair() を呼び出すことによってカラーペアの旧定義に表示されていた文字すべてを新しい定義
に変更し、画面をリフレッシュします。

カラーペアを定義すると、マクロ COLOR_PAIR(n) はカラーペア値 n を返します。この値は色の属性ですが、
それは chtype から抜き出されるからです。反対に、マクロ PAIR_NUMBER(value) はカラー属性 value に対
応したカラーペア番号を返します。

pair_content() 関数はカラーペア番号 pair の構成色を検索します。また、本関数は f および b がそれぞ
れポイントする変数内の前景色のおよび背景色の番号を格納します。

init_pair() および pair_content() では、pair の値は 0 以上で COLOR_PAIRS − 1 を含まなければな
りません (pair の有効値には処理系独自の最小制限値がありますが、それらは最小でも 63 です)。 f および b

の有効値は 0 以上で、 COLORS − 1 を含みます。

戻り値
has_colors() 関数は、端末が色を操作できると TRUE を返します。そうでなければ FALSE を返します。

can_change_color() 関数は、端末が色をサポートし、その定義を変更できると TRUE を返します。そう
でなければ FALSE を返します。

正常に終了すると、その他の関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
これらの関数を使用するには、 start_color() を、通常は initscr() の直後に呼び出さなければなりま
せん。

can_change_color() および has_colors() の両関数は、端末から独立したプログラムを書くことを容
易にします。例えば、プログラマーは色を使うか、それとも他のビデオ属性を使うかを決めるときに、これら
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の関数を使うことができます。

カラー端末では COLORS の通常値は８で、 COLOR_BLACK などのマクロは 0 ～ 7 の値を返します。しか
し、アプリケーションは、この真偽を判別できません。

参照
attroff(3X), delscreen(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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名称
carg( ), cargf( ), cargl( ), cargw( ), cargq( ) − 複素数の変関数 (位相角関数ともいう)

構文
#include <complex.h>

double carg(double complex z);

float cargf(float complex z);

long double cargl(long double complex z);

extended cargw(extended complex z);

quad cargq(quad complex z);

説明
これらの関数は、Itaniumベースシステムでのみ使用できます。

carg() は、複素数 z の変関数値を区間 [-pi,+pi] の範囲で返します。

cargf() は、 carg() の float complex バージョンで、 float complex 型の引き数をとり、 float

型の結果を返します。

cargl() は、 carg() の long double complex バージョンで、 long double complex 型の引き数
をとり、 long double 型の結果を返します。

cargw() は、 carg() の extended complex バージョンで、 extended complex 型の引き数をと
り、 extended 型の結果を返します。

cargq() は、HP-UX システムでは cargl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。 cargw() ま
たは cargq() を使うには、 −fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに
<complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm

を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
carg(z) は atan2(cimag(z),creal(z)) と同じ値を返すとともに、同じ例外を発生させます。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
atan2(3M), cabs(3M), complex(5)
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標準準拠
carg(), cargf(), cargl() : ISO/IEC C99 (付録 G 『IEC 60559-compatible complex arithmetic』を含む)
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名称
casin( ), casinf( ), casinl( ), casinw( ), casinq( ) − 複素数の逆正弦関数

構文
#include <complex.h>

double complex casin(double complex z);

float complex casinf(float complex z);

long double complex casinl(long double complex z);

extended complex casinw(extended complex z);

quad complex casinq(quad complex z);

説明
これらの関数は、Itaniumベースシステムでのみ使用できます。

casin() は、虚軸に沿って数学的に無限の範囲、実軸に沿って区間 [-Pi/2,+Pi/2] の帯状の範囲で複素数 z の
逆正弦を返します。分岐線法では、実軸に沿って区間 [−1,+1] の外側になります。

casinf() は、casin() の float complex バージョンで、float complex 型の引き数をとり、
float complex 型の結果を返します。

casinl() は、casin() の long double complex バージョンで、long double complex 型の引き
数をとり、long double complex 型の結果を返します。

casinw() は、casin() の extended complex バージョンで、extended complex 型の引き数をと
り、extended complex 型の結果を返します。

casinq() は、HP-UX システムでは casinl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。casinw() ま
たは casinq() を使うには、−fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラム
に <complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で
−lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
casin(conj(z)) = conj(casin(z)) で casin は奇関数です。

casin(+0+i0) は 0+i0 を返します。

casin(Inf+iy) は、正の有限値 v に対して Pi/2+iInf を返します。

casin(NaN+iy) は NaN+iNaN を返し、有限値 v に対して無効例外が発生することもあります。

casin(x+iInf) は、正の有限値 x に対して +0+iInf を返します。
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casin(+Inf+iInf) は Pi/4+iInf を返します。

casin(NaN+iInf) は NaN+iInf を返します。

casin(+0+iNaN) は +0+iNaN を返します。

casin(x+iNaN) は NaN+iNaN を返し、ゼロでない有限値 x に対して無効例外が発生することがありま
す。

casin(Inf+iNaN) は NaN±iInf を返します (この場合、結果の虚数部の符号は不定です)。

casin(NaN+iNaN) は NaN+iNaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
asin(3M), asinh(3M), csin(3M), complex(5)

標準準拠
casin(), casinf(), casinl() : ISO/IEC C99 (付録 G 『IEC 60559-compatible complex arithmetic』を
含む)
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名称
casinh( ), casinhf( ), casinhl( ), casinhw( ), casinhq( ) − 複素数の逆双曲線正弦関数

構文
#include <complex.h>

double complex casinh(double complex z);

float complex casinhf(float complex z);

long double complex casinhl(long double complex z);

extended complex casinhw(extended complex z);

quad complex casinhq(quad complex z);

説明
これらの関数は、Integrity サーバーでのみ使用できます。

casinh() は、実軸に沿って数学的に無限の範囲、虚軸に沿って区間 [-i*Pi/2,+i*Pi/2] の帯状の範囲で複素数
z の逆双曲線正弦を返します。分岐線法では、虚軸に沿った区間 [-i,+i] の外側になります。

casinhf() は、casinh() の float complex バージョンで、float complex 型の引き数をとり、
float complex 型の結果を返します。

casinhl() は、casinh() の long double complex バージョンで、long double complex 型の引
き数をとり、long double complex 型の結果を返します。

casinhw() は、casinh() の extended complex バージョンで、extended complex 型の引き数をと
り、extended complex 型の結果を返します。

casinhq() は、HP-UX システムでは casinhl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。casinhw()

または casinhq() を使うには、−fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラ
ムに <complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行
で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
casinh(conj(z)) = conj(casinh(z)) で casinh は奇関数です。

casinh(+0+i0) は 0+i0 を返します。

casinh(x+iInf) は、正の有限値 x に対して +Inf+iPi/2 を返します。

casinh(x+iNaN) は NaN+iNaN を返し、有限値 x に対して無効例外が発生することがあります。

casinh(+Inf+iy) は、正の有限値 v に対して +Inf+i0 を返します。

198 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



casinh(3M) casinh(3M)
HP Integrity サーバー専用

casinh(+Inf+iInf) は +Inf+iPi/4 を返します。

casinh(+Inf+iNaN) は +Inf+iNaN を返します。

casinh(NaN+i0) は NaN+i0 を返します。

casinh(NaN+iy) は NaN+iNaN を返し、ゼロでない有限値 v に対して無効例外が発生することがありま
す。

casinh(NaN+iInf) は returns ±Inf+iNaN を返します (この場合、結果の実数部の符号は不定です)。

casinh(NaN+iNaN) は NaN+iNaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
csinh(3M), complex(5)

標準準拠
casinh(), casinhf(), casinhl() : ISO/IEC C99 ( 付 録 G 『 IEC 60559-compatible complex

arithmetic』を含む)
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名称
catan( ), catanf( ), catanl( ), catanw( ), catanq( ) − 複素数の逆正接関数

構文
#include <complex.h>

double complex catan(double complex z);

float complex catanf(float complex z);

long double complex catanl(long double complex z);

extended complex catanw(extended complex z);

quad complex catanq(quad complex z);

説明
これらの関数は、Integrity サーバーでのみ使用できます。

catan() は、虚軸に沿って数学的に無限の範囲、実軸に沿って区間 [-Pi/2,+Pi/2] の帯状の範囲で複素数 z の
逆正接を返します。分岐線法では、虚軸に沿った区間 [−1,+1] の外側になります。

catanf() は、catan() の float complex バージョンで、float complex 型の引き数をとり、
float complex 型の結果を返します。

catanl() は、catan() の long double complex バージョンで、long double complex 型の引き
数をとり、long double complex 型の結果を返します。

catanw() は、catan() の extended complex バージョンで、extended complex 型の引き数をと
り、extended complex 型の結果を返します。

catanq() は、HP-UX システムでは catanl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。catanw() ま
たは catanq() を使うには、−fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラム
に <complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で
−lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
catan(conj(z)) = conj(catan(z)) で catan は奇関数です。

catan(+0+i0) は +0+i0 を返します。

catan(+NaN+i0) は +NaN+i0 を返します。

catan(+0+i1) は +0+iInf を返し、ゼロ除算浮動小数点例外が発生します。

catan(Inf+iy) は、正の有限値 v に対して Pi/2+i0 を返します。
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catan(NaN+iy) は NaN+iNaN を返し、ゼロでない有限値 v に対して無効浮動小数点例外が発生すること
もあります。

catan(+x+iInf) は、正の有限値 x に対して Pi/2+i0 を返します。

catan(+Inf+iInf) は Pi/2+i0 を返します。

catan(+NaN+iInf) は +NaN+i0 を返します。

catan(x+iNaN) は NaN+iNaN を返し、有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生することもありま
す。

catan(Inf+iNaN) は Pi/2±i0 を返します (この場合、結果の虚数部の符号は不定です)。

catan(NaN+iNaN) は NaN+iNaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
atan(3M), ctan(3M), complex(5)

標準準拠
catan(), catanf(), catanl() : ISO/IEC C99 (付録 G 『IEC 60559-compatible complex arithmetic』を
含む)

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 2 −  Hewlett-Packard Company 201



catanh(3M) catanh(3M)
HP Integrity サーバー専用

名称
catanh( ), catanhf( ), catanhl( ), catanhw( ), catanhq( ) − 複素数の逆双曲線正接関数

構文
#include <complex.h>

double complex catanh(double complex z);

float complex catanhf(float complex z);

long double complex catanhl(long double complex z);

extended complex catanhw(extended complex z);

quad complex catanhq(quad complex z);

説明
これらの関数は、Integrity サーバーでのみ使用できます。

catanh() は、実軸に沿って数学的に無限の範囲、虚軸に沿って区間 [−iπ/2,iπ/2] の帯状の範囲で複素数 z の
逆双曲線正接を返します。分岐線法では、実軸に沿った区間 [−1,+1] の外側になります。

catanhf() は、catanh() の float complex バージョンで、float complex 型の引き数をとり、
float complex 型の結果を返します。

catanhl() は、catanh() の long double complex バージョンで、long double complex 型の引
き数をとり、long double complex 型の結果を返します。

catanhw() は、catanh() の extended complex バージョンで、extended complex 型の引き数をと
り、extended complex 型の結果を返します。

catanhq() は、HP-UX システムでは catanhl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。catanhw()

または catanhq() を使うには、−fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラ
ムに <complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行
で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
catanh(conj(z)) = conj(catanh(z)) で catanh は奇関数です。

catanh(+0+i0) は +0+i0 を返します。

catanh(+0+iNaN) は +0+iNaN を返します。

catanh(+1+i0) は +Inf+i0 を返し、ゼロ除算浮動小数点例外が発生します。

catanh(x+iInf) は、正の有限値 x に対して +0+iπ/2 を返します。

202 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



catanh(3M) catanh(3M)
HP Integrity サーバー専用

catanh(x+iNaN) は NaN+iNaN を返し、ゼロでない有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生すること
もあります。

catanh(+Inf+iy) は、正の有限値 y に対して +0+iπ/2 を返します。

catanh(+Inf+iInf) は +0+iπ/2 を返します。

catanh(+Inf+iNaN) は +0+iNaN を返します。

catanh(NaN+iy) は NaN+iNaN を返し、有限値 y に対して無効浮動小数点例外が発生することもありま
す。

catanh(NaN+iInf) は ±0+iπ/2 を返します (この場合、結果の実数部の符号は不定です)。

catanh(NaN+iNaN) は NaN+iNaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
atanh(3M), ctanh(3M), complex(5)

標準準拠
catanh(), catanhf(), catanh() : ISO/IEC C99 (付録 G 『IEC 60559-compatible complex arithmetic』
を含む)
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名称
catgets( ) − プログラムメッセージの読み込み

構文
#include <nl_types.h>

char *catgets(

nl_catd catd,

int set_num,

int msg_num,

const char *def_str

);

説明
catgets() 関数は、直前に catopen() を呼び出したときに返されたカタログ記述子 catd で識別される
メッセージカタログから、セット set_num 中のメッセージ msg_num を読み込みます (catopen(3C) 参照)。
呼び出しが失敗した場合、 def_str は catgets() によって返されるデフォルトのメッセージ文字列を示
します。

NL_TEXTMAX バイトを超える長さのメッセージは切り捨てられます。返されるメッセージ文字列は、常に
null バイトで終了します。 NL_TEXTMAX は、 <limits.h> 内に定義されています。

多言語化対応
サポートされるコードセット

シングル/マルチバイト文字コードセットがサポートされます。

戻り値
コールが成功した場合、 catgets() は null で終了するメッセージ文字列を格納した内部バッファー領域を
指すポインターを返します。コールに失敗すると、 def_str を指すポインターを返します。

エラー
次の場合、 catgets() は失敗し、 errno をセットします。

[EBADF] catd が有効なカタログ記述子でない場合

[EINTR] read(2) システムコールの間にシグナルが検出された場合

[EINVAL] catd によって識別されるメッセージカタログが破損している場合

[ENOMSG] set_num または msg_num で識別されるメッセージがメッセージカタログ内に存在し
ない場合

[ERANGE] NL_TEXTMAX バイトを超える長さのメッセージが切り捨てられた場合

警告
catgets() 関数は、各呼び出しにおいてオーバーライトされる静的領域を指すポインターを返します。
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著者
catgets() は HP で開発されました。

ファイル
/usr/include/nl_types.h

参照
dumpmsg(1), findmsg(1), gencat(1), catclose(3C), catopen(3C), thread_safety(5)

標準準拠
catgets(): AES, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
catopen( ), catclose( ) − メッセージカタログを読むためのオープンとクローズ

構文
#include <nl_types.h>

nl_catd catopen(const char *name, int oflag);

int catclose(nl_catd catd);

説明
catopen() 関数は、メッセージカタログを開いてカタログ記述子を返します。 name は、メッセージカタロ
グ名を指定します。 name は メッセージカタログのパス名を指定する (/) を含みます。その他に環境変数
NLSPATH (environ(5) 参照) が使われます。 NLSPATH が複数のパスを指定する場合、 catopen() は、指定
されているメッセージカタログを確実に開くことができる最初のパスに対するカタログ記述子を返します。
NLSPATH が、環境内に存在しない場合、または NLSPATH で指定したパスに対してメッセージカタログが開
かれない場合は、 catopen() はシステム全体に通用するデフォルトのパスを使います。デフォルトは
oflag の値が NL_CAT_LOCALE の場合、 LC_MESSAGES に影響されます。 oflag の値がゼロの場合、デ
フォルトは環境変数 LANG に影響されます。詳細は、 environ(5) を参照してください。

所有者が root ユーザーの、 setuid または setgid プログラムから catopen() が呼び出される場合、環
境変数 NLSPATH は、メッセージカタログを検索するために、直接には使用されません。代わりに、システム
ファイル /etc/default/nlspath と環境変数 NLSPATH を使ってメッセージカタログを検索します。詳細
は、 nlspath(4) を参照してください。

例: 環境変数が次のように設定され、

NLSPATH=/usr/lib/nls/msg/%L/%N.cat:/tmp/%L/%N.cat

設定ファイルに次のエントリーがある場合、

NLSPATH=/usr/lib/nls/msg/%L/%N.cat

/usr/lib/nls/msg/%L/%N.cat のパスだけが、カタログファイルの検索に用いられます。この機能は、
NLSPATH 環境変数に依存する、 setuid または setgid root プログラムの互換性のためだけに提供されて
います。新しく作成する、 setgid や setuid root プログラムでは、 NLSPATH に依存せず、絶対パス名だ
けを使用するようにしてください。

メッセージカタログ記述子は、プロセスによってクローズされるまで、または exec() 関数のいずれかに対
する呼び出しが成功するまでプロセス内で有効です。 LC_MESSAGES カテゴリ内の設定を変更しても、既存
の開いているカタログには影響ありません。

メッセージカタログ記述子の実現のためにファイル記述子が使われた場合は、 FD_CLOEXEC フラグがセット
されます。

oflag がゼロの場合は、カタログを見つけるために LANG 環境変数が使用されます。 oflag が
NL_CAT_LOCALE の場合は、 setlocale() への正常な呼び出しが catopen() への呼び出しより前に行わ
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れた場合のみ、メッセージカテゴリを見つけるために LC_MESSAGES カテゴリが使用されます。 oflag

を、これ以外の値にセットしたときの結果は定義されていません。

catclose() 関数は、前回の catopen() の呼び出しから返されたメッセージカタログ記述子 catd をク
ローズします。

戻り値
catopen() は正常終了するとメッセージカタログ記述子を返します。それ以外は catopen() は
(nl_catd) − 1 を返し、エラーを示す errno をセットします。

catclose() は正常終了するとゼロを返します。それ以外は、 catclose() は −1 を返し、エラーを示す
errno をセットします。

エラー
次の条件のいずれかを満たす場合、 catopen() はメッセージカタログを開かずに失敗して、最後に試みたパ
スについて errno をセットします。

[EACCES] パスプリフィックスの構成要素が検索パーミッションを拒否する場合、また
は指定されたファイルに対する読み取りパーミッションが拒否された場合

[EMFILE] 最大許容数のファイル記述子が開かれている場合

[ENAMET OOLONG] _POSIX_NO_TRUNC の動作時において、指定したパス名の長さが
PATH_MAX バイトを超えるか、パス名の構成要素の長さが NAME_MAX バイ
トを超える場合

[ENFILE] システムファイルテーブルの制限を超えた場合

[ENOENT] 指定されたカタログが存在しない場合、またはパスが null の場合

[ENO TDIR] パスプリフィックスの構成要素がディレクトリではない場合

catopen() が失敗した後に catgets() を呼び出すと、デフォルトのメッセージを取り出すことができます
(catgets(3C) 参照)。 catgets() は、無効なカタログ記述子が指定された場合には、それ自体の def_str

パラメータを返します。

次の条件が満たされる場合、 catclose() は失敗します。

[EBADF] catd が有効なオープンされているメッセージカタログ記述子でない場合

警告
NLSPATH の使用時には、 catopen() は LANG のデフォルト値を供給しません。

著者
catopen() および catclose() は HP によって開発されました。

ファイル
/usr/include/nl_types.h
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/usr/lib/nls/msg core HP-UX products だけのメッセージカタログのデフォルトのパス

参照
catgets(3C), setlocale(3C), nlspath(4), environ(5), thread_safety(5)

標準準拠
catopen(): AES, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4

catclose(): AES, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
cbreak(), nocbreak(), noraw(), raw() − 入力モード制御関数

構文
#include <curses.h>

int cbreak(void);

int nocbreak(void);

int noraw(void);

int raw(void);

説明
cbreak() 関数は、現在の端末の入力モードを cbreak モードに設定し、raw() の呼び出しに置き換えま
す。

nocbreak() 関数は、ISIG および IXON の状態を変更せずに、現在の端末の入力モードを Cooked Mode に
設定します。

noraw() 関数は、現在の端末の入力モードを Cooked Mode に設定し、 ISIG および IXON のフラグを立て
ます。

raw() 関数は、現在の端末の入力モードを Raw Mode に設定します。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
アプリケーションが、initscr() を呼び出したときに処理工程の入力モードを確定できない場合は、そのア
プリケーションはこれらの関数を使用して望ましい入力モードを指定しなければなりません。

参照
curses_intro(3X) 中の『入力モード』 , <curses.h>,

『X/Open System Interface Definitions, Issue 4, Version 2』の９章, 『General Terminal Interface』

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
raw() および noraw() の両関数は、本エントリーに統合されました。旧版では、それぞれのエントリーに
含まれていました。

分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。これらの関数すべての引き数リストは明示的に
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void で宣言されています。
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名称
cbrt( ), cbrtf( ), cbrtl( ), cbrtw( ), cbrtq( ) − 立方根関数

構文
#include <math.h>

double cbrt(double x);

float cbrtf(float x);

HP Integrity サーバーのみ
long double cbrtl(long double x);

extended cbrtw(extended x);

quad cbrtq(quad x);

説明
cbrt() は、x の立方根を計算します。

cbrtf() は、cbrt() の float バージョンで、float 型の引き数をとり、float 型の結果を返しま
す。

Integrity サーバーのみ
cbrtl() は、cbrt() の long double バージョンで、long double 型の引き数をとり、long dou-

ble 型の結果を返します。

cbrtw() は、cbrt() の extended バージョンで、extended 型の引き数をとり、extended 型の結果
を返します。

cbrtq() は、HP-UX システムでは cbrtl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
-D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Integrity サーバーで、cbrtw() または cbrtq() を使うには、−fpwidetypes オプションも指定してコン
パイルしてください。

これらの関数を使うには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイ
ラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、以下のリンクの 『HP-UX floating-point guide for HP Integrity servers』を参照してくださ
い。http://www.hp.com/go/fp

戻り値
x が ±INFINITY または ±0 の場合、cbrt() は x を返します。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 211



cbrt(3M) cbrt(3M)

x が NaN の場合、cbrt() は NaN を返します。

cbrt() では、丸めた結果が数学上の結果と等しくないときには必ず、不正確例外が発生します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
exp(3M), log(3M), pow(3M), sqrt(3M), math(5)

標準準拠
cbrt() : SVID3, XPG4.2, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

cbrtf(), cbrtl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
ccos( ), ccosf( ), ccosl( ), ccosw( ), ccosq( ) − 複素数の余弦関数

構文
#include <complex.h>

double complex ccos(double complex z);

float complex ccosf(float complex z);

long double complex ccosl(long double complex z);

extended complex ccosw(extended complex z);

quad complex ccosq(quad complex z);

説明
これらの関数は、Itaniumベースシステムでのみ使用できます。

ccos() は、複素数 z の余弦を返します。

ccosf() は、 ccos() の float complex バージョンで、 float complex 型の引き数をとり、 float

complex 型の結果を返します。

ccosl() は、 ccos() の long double complex バージョンで、 long double complex 型の引き数
をとり、 long double complex 型の結果を返します。

ccosw() は、 ccos() の extended complex バージョンで、 extended complex 型の引き数をと
り、 extended complex 型の結果を返します。

ccosq() は、HP-UX システムでは ccosl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。 ccosw() ま
たは ccosq() を使うには、 −fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに
<complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm

を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
ccos(conj(z)) = conj(ccos(z)) で ccos は偶関数です。

ccos(+0+i0) は 1-i0 を返します。

ccos(+0+iInf) は NaN±i0 を返し (この場合、結果の虚数部の符号は不定です)、無効浮動小数点例外が発生
します。

ccos(+0+iNaN) は NaN±i0 を返します (この場合、結果の虚数部の符号は不定です)。

ccos(x+iInf) は NaN+iNaN を返し、ゼロでない有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生します。
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ccos(x+iNaN) は NaN+iNaN を返し、ゼロでない有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生することも
あります。

ccos(+Inf+i0) は +Inf-i0 を返します。

ccos(+Inf+iy) は、ゼロでない有限値 y に対して +Inf(cos(y)-isin(y)) を返します。

ccos(+Inf+iInf) は ±Inf+iNaN を返し (この場合、結果の実数部の符号は不定です)、無効浮動小数点例外が
発生します。

ccos(+Inf+iNaN) は +Inf+iNaN を返します。

ccos(NaN+i0) は NaN±i0 を返します (この場合、結果の虚数部の符号は不定です)。

ccos(NaN+iy) は NaN+iNaN を返し、ゼロでないすべての y に対して無効浮動小数点例外が発生すること
もあります。

ccos(NaN+iNaN) は NaN+iNaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
cos(3M), cacos(3M), complex(5)

標準準拠
ccos(), ccosf(), ccosl() : ISO/IEC C99 (付録 G 『IEC 60559-compatible complex arithmetic』を含む)
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名称
ccosh( ), ccoshf( ), ccoshl( ), ccoshw( ), ccoshq( ) − 複素数の双曲線余弦関数

構文
#include <complex.h>

double complex ccosh(double complex z);

float complex ccoshf(float complex z);

long double complex ccoshl(long double complex z);

extended complex ccoshw(extended complex z);

quad complex ccoshq(quad complex z);

説明
これらの関数は、Itaniumベースシステムでのみ使用できます。

ccosh() は、複素数 z の双曲線余弦を返します。

ccoshf() は、 ccosh() の float complex バージョンで、 float complex 型の引き数をとり、
float complex 型の結果を返します。

ccoshl() は、 ccosh() の long double complex バージョンで、 long double complex 型の引き
数をとり、 long double complex 型の結果を返します。

ccoshw() は、 ccosh() の extended complex バージョンで、 extended complex 型の引き数をと
り、 extended complex 型の結果を返します。

ccoshq() は、HP-UX システムでは ccoshl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。 ccoshw()

または ccoshq() を使うには、 −fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラ
ムに <complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行
で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
ccosh(conj(z)) = conj(ccosh(z)) で ccosh は偶関数です。

ccosh(+0+i0) は 1+i0 を返します。

ccosh(+0+iInf) は NaN±i0 を返し (この場合、結果の虚数部の符号は不定です)、無効浮動小数点例外が発
生します。

ccosh(+0+iNaN) は NaN±i0 を返します (この場合、結果の虚数部の符号は不定です)。

ccosh(x+iInf) は NaN+iNaN を返し、ゼロでない有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生します。
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ccosh(x+iNaN) は NaN+iNaN を返し、ゼロでない有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生すること
もあります。

ccosh(+Inf+i0) は +Inf+i0 を返します。

ccosh(+Inf+iy) は、ゼロでない有限値 y に対して +Inf(cos(y)+isin(y)), を返します。

ccosh(+Inf+iInf) は ±Inf+iNaN を返し (この場合、結果の実数部の符号は不定です)、無効浮動小数点例外
が発生します。

ccosh(+Inf+iNaN) は +Inf+iNaN を返します。

ccosh(NaN+i0) は NaN±i0 を返します (この場合、結果の虚数部の符号は不定です)。

ccosh(NaN+iy) は NaN+iNaN を返し、ゼロでないすべての y に対して無効浮動小数点例外が発生するこ
ともあります。

ccosh(NaN+iNaN) は NaN+iNaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
cosh(3M), cacosh(3M), complex(5)

標準準拠
ccosh(), ccoshf(), ccoshl() : ISO/IEC C99 (付録 G 『IEC 60559-compatible complex arithmetic』を
含む)
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名称
ceil( ), ceilf( ), ceill( ), ceilw( ), ceilq( ) − 切り上げ丸め関数

構文
#include <math.h>

double ceil(double x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
float ceilf(float x);

long double ceill(long double x);

extended ceilw(extended x);

quad ceilq(quad x);

説明
ceil() は、 x 以上の最小の整数 (倍精度の数値で表わす) を返します。

Itaniumベースシステムのみ
ceilf() は、 ceil() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返しま
す。

ceill() は、 ceil() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long dou-

ble 型の結果を返します。

ceilw() は、 ceil() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の結
果を返します。

ceilq() は、HP-UX システムでは ceill() と同等です。

使用方法
Itaniumベース システムで、 ceilf() を使うには、デフォルトの −Ae オプションまたは −Aa オプション
を指定してコンパイルしてください。

Itaniumベースシステムで、 ceill()、 ceilw()、または ceilq() を使うには、デフォルトの −Ae オプ
ションを指定するか、または −Aa オプションと −D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてく
ださい。

Itaniumベース システムで、 ceilw() または ceilq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指定
してコンパイルしてください。

これらの関数を使用するには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コン
パイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。
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戻り値
x が ±INFINITY または ±0 の場合、 ceil() は x を返します。

x が NaN の場合、 ceil() は NaN を返します。

ceil() では、 x が整数でなく有限値の場合、不正確例外が発生することがあります。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
fabs(3M), floor(3M), fmod(3M), rint(3M), math(5)

標準準拠
ceil() : SVID3, XPG4.2, ANSI C, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

ceilf(), ceill() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
cexp( ), cexpf( ), cexpl( ), cexpw( ), cexpq( ) − 複素数の指数関数

構文
#include <complex.h>

double complex cexp(double complexz);

float complex cexpf(float complexz);

long double complex cexpl(long double complexz);

extended complex cexpw(extended complexz);

quad complex cexpq(quad complexz);

説明
cexp() は、複素数 z の、e を底とする指数関数値を返します。

cexpf() は、cexp() の float complex バージョンで、float complex 型の引き数をとり、float

complex 型の結果を返します。

cexpl() は、cexp() の long double complex バージョンで、long double complex 型の引き数
をとり、long double complex 型の結果を返します。

cexpw() は、cexp() の extended complex バージョンで、extended complex 型の引き数をとり、
extended complex 型の結果を返します。

cexpq() は、HP-UX システムでは cexpl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。cexpw() ま
たは cexpq() を使うには、−fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに
<complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm

を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
cexp(conj(z)) = conj(cexp(z))

cexp(±0+i0) は 1+i0 を返します。

cexp(x+iInf) は NaN+iNaN を返し、有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生します。

cexp(x+iNaN) は NaN+iNaN を返し、有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生することもあります。

cexp(+Inf+i0) は +Inf+i0 を返します。

cexp(-Inf+iy) は、有限値 y に対して +0(cos(y)+isin(y)) を返します。

cexp(+Inf+iy) は、ゼロでない有限値 y に対して +Inf(cos(y)+isin(y)) を返します。
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cexp(-Inf+iInf) は ±0±i0 を返します (この場合、結果の実数部および虚数部の符号は不定です)。

cexp(+Inf+iInf) は ±Inf+iNaN を返し、無効浮動小数点例外が発生します (この場合、結果の実数部の符号
は不定です)。

cexp(-Inf+iNaN) は ±0±i0 を返します (この場合、結果の実数部および虚数部の符号は不定です)。

cexp(+Inf+iNaN) は ±Inf+iNaN を返します (この場合、結果の実数部の符号は不定です)。

cexp(NaN+i0) は NaN+i0 を返します。

cexp(NaN+iy) は NaN+iNaN を返し、ゼロでないすべての y に対して無効浮動小数点例外が発生すること
もあります。

cexp(NaN+iNaN) は NaN+iNaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
exp(3M), cis(3M), clog(3M), complex(5)

標準準拠
cexp(), cexpf(), cexpl() : ISO/IEC C99 (付録 G 『IEC 60559-compatible complex arithmetic』を含む)
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HP Integrity サーバー専用

名称
cexp10(), cexp10f(), cexp10l(), cexp10w(), cexp10q() − 複素数の、10 を底とする指数関数

構文
#include <complex.h>

double complex cexp10(double complex z);

float complex cexp10f(float complex z);

long double complex cexp10l(long double complex z);

extended complex cexp10w(extended complex z);

quad complex cexp10q(quad complex z);

説明
cexp10() は、複素数 z の、10 を底とする指数関数値を返します。

cexp10f() は cexp10() の float complex バージョンで、float complex 型の引き数をとり、
float complex 型の結果を返します。

cexp10l() は cexp10() の long double complex バージョンで、long double complex 型の引き
数をとり、long double complex 型の結果を返します。

cexp10w() は cexp10() の extended complex バージョンで、extended complex 型の引き数をと
り、extended complex 型の結果を返します。

cexp10q() は、HP-UX システムでは cexp10l() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。cexp10w()

または cexp10q() を使うには、−fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラ
ムに <complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行
で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
cexp10(conj(z)) = conj(cexp10(z))

cexp10(±0+i0) は 1+i0 を返します。

cexp10(x+iInf) は NaN+iNaN を返し、有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生します。

cexp10(x+iNaN) は NaN+iNaN を返し、有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生することもありま
す。

cexp10(+Inf+i0) は +Inf+i0 を返します。

cexp10(-Inf+iy) は有限値 y に対して +0(cos(log(10)y)+isin(log(10)y)) を返します。
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cexp10(+Inf+iy) はゼロ以外の有限値 y に対して +Inf(cos(log(10)y)+isin(log(10)y)) を返します。

cexp10(-Inf+iInf) は ±0±i0 を返します (この場合、結果の実数部および虚数部の符号は不定です)。

cexp10(+Inf+iInf) は ±Inf+iNaN を返し、無効浮動小数点例外が発生します (この場合、結果の実数部の符
号は不定です)。

cexp10(-Inf+iNaN) は ±0±i0 を返します (この場合、結果の実数部および虚数部の符号は不定です)。

cexp10(+Inf+iNaN) は ±Inf+iNaN を返します (この場合、結果の実数部の符号は不定です)。

cexp10(NaN+i0) は NaN+i0 を返します。

cexp10(NaN+iy) は NaN+iNaN を返し、ゼロ以外のすべての数値 y に対して無効浮動小数点例外が発生す
ることもあります。

cexp10(NaN+iNaN) は NaN+iNaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
cexp(3M), clog10(3M), exp10(3M), complex(5)

標準準拠
これらの関数は、どの標準にも規定されていません。

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



cexp2(3M) cexp2(3M)
HP Integrity サーバー専用

名称
cexp2(), cexp2f(), cexp2l(), cexp2w(), cexp2q() − 複素数の、2 を底とする指数関数

構文
#include <complex.h>

double complex cexp2(double complex z);

float complex cexp2f(float complex z);

long double complex cexp2l(long double complex z);

extended complex cexp2w(extended complex z);

quad complex cexp2q(quad complex z);

説明
cexp2() は、複素数 z の、2 を底とする指数関数値を返します。

cexp2f() は cexp2() の float complex バージョンで、float complex 型の引き数をとり、float

complex 型の結果を返します。

cexp2l() は cexp2() の long double complex バージョンで、long double complex 型の引き数
をとり、long double complex 型の結果を返します。

cexp2w() は cexp2() の extended complex バージョンで、extended complex 型の引き数をと
り、extended complex 型の結果を返します。

cexp2q() は、HP-UX システムでは cexp2l() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。cexp2w() ま
たは cexp2q() を使うには、−fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラム
に <complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で
−lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
cexp2(conj(z)) = conj(cexp2(z))

cexp2(±0+i0) は 1+i0 を返します。

cexp2(x+iInf) は NaN+iNaN を返し、有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生します。

cexp2(x+iNaN) は NaN+iNaN を返し、有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生することもありま
す。

cexp2(+Inf+i0) は +Inf+i0 を返します。

cexp2(-Inf+iy) は有限値 y に対して +0(cos(log(2)y)+isin(log(2)y)) を返します。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 223



cexp2(3M) cexp2(3M)
HP Integrity サーバー専用

cexp2(+Inf+iy) はゼロ以外の有限値 y に対して +Inf(cos(log(2)y)+isin(log(2)y)) を返します。

cexp2(-Inf+iInf) は ±0±i0 を返します (この場合、結果の実数部および虚数部の符号は不定です)。

cexp2(+Inf+iInf) は ±Inf+iNaN を返し、無効浮動小数点例外が発生します (この場合、結果の実数部の符号
は不定です)。

cexp2(-Inf+iNaN) は ±0±i0 を返します (この場合、結果の実数部および虚数部の符号は不定です)。

cexp2(+Inf+iNaN) は ±Inf+iNaN を返します (この場合、結果の実数部の符号は不定です)。

cexp2(NaN+i0) は NaN+i0 を返します。

cexp2(NaN+iy) は NaN+iNaN を返し、ゼロ以外のすべての数値 y に対して無効浮動小数点例外が発生す
ることもあります。

cexp2(NaN+iNaN) は NaN+iNaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
cexp(3M), exp2(3M), clog2(3M), complex(5)

標準準拠
これらの関数は、どの標準にも規定されていません。
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名称
cfgetospeed( ), cfsetospeed( ), cfgetispeed( ), cfsetispeed( ) − tty ボーレート関数

構文
#include <termios.h>

speed_t cfgetospeed(const struct termios *termios_p);

int cfsetospeed(struct termios *termios_p, speed_t speed);

speed_t cfgetispeed(const struct termios *termios_p);

int cfsetispeed(struct termios *termios_p, speed_t speed);

説明
これらの関数は、 termios_p によって参照される termios 構造体内の速度コードの入出力を設定、あるいは取
得します。 termios 構造体には他の端末に関連するパラメータの他に、入出力のボーレートを示すこれらの速
度コードが含まれます。端末ファイル上でセットしたパラメータは、 tcsetattr() が呼び出されるまで有
効になりません。

cfgetospeed() termios_p によって参照される termios 構造体からの出力速度コードを返しま
す。

cfsetospeed() termios_p によって参照される termios 構造体内の出力速度コードを speed に
設定します。ボーレートがゼロに相当する速度コード B0 は、接続を終了する
ために使われます。 B0 が指定された場合、モデム制御回線が維持されなくな
り、通常は回線が切断されます。

cfgetispeed() termios_p によって参照される termios 構造体からの入力速度コードを返しま
す。

cfsetispeed() termios_p によって参照される termios 構造体内の入力速度コードを speed に
セットします。

戻り値
cfgetospeed() は termios_p によって参照される termios 構造体からの出力速度コードを返します。

cfgetispeed() は termios_p によって参照される termios 構造体からの入力速度コードを返します。

cfsetispeed() と cfsetospeed() は、正常終了するとゼロを返します。失敗すると −1 を返してエラー
を示す値が errno にセットされます。

エラー
cfsetispeed() と cfsetospeed() は、次の条件を満たす場合に失敗します。

[EINVAL] speed の値が <termios.h> に指定されている許容速度コードの範囲外である場合
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警告
cfsetispeed() と cfsetospeed() は、端末ハードウェアによってサポートされていない termios 構造体
内の速度コードを設定するために使われます。

参照
tcattribute(3C), thread_safety(5), termio(7)

標準準拠
cfgetispeed(): AES, SVID3, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1

cfgetospeed(): AES, SVID3, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1

cfsetispeed(): AES, SVID3, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1

cfsetospeed(): AES, SVID3, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1
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ENHANCED CURSES

名称
chgat(), mvchgat(), mvwchgat(), wchgat() − ウィンドウ内の文字の修飾情報の変更

構文
#include <curses.h>

int chgat(int n, attr_t attr, short color, const void *opts);

int mvchgat(int y, int x, int n, attr_t attr, short color, const void *opts);

int mvwchgat(WINDOW *win, int y, int x, int n, attr_t attr, short color,

const void *opts);

int wchgat(WINDOW *win, int n, attr_t attr, short color, const void *opts);

説明
これらの関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウ内の、現在のカーソル位置または指定された
カーソル位置から、次の n 文字 (n =−1 の場合は行内の残りの文字すべて) の修飾情報を変更します。setc-

char() では、属性および色は attr および color で指定されます。

これらの関数はカーソルを進めません。また、折り返しも行いません。

n の値が行内の残りの文字数よりも大きくてもエラーではありません。

引き数 opts は、このドキュメントの以降の改版まで定義されません。現状では、アプリケーションで opts と
してヌルポインターを指定する必要があります。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
setcchar(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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名称
chownacl( ) − ファイルのアクセス制御リスト (ACL) 内に示されている所有者およびグループ、あるいはどち
らか一方の変更

構文
#include <acllib.h>

void chownacl(

int nentries,

const struct acl_entry *acl,

uid_t olduid,

gid_t oldgid,

uid_t newuid,

gid_t newgid

);

注
変化し続けている業界標準に確実に準拠していくために、このマニュアルエントリーに記載されている特徴も
随時改訂していく予定です。

説明
このルーチンは、旧ファイルが新ファイルにコピーされる際に ACLも同時にコピーされた場合、ファイルの所
有者およびグループの ID の変更を反映してアクセス制御リスト (ACL) を変更します。 chownacl() は
chown() (chown(2) 参照) と同様の方法で所有権を転送します (ベース ACL エントリーを修正します)。アル
ゴリズムは以下および acl(5) に記載しました。

nentries パラメータは、 acl[] 配列 (ゼロ以上；負の値はゼロとして取り扱われます) 内の ACL エントリー
のカレント個数です。 olduid と oldgid の値は、オリジナルファイルの所有者のユーザーおよびグループ ID

で、通常は stat() (stat(2) 参照) から返される st_uid と st_gid の値です。 newuid と newgid の値は
新規ファイルの所有者のユーザーおよびグループ ID で、通常は geteuid() および getegid() (getuid(2)

の geteuid(2) および getegid(2) を参照) から返される値です。

ACL の acl[] 内のエントリーが olduid の uid および ACL_NSGROUP の gid を持つ場合 (所有者ベースの
ACL エントリー)、 chownacl() は uid を newuid に変更します (例外については以下を参照)。エントリー
が ACL_NSUSER の uid および oldgid の gid を持つ場合 (グループベースの ACL エントリー )、 chow-

nacl() は gid を newgid に変更します。どちらの場合も、最後に一致した ACL エントリーだけが変更され
ます。有効な ACLは各タイプのいずれかひとつだけを持つことができます。

chown(2) に関して、新規のユーザーまたはグループがすでに ACL エントリーを持っている場合 (uid が
newuid および gid が ACL_NSGROUP、または uid が ACL_NSUSER および gid が newgid)、 chownacl()

は旧ユーザーまたはグループベース ACL エントリーを変更しません。新旧エントリーの両方の ACL が維持さ
れます。

特殊な場合として、 olduid (oldgid) が newuid (newgid) に等しい場合、 chownacl() は、変更する旧ユー
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ザー (グループ) ベースの ACL エントリーを求めて acl[] を検索しません。 olduid が newuid に等しい場
合、および oldgid が newgid に等しい場合、 chownacl() は呼び出されても何も行いません。

ヒント
このルーチンは、別のユーザーまたはグループが所有していた (または所有していた可能性がある) オリジナル
ファイルの新規コピー、または置換コピーを作成するプログラム内、および旧ファイルの ACLを新ファイルに
コピーするプログラムに使用すると便利です。ユーザーまたはグループ、あるいはそれらの両方が異なるファ
イルをコピーすることは、オリジナルファイルの所有者またはグループ、あるいはそれらの両方にファイルを
コピーさせ、そのファイルを chown() 使って、新規の所有者および／またはグループに転送するのと同じこ
とです。このルーチンでは、ファイルの所有権の変更はほとんど不要です。 chown() によって ACL が適宜
変更されます。

プログラムが、ファイルの混合モードビットも旧ファイルから新ファイルへコピーする場合、そのプログラム
は chmod() (chmod(2) 参照) を使わなければなりません。しかし、 chmod() はオプションの ACL エント
リーを削除するため、 setacl() (setacl(2) 参照) の前に呼び出さなければなりません。さらに、新ファイル
が一時的に保護されない状態で放置されるのを防ぐために、 chmod() 呼び出しはすべてのアクセスパーミッ
ションモードビットがゼロにセットされた状態で (07000 でモードをマスクする)、ファイルの混合モードビッ
トだけをセットする必要があります。 cpacl() ライブラリ呼び出しはこの動作をカプセル化して、リモート
ファイルも適宜取り扱います。

例
次のコーディング例は、 oldfile から stat() 情報と ACL を取得して newfile の所有権を呼び出し側に
転送し、 newfile に修正後の ACLをセットします。

#include <sys/types.h>

#include <sys/stat.h>

#include <sys/acl.h>

int nentries;

struct acl_entry acl [NACLENTRIES];

struct stat statbuf;

if (stat ("oldfile", & statbuf) < 0)

error (...);

if ((nentries = getacl ("oldfile", NACLENTRIES, acl)) < 0)

error (...);

chownacl (nentries, acl, statbuf.st_uid, statbuf.st_gid,

geteuid(), getegid());
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if (setacl ("newfile", nentries, acl))

error (...);

依存関係
chownacl() は標準 HP-UX オペレーティングシステムの HFS ファイルシステム でのみサポートされていま
す。

著者
chownacl() は HPで開発されました。

参照
chown(2), getacl(2), getegid(2), geteuid(2), getuid(2), setacl(2), stat(2), acltostr(3C), cpacl(3C), setaclen-

try(3C), strtoacl(3C), acl(5), thread_safety(5)
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Itanium(R)ベースシステム専用

名称
cimag( ), cimagf( ), cimagl( ), cimagw( ), cimagq( ) − 複素数の虚数部

構文
#include <complex.h>

double cimag(double complex z);

float cimagf(float complex z);

long double cimagl(long double complex z);

extended cimagw(extended complex z);

quad cimagq(quad complex z);

説明
これらの関数は、Itaniumベースシステムでのみ使用できます。

cimag() は、 z の虚数部を実数として返します。

cimagf() は、 cimag() の float complex バージョンで、 float complex 型の引き数をとり、
float 型の結果を返します。

cimagl() は、 cimag() の long double complex バージョンで、 long double complex 型の引き
数をとり、 long double 型の結果を返します。

cimagw() は、 cimag() の extended complex バージョンで、 extended complex 型の引き数をと
り、 extended 型の結果を返します。

cimagq() は、HP-UX システムでは cimagl() と同等です。

これらの関数では、浮動小数点例外は発生しません。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。 cimagw()

または cimagq() を使うには、 −fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラ
ムに <complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行
で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
creal(3M), complex(5)

標準準拠
cimag(), cimagf(), cimagl() : ISO/IEC C99 (付録 G 『IEC 60559-compatible complex arithmetic』を
含む)
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名称
cis( ), cisf( ), cisl( ), cisw( ), cisq( ) − 指定した角度 (ラジアン) での絶対値が１の複素数

構文
#include <complex.h>

double complex cis(double x);

float complex cisf(float x);

long double complex cisl(long double x);

extended complex cisw(extended x);

quad complex cisq(quad x);

説明
これらの関数は、Itaniumベースシステムでのみ使用できます。

cis() は、実数部と虚数部がそれぞれ x の余弦と正弦であるような複素数を返します。 cis(x) は、
cexp(ix) と同等です。

cisf() は cis() の float complex バージョンで、float 型の引き数をとり、float complex 型の
結果を返します。

cisl() は cis() の long double complex バージョンで、long double 型の引き数をとり、long

double complex 型の結果を返します。

cisw() は cis() の extended complex バージョンで、extended 型の引き数をとり、extended

complex 型の結果を返します。

cisq() は、HP-UX システムでは cisl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。cisw() また
は cisq() を使うには、−fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに
<complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm

を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
cis(-x) = conj(cis(x))

cis(±0) は 1±i0 を返します。

cis(+Inf) は NaN+iNaN を返します。

cis(NaN) は NaN+iNaN を返します。
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エラー
エラーは、定義されていません。

参照
cexp(3M), sincos(3M), sincosd(3M), complex(5)

標準準拠
これらの関数は、どの標準にも規定されていません。
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名称
cisd(), cisdf(), cisdl(), cisdw(), cisdq() − 指定した角度 (度単位) での絶対値が 1 の複素数

構文
#include <complex.h>

double complex cisd(double x);

float complex cisdf(float x);

long double complex cisdl(long double x);

extended complex cisdw(extended x);

quad complex cisdq(quad x);

説明
cisd() は、実数部と虚数部がそれぞれ x の余弦と正弦である複素数を返します。ここで x は度で指定しま
す。

cisdf() は cisd() の float complex バージョンで、float 型の引き数をとり、float complex 型
の結果を返します。

cisdl() は cisd() の long double complex バージョンで、long double 型の引き数をとり、
long double complex 型の結果を返します。

cisdw() は cisd() の extended complex バージョンで、extended 型の引き数をとり、extended

complex 型の結果を返します。

cisdq() は、HP-UX システムでは cisdl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。cisdw() ま
たは cisdq() を使うには、−fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに
<complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm

を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
cisd(-x) = conj(cisd(x))

cisd(±0) は 1±i0 を返します。

cisd(+Inf) は NaN+iNaN を返します。

cisd(NaN) は NaN+iNaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。
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参照
cis(3M), sincosd(3M), complex(5)

標準準拠
これらの関数は、どの標準にも規定されていません。
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名称
clear(), erase(), wclear(), werase() − ウィンドウのクリア

構文
#include <curses.h>

int clear(void);

int erase(void);

int wclear(WINDOW *win);

int werase(WINDOW *win);

説明
clear()、erase()、wclear() 、および werase() の各関数は現在のウィンドウまたは指定されたウィ
ンドウのすべての位置をクリアします。

clear() および wclear() の両関数はまた、clearok() を呼び出すのと同様の働きをします。これに
よって、wrefresh() で次のウィンドウを呼び出すにあたって、ウィンドウは完全にクリアされ、全体が再
び作成されます。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
clearok(3X), doupdate(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
erase() および werase() の両関数は、本エントリーに統合されました。旧版では、それぞれのエント
リーに含まれていました。

分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。clear() および erase() 両関数の引き数リ
ストは明示的に void で宣言されています。
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名称
clearenv − プロセス環境のクリア

構文
#include <stdlib.h>

int clearenv(void);

説明
clearenv() は、プロセス環境をクリアします。 clearenv() への呼び出しの直後に環境変数は定義され
ません。

clearenv() はポインター environ の値を変更します。つまり、 clearenv() への呼び出し後に、当該ポ
インターのコピーが無効になります。

戻り値
正常終了すると、 clearenv() は０を返します。失敗すると、 −1 を返してエラーを示す値を errno に
セットします。

エラー
次の条件を満たす場合、 clearenv() はエラーになります。

[ENOMEM] プロセス環境のメモリーを開放または再確保するために失敗した場合

参照
environ(5), getenv(3C), putenv(3C), thread_safety(5), <stdlib.h>

標準準拠
clearenv(): AES
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名称
clearok(), idlok(), leaveok(), scrollok(), setscrreg(), wsetscrreg() − 端末出力制御関数

構文
#include <curses.h>

int clearok(WINDOW *win, bool bf );

int idlok(WINDOW *win, bool bf );

int leaveok(WINDOW *win, bool bf );

int scrollok(WINDOW *win, bool bf );

int setscrreg(int top, int bot);

int wsetscrreg(WINDOW *win, int top, int bot);

説明
これらの関数は Curses 内の出力を取り扱うオプションを設定します。

clearok() 関数は、指定されたウィンドウ内の内部フラグに bf の値を割り当てます。この内部フラグは、
リフレッシュ時に画面消去を管理するものです。指定ウィンドウのリフレッシュ操作時に curscr 内のフラグ
が TRUE になるか、もしくは指定ウィンドウ内のフラグが TRUE になった場合、その処理系は画面を消去し
全体を再描画します。そして、curscr 内および指定ウィンドウ内のフラグを FALSE に設定します。初期の状
態は指定されていません。

idlok() 関数は処理系が、端末にインストールされている、ハードウェアの行挿入および行削除、スクロー
ルの機能を使用できるかどうかを指定します。 bf が TRUE の場合、これらの機能は使用可能になります。 bf

が FALSE の場合、これらの機能は使用不能となり、行は必要な形に書き直されます。初期の状態は FALSE

に設定されています。

leaveok() 関数は、リフレッシュ操作後のカーソル位置を制御します。 bf が TRUE の場合は、指定された
ウィンドウのリフレッシュ操作後、端末のカーソルは任意の位置に残されます。 bf が FALSE の場合は、リ
フレッシュ操作の終了時に、端末のカーソルは指定されたウィンドウ内のカーソル位置に置かれます。初期の
状態は FALSE に設定されています。

scrollok() 関数は、スクロールの使用を制御します。 bf が TRUE の場合は、指定されたウィンドウ内で
スクロールが使用可能になります。そのとき、curses_intro(3X) 内の「切り捨て、折り返し、スクロール」で
説明されている影響が伴います。 bf が FALSE の場合は、指定されたウィンドウ内でスクロールが使用不能
になります。初期の状態は FALSE に設定されています。

setscrreg() および wsetscrreg() の両関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウ内の、ソ
フトウェアのスクロール領域を定義します。引き数 top および bot は、スクロール領域を定義する開始行と最
終行の行番号です (行０はウィンドウの最上段の行です。) 本オプションと scrollok() が使用可能になる
と、マージンの最終行を取り除こうとすると、スクロール領域内のすべての行が開始行の方向に１行分スク
ロールします。このときスクロールされるのは文字だけです。ソフトウェアのスクロール領域が設定されても
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scrollok() が使用不能の場合は、マージンの最終行を取り除こうとしてもスクロール領域内の行はどれも
動きません。

アプリケーションでの使用法
idlok() の機能を使用可能にする唯一の理由は、スクロールを使用してウィンドウの一部を動かせるという
視覚的効果を実現するためです。これは、スクリーンエディターなどに有効です。それ以外では、本機能を
使っても目障りになるだけです。

leaveok() オプションによって、カーソルを使用しないアプリケーションの効率が大いに向上します。

戻り値
正常に終了すると setscrreg() および wsetscrreg() は OK を返します。そうでなければ ERR を返し
ます。

その他の関数は常に OK を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
clear(3X), delscreen(3X), doupdate(3X), scrl(3X), <curses.h>
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名称
clock( ) − 使用 CPU 時間の報告

構文
#include <time.h>

clock_t clock(void);

説明
clock() は最初の clock() の呼び出し以降に使用された CPU 時間の合計をマイクロ秒単位で返します。
報告される時間は、呼び出しプロセスとその子プロセスのうち終了済みのものが消費したユーザーおよびシス
テム時間の合計です。呼び出しプロセスが wait()、system() または pclose() (wait(2)、system(3S) お
よび popen(3S) 参照) を呼び出すことにより、その子プロセスを終了済みとします。時間を単位で得るために
は、clock() が返す値をマクロ CLOCKS_PER_SEC の値で割る必要があります。

クロックの分解能はハードウェアおよびソフトウェアの構成により異なります。

プロセッサ使用時間が利用できない場合や、値を表現できない場合、この関数は (clock_t) − 1 を返します。

警告
clock() により返される値は、より大きな CPU クロックの分解能を持つシステムとの互換性のため、マイク
ロ秒で定義されています。このため CPU 時間がわずか 4295秒 (約 72分) 経過すると、返される値はラップア
ラウンドします。

制約
デフォルトのクロックの分解能は、10ミリ秒です。

参照
times(2), wait(2), system(3S), thread_safety(5)

標準準拠
clock(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, ANSI C
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名称
clog(), clogf(), clogl(), clogw(), clogq() − 複素数の自然 (底は e) 対数関数

構文
#include <complex.h>

double complex clog(double complex z);

float complex clogf(float complex z);

long double complex clogl(long double complex z);

extended complex clogw(extended complex z);

quad complex clogq(quad complex z);

説明
clog() は、実軸に沿って数学的に無限の範囲、虚軸に沿って区間 [-iPi,+iPi] の帯状の範囲で複素数 z の自
然対数を返します。分岐線法では、実軸に沿って負の値になります。

clogf() は、clog() の float complex バージョンで、float complex 型の引き数をとり、float

complex 型の結果を返します。

clogl() は、clog() の long double complex バージョンで、long double complex 型の引き数
をとり、long double complex 型の結果を返します。

clogw() は、clog() の extended complex バージョンで、extended complex 型の引き数をとり、
extended complex 型の結果を返します。

clogq() は、HP-UX システムでは clogl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。clogw() ま
たは clogq() を使うには、−fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに
<complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm

を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
clog(conj(z)) = conj(clog(z))

clog(-0+i0) は -Inf+iPi を返し、ゼロ除算浮動小数点例外が発生します。

clog(+0+i0) は -Inf+i0 を返し、ゼロ除算浮動小数点例外が発生します。

clog(x+iInf) は、有限値 x に対して +Inf+iPi/2 を返します。

clog(x+iNaN) は NaN+iNaN を返し、有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生することもあります。

clog(-Inf+iy) は、正の有限値 y に対して +Inf+iPi を返します。
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clog(+Inf+iy) は、正の有限値 y に対して +Inf+i0 を返します。

clog(-Inf+iInf) は +Inf+i3Pi/4 を返します。

clog(+Inf+iInf) は +Inf+iPi/4 を返します。

clog(±Inf+iNaN) は +Inf+iNaN を返します。

clog(NaN+iy) は NaN+iNaN を返し、有限値 y に対して無効浮動小数点例外が発生することもあります。

clog(NaN+iInf) は +Inf+iNaN を返します。

clog(NaN+iNaN) は NaN+iNaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
log(3M), cexp(3M), complex(5)

標準準拠
clog(), clogf(), clogl() : ISO/IEC C99 (付録 G 『IEC 60559-compatible complex arithmetic』を含む)
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名称
clog10(), clog10f(), clog10l(), clog10w(), clog10q() − 複素数の対数関数 (底は 10)

構文
#include <complex.h>

double complex clog10(double complex z);

float complex clog10f(float complex z);

long double complex clog10l(long double complex z);

extended complex clog10w(extended complex z);

quad complex clog10q(quad complex z);

説明
clog10() は、実軸に沿って数学的に無限の範囲、虚軸に沿って区間 [−iPi/log(10),+iPi/log(10)] の帯状
の範囲で、複素数 z の対数 (底は 10) を返します。分岐線法では、実軸に沿って負の値になります。

clog10f() は clog10() の float complex バージョンで、float complex 型の引き数をとり、
float complex 型の結果を返します。

clog10l() は clog10() の long double complex バージョンで、long double complex 型の引き
数をとり、long double complex 型の結果を返します。

clog10w() は clog10() の extended complex バージョンで、extended complex 型の引き数をと
り、extended complex 型の結果を返します。

clog10q() は、HP-UX システムでは clog10l() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。clog10w()

または clog10q() を使うには、−fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラ
ムに <complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行
で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
clog10(conj(z)) = conj(clog10(z))

clog10(-0+i0) は -Inf+iPi/log(10) を返し、ゼロ除算浮動小数点例外が発生します。

clog10(+0+i0) は -Inf+i0 を返し、ゼロ除算浮動小数点例外が発生します。

clog10(x+iInf) は、有限値 x に対して +Inf+iPi/(2log(10)) を返します。

clog10(x+iNaN) は NaN+iNaN を返し、有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生することもありま
す。

clog10(-Inf+iy) は、正の有限値 y に対して +Inf+iPi/log(10) を返します。
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clog10(+Inf+iy) は、正の有限値 y に対して +Inf+i0 を返します。

clog10(-Inf+iInf) は +Inf+i3Pi/(4log(10)) を返します。

clog10(+Inf+iInf) は +Inf+iPi/(4log(10)) を返します。

clog10(±Inf+iNaN) は +Inf+iNaN を返します。

clog10(NaN+iy) は NaN+iNaN を返し、有限値 y に対して無効浮動小数点例外が発生することもありま
す。

clog10(NaN+iInf) は +Inf+iNaN を返します。

clog10(NaN+iNaN) は NaN+iNaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
cexp10(3M), clog(3M), log10(3M), complex(5)

標準準拠
これらの関数は、どの標準にも規定されていません。
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名称
clog2(), clog2f(), clog2l(), clog2w(), clog2q() − 複素数の対数関数 (底は 2)

構文
#include <complex.h>

double complex clog2(double complex z);

float complex clog2f(float complex z);

long double complex clog2l(long double complex z);

extended complex clog2w(extended complex z);

quad complex clog2q(quad complex z);

説明
clog2() は、実軸に沿って数学的に無限の範囲、虚軸に沿って区間 [−iPi/log(2),+iPi/log(2)] の帯状の範
囲で、複素数 z の対数 (底は 2) を返します。分岐線法では、実軸に沿って負の値になります。

clog2f() は clog2() の float complex バージョンで、float complex 型の引き数をとり、float

complex 型の結果を返します。

clog2l() は clog2() の long double complex バージョンで、long double complex 型の引き数
をとり、long double complex 型の結果を返します。

clog2w() は clog2() の extended complex バージョンで、extended complex 型の引き数をと
り、extended complex 型の結果を返します。

clog2q() は、HP-UX システムでは clog2l() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。clog2w() ま
たは clog2q() を使うには、−fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラム
に <complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で
−lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
clog2(conj(z)) = conj(clog2(z))

clog2(-0+i0) は -Inf+iPi/log(2) を返し、ゼロ除算浮動小数点例外が発生します。

clog2(+0+i0) は -Inf+i0 を返し、ゼロ除算浮動小数点例外が発生します。

clog2(x+iInf) は、有限値 x に対して +Inf+iPi/(2log(2)) を返します。

clog2(x+iNaN) は NaN+iNaN を返し、有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生することもありま
す。

clog2(-Inf+iy) は、正の有限値 y に対して +Inf+iPi/log(2) を返します。
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clog2(+Inf+iy) は、正の有限値 y に対して +Inf+i0 を返します。

clog2(-Inf+iInf) は +Inf+i3Pi/(4log(2)) を返します。

clog2(+Inf+iInf) は +Inf+iPi/(4log(2)) を返します。

clog2(±Inf+iNaN) は +Inf+iNaN を返します。

clog2(NaN+iy) は NaN+iNaN を返し、有限値 y に対して無効浮動小数点例外が発生することもありま
す。

clog2(NaN+iInf) は +Inf+iNaN を返します。

clog2(NaN+iNaN) は NaN+iNaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
cexp2(3M), clog(3M), log2(3M), complex(5)

標準準拠
これらの関数は、どの標準にも規定されていません。
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CURSES

名称
clrtobot(), wclrtobot() − カーソルからウィンドウの終わりまでのクリア

構文
#include <curses.h>

int clrtobot(void);

int wclrtobot(WINDOW *win);

説明
clrtobot() および wclrtobot() の両関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウ内の、カー
ソルより後ろのすべての行を消去します。また、現在の行をカーソルから行の終わりまですべて消去します。

戻り値
正常に終了すると OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
doupdate(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。clrtobot() 関数の引き数リストは明示的に
void で宣言されています。
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CURSES

名称
clrtoeol(), wclrtoeol() − カーソルから行の終わりまでのクリア

構文
#include <curses.h>

int clrtoeol(void);

int wclrtoeol(WINDOW *win);

説明
clrtoeol() および wclrtoeol() の両関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウ内の現在の
行をカーソルから行の終わりまで消去します。

戻り値
正常に終了すると OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
doupdate(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。clrtoeol() 関数の引き数リストは明示的に
void で宣言されています。
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名称
cmpt_change(), cmpt_get() − プロセスのコンパートメントの設定と取得

構文
#include <sys/cmpt.h>

int cmpt_change(cmpt_t cid);

cmpt_t cmpt_get(pid_t pid);

パラメータ
cid コンパートメント ID。

pid ターゲットプロセスまたはプロセスを呼び出すための 0 のプロセス ID。

説明
cmpt_change() 関数および cmpt_get() 関数では、プロセスのコンパートメントに対し、問い合わせと操
作が行われます。

また、cmpt_get() 関数は、既定プロセスのコンパートメント ID を返します。もし 0 が pid パラメータと
して渡される場合、呼び出し側プロセスのコンパートメント ID が返されます。

また、cmpt_change() 関数は、呼び出し側プロセスのコンパートメント ID を次の値に変更します。cid

セキュリティ上の制限
この cmpt_change() 関数を有効にするためには、呼び出し側プロセスが CHANGECMPT 権限を有する必要
があります。権限に関する詳細は、privileges(5) を参照してください。

戻り値
cmpt_get() は、以下の値を返します。

n>0 正常終了。関数は有効なコンパートメント ID を返します。
−1 関数は異常終了しました。errno が、エラーを示すために設定されます。

cmpt_change() は、以下の値を返します。

0 正常終了。
−1 関数は異常終了しました。errno が、エラーを示すために設定されます。

エラー
errno が設定されるのは、以下の条件のいずれかが発生し、関数が異常終了した場合です。

[EINVAL] 無効なコンパートメント ID が指定されました。

[ENOMEM] 関数は、このオペレーションを実行するために十分なメモリーを占有できませんでし
た。

[EPERM] プロセスには、CHANGECMPT 権限がありません。
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[ESRCH] pid が無効です。

例
#include <errno.h>

#include <sys/cmpt.h>

main()

{

cmpt_t c = cmpt_getbyname("init");

if (cmpt_change(c) == -1 )

{

perror("could not enter init compartment");

exit(1);

}

printf("The process is now running in compartment %d¥n",

cmpt_get(0));

}

依存関係
これらの関数は、libsec ライブラリの一部です。

参照
cmpt_getbynum(3), cmpt_getbyname(3), compartments(4), compartments(5), privileges(5)
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名称
cmpt_get_ifcid() − ネットワークインタフェースに関連付けられたコンパートメント ID の取得

構文
#include <sys/cmpt.h>

cmpt_t cmpt_get_ifcid(const char *ifname);

パラメータ
ifname ネットワークインタフェース名文字列へのポインター。

説明
cmpt_get_ifcid() 関数は、ネットワークインタフェースに関連するコンパートメント ID を返します。

セキュリティ上の制限
cmpt_get_ifcid() 関数を有効にするためには、呼び出し元のプロセスは RULESCONFIG 特権を持ってい
なければなりません。特権についての詳細は、privileges(5) を参照してください。

戻り値
cmpt_get_ifcid() は、以下の値を返します。

n>0 正常終了。関数は、有効なコンパートメント ID を返します。
−1 関数は失敗しました。errno に、エラーを示す値が設定されます。

エラー
以下の条件のいずれかが発生した場合、cmpt_get_ifcid() は失敗し、errno が設定されます。

[ENOSYS] コンパートメント化の機能はサポートされていません。

依存関係
これらの関数は、libsec ライブラリの一部です。

参照
compartments(4), compartments(5)
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名称
cmpt_get_peer_cid(), cmpt_get_endpoint_cid() − INET ドメイン通信に使用するコンパートメント ID の取得

構文
#include <sys/ioctl.h>

#include <sys/cmpt.h>

cmpt_t cmpt_get_endpoint_cid(int s);

cmpt_t cmpt_get_peer_cid(int s);

パラメータ
s INET ドメインソケット、または、ストリーム。

説明
cmpt_get_endpoint_cid() 関数と cmpt_get_peer_cid() 関数は、 INET ドメイントランスポートエ
ンドポイント (ソケットまたはストリーム) に関連するコンパートメントを返します。

cmpt_get_endpoint_cid() 関数は、トランスポートエンドポイント s に関連するコンパートメント ID

(cid) を返します。トランスポートエンドポイントの cid は、プロセスの作成時の cid に設定されます。これ
は、プロセス間での転送時にも変更されません。プロセスの作成時には、コンパートメントが変更されます。

cmpt_get_peer_cid() 関数は、トランスポートエンドポイントの s が通信するピアのコンパートメント
ID を返します。ループバック通信では、 cid は、ピアのトランスポートエンドポイントに関連するものにな
ります。ネットワークインタフェースを介した通信では、ピアの cid は、通信を受信中のネットワークインタ
フェースに関連するものになります。TCP 通信では、ピアの cid は、通信が一度確立されると、変更されませ
ん。これ以外のプロトコルでは、ピアの cid は、受信された各パケットにあわせて変更されることがありま
す。

接続が確立されなかった場合、関数はエラーを返します (TCP の場合)。または、通信が受信されません (他の
すべてのプロトコルの場合)。

戻り値
cmpt_get_endpoint_cid() と cmpt_get_peer_cid() は、以下の値を返します。

n>0 正常終了。関数は有効なコンパートメント ID を返します。

−1 関数は異常終了しました。 errno が、下にある ioctl() システムコールからのエラーを示
すために設定されます。

エラー
errno によって示されるエラーの詳細は、 ioctl(2) を参照してください。

依存関係
この関数は、 libsec ライブラリの一部です。
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参照
compartments(4), compartments(5)
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名称
cmpt_getbynum(), cmpt_endent(), cmpt_getbyname(), cmpt_getbynum(), cmpt_getent(), cmpt_setent() − コ
ンパートメント名からコンパートメント番号、またはコンパートメント番号からコンパートメント名へのマッ
ピング

構文
#include <sys/cmpt.h>

void cmpt_endent(struct cmpt_state **state);

cmpt_t cmpt_getbyname(const char *cmpt_name);

char *cmpt_getbynum(cmpt_t cmpt_num);

int cmpt_setent(struct cmpt_state **state);

const struct cmpt_pair *cmpt_getent(struct cmpt_state **state);

パラメータ
cmpt_name コンパートメント名が含まれている文字列へのポインター。

cmpt_num コンパートメント番号。

state 内部状態へのポインター。

構造メンバー
cmpt_state 構造は、<sys/cmpt.h> に定義されています。これには、少なくとも以下のフィールドが含
まれています。

const char *cmpt_name; /* compartment name */

int cmpt_num; /* compartment number */

説明
コンパートメントは、文字列によって、/etc/cmpt の下にある構成ファイルで参照されますが、番号は内部
的に管理されます。以下に挙げる cmpt_getbyname()、 cmpt_getbynum()、 cmpt_setent()、
cmpt_getent()、および cmpt_setent() の各関数では、このデータベースを介して問い合わせが行わ
れ、反復されます。

cmpt_getbyname() cmpt_name によって指定された文字列に対応するコンパートメント番号
を返します。

cmpt_getbynum() cmpt_num に対応するコンパートメント名を返します。戻り値が NULL

でない場合、free() を使用して、呼び出し側が戻り値を解放する必要が
あります ( free(3C) を参照)。

cmpt_setent() 会話型検索を可能にするデータベース接続をオープンします。
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cmpt_getent() データベースから、次のコンパートメント名と番号のペアへのポインター
を返します。ユーザーは free() を呼び出して、戻り値によって指され
ているメモリーを解放する必要はありません。

cmpt_endent() データベース接続をクローズします。

注記
cmpt_setent() への各呼び出しは、対応する cmpt_endent() への呼び出しに一致させる必要がありま
す。

戻り値
cmpt_getbyname() は、以下の値を返します。

n>0 正常終了。関数は、有効なコンパートメント番号を返します。
−1 関数は異常終了しました。errno が、エラーを示すために設定されます。

cmpt_getbynum() は、以下の値を返します。

pointer

正常終了。コンパートメント名が含まれる文字列への NULL ではないポインターを返しま
す。

NULL pointer

関数は異常終了しました。NULL ポインターを返し、errno を設定してエラーを示します。

呼び出し側が結果を解放する必要があります。

cmpt_setent() は、以下の値を返します。

0 正常終了。
−1 関数は異常終了しました。errno を設定してエラーを示します。

cmpt_getent() は、以下の値を返します。

pointer

正常終了。この cmpt_pair 構造への NULL ではないポインターを返します。
NULL pointer

関数が異常終了したか、エントリーが空です。エラーの場合、errno を設定してエラーを示
します。

cmpt_getent() は、全エントリーが空になった場合、errno を 0 に設定し、NULL ポインターを返しま
す。

エラー
errno が設定されるのは、以下の条件のいずれかが発生し、関数が異常終了した場合です。

[ENOENT] コンパートメント名または番号が存在しません。
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[ENOSYS] このシステムでは、コンパートメント化は有効ではありません。

[ENOMEM] 関数は、このオペレーションのために十分なメモリーを占有できませんでした。

例
例 1

名前に関連するコンパートメント番号の取得

#include <sys/cmpt.h>

void main(int argc, char **argv) {

cmpt_t cmptid;

cmptid = cmpt_getbyname("INIT");

if (cmptid != -1) {

printf("¥nCompartment id : %d¥n", cmptid);

} else {

printf("¥nError getting compartment number¥n");

}

}

例 2
番号に関連するコンパートメント名の取得

#include <sys/cmpt.h>

void main(int argc, char **argv) {

char *name;

name = cmpt_getbynum((cmpt_t)2);

if (name) {

printf("¥nCompartment name : %s¥n", name);

free(name);

} else {

printf("¥nError getting compartment name¥n");

}

}

例 3
コンパートメントマッピングエントリーを介した反復

#include <errno.h>

#include <sys/cmpt.h>

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



cmpt_getbynum(3) cmpt_getbynum(3)

void main(int argc, char **argv) {

struct cmpt_pair *pair;

struct cmpt_state *state

if (cmpt_setent(&state) != 0) {

perror("cmpt_setent failed");

exit(1);

}

/* get entries until a NULL returned */

while ( pair = cmpt_getent(&state) )

{

printf("¥nCompartment Nnumber : %d Name : %s¥n",

pair->cmpt_num, pair->cmpt_name);

}

if (errno == 0)

{

printf("¥nAll Entries printed¥n");

} else {

printf("¥nError getting compartment entry¥n");

}

cmpt_endent();

}

依存関係
これらの関数は、libsec ライブラリに含まれており、−lsec オプションを使用して、実行可能ファイルに
リンクすることができます。

参照
compartments(4), compartments(5)
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ENHANCED CURSES

名称
COLS − ターミナル画面のカラム数

構文
#include <curses.h>

extern int COLS;

説明
外部変数 COLS は、ターミナル画面のカラム数を示します。

参照
initscr(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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名称
compound( ), compoundf( ), compoundl( ), compoundw( ), compoundq( ) − 複利ファクター

構文
#include <math.h>

double compound(double rate, double periods);

float compoundf(float rate, float periods);

long double compoundl(long double rate, long double periods);

extended compoundw(extended rate, extended periods);

quad compoundq(quad rate, quad periods);

説明
compound() 関数は、下記の計算式で複利ファクターを計算します。

(1 + rate) ** periods

compoundf() は、 compound() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果
を返します。

compoundl() は、 compound() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、
long double 型の結果を返します。

compoundw() は、 compound() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、
extended 型の結果を返します。

compoundq() は、HP-UX システムでは compoundl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

compoundw() または compoundq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指定してコンパイルして
ください。プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認してください。

コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
periods がゼロの場合、 compound() は 1.0 を返します。

そうでなく、どちらかの引き数が NaN の場合、 compound() は NaN を返します。

そうでなく、 rate が −1 より小さい場合、 compound() は NaN を返し、無効例外が発生します。

そうでなく、 rate が −1 の場合、 compound() は pow(0, periods) と同等です。

そうでなく、 rate が +INFINITY の場合、 compound() は pow(rate, periods) と同等です。
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そうでなく、 periods が無限大で rate がゼロの場合、 compound() は 1.0 を返します。

そうでなく、 periods が無限大で rate がゼロでない場合、 compound() は exp(rate * periods) と同等で
す。

compound() は、値が大きすぎる場合これに代えて、適切な符号を付けた無限大を返し、オーバーフロー例
外と不正確例外を発生させます。

compound() では、結果が非常に小さく (本質的にはデノーマル値やゼロ) 正確な値でなくなるときには必
ず、アンダーフロー例外と不正確例外が発生します。また、結果が非常に小さいというだけで、これらの例外
が発生することがあります。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
annuity(3M), exp(3M), expm1(3M), pow(3M), math(5)

標準準拠
これらの関数は、どの標準にも規定されていません。
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名称
confstr( ) − 文字列形式の設定値の取得

構文
#include <unistd.h>

size_t confstr(int name, char *buf, size_t len);

説明
confstr() は、設定が定義されている文字列を取得する方法をアプリケーションに提供します。用途と目的
は、戻り値が数値ではなく文字列値であるという点を除いて、 sysconf() (sysconf (2) 参照) と同じです。

name パラメータは、 <unistd.h> 内に定義されている次の name 値を取ることができます。

_CS_PATH HP-UX リファレンス第１章のコマンド、および HP-UX オペレーティングシステム
で現在実現されている POSIX.2 標準に定義される、ユーティリティの検索に使用で
きる PATH 環境変数のデフォルト値

_CS_HW_CPU_SUPP_BITS

どのカーネルがハードウェア上でサポートされているか。現在返される値には、
"32"、"32/64"または "64" があります。

_CS_KERNEL_BITS

カーネルが 32 ビットまたは 64 ビットのどちらであるか。現在返される値には、
"32" または "64" があります。

_CS_MACHINE_MODEL

ハードウェアモデルを表す文字列

_CS_MACHINE_IDENT

各物理マシンの識別子。プリント可能な ascii 文字のオペーク文字列として返されま
す。この文字列は、物理的マシンの全パーティションで同じ値です。HP-UX 11i 以
降で最初にリリースされたハードウェアクラスの場合、この ID は全ハードウェアク
ラス共通です。それよりも以前のハードウェアクラスの場合、ID 番号はクラスごと
に一意です。ID 番号がない場合は空の文字列が返されます。ただしこうしたケース
が考えられるのは、プロトタイプマシンや正しく構成されなかったシステムの場合の
みです。この値を比較したい場合は、列比較機能を使って実行します (string(3C) を
参照)。

_CS_PARTITION_IDENT

マシンの各パーティションの識別子。プリント可能な ascii 文字のオペーク文字列と
して返されます。パーティションがサポートされていないマシンでは、この値は
_CS_MACHINE_IDENT と同じになります。この値を比較したい場合は、列比較機能
を使って実行します (string(3C) を参照)。
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_CS_MACHINE_SERIAL

マシンの外側に貼られたラベルに表示されているシリアル番号。この番号はプリント
可能な ascii 文字列です。この文字列は、マシンの全クラスにあるわけではありませ
ん。ない場合は、文字列は空です。異なるクラスのマシンが同じシリアル番号を持っ
ている場合もあるので、この文字列はマシン一意のものというわけではありません。

マシンごとに一意の番号が必要な場合は、 _CS_MACHINE_IDENT または _CS_PAR-

TITION_IDENT を使用してください。

_CS_XBS5_ILP32_OFF32_CFLAGS

32 ビットの int、long、ポインター、および off_t 型を持つプログラミングモデルを
使用するアプリケーションを作成するために、 cc(1) および c89(1) ユーティリティに
指定される初期オプションの集合。

_CS_XBS5_ILP32_OFF32_LDFLAGS

32 ビットの int、long、ポインター、および off_t 型を持つプログラミングモデルを
使用するアプリケーションを作成するために、 cc(1) および c89(1) ユーティリティに
指定される最終オプションの集合。

_CS_XBS5_ILP32_OFF32_LIBS

32 ビットの int、long、ポインター、および off_t 型を持つプログラミングモデルを
使用するアプリケーションを作成するために、 cc(1) および c89(1) ユーティリティに
指定されるライブラリの集合。

_CS_XBS5_ILP32_OFF32_LINTFLAGS

32 ビットの int、long、ポインター、および off_t 型を持つプログラミングモデルを
使用するアプリケーションソースをチェックするために、 lint(1) ユーティリティに
指定されるオプションの集合。

_CS_XBS5_ILP32_OFFBIG_CFLAGS

32 ビットの int、long、ポインター、および最低でも 64 ビットの off_t 型を持つプ
ログラミングモデルを使用するアプリケーションを作成するために、 cc(1) および
c89(1) ユーティリティに指定される初期オプションの集合。

_CS_XBS5_ILP32_OFFBIG_LDFLAGS

32 ビットの int、long、ポインター、および最低でも 64 ビットの off_t 型を持つプ
ログラミングモデルを使用するアプリケーションを作成するために、 cc(1) および
c89(1) ユーティリティに指定される最終オプションの集合。

_CS_XBS5_ILP32_OFFBIG_LIBS

32 ビットの int、long、ポインター、および最低でも 64 ビットの off_t 型を持つプ
ログラミングモデルを使用するアプリケーションを作成するために、 cc(1) および
c89(1) ユーティリティに指定されるライブラリの集合。
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_CS_XBS5_ILP32_OFFBIG_LINTFLAGS

32 ビットの int、long、ポインター、および最低でも 64 ビットの off_t 型を持つプ
ログラミングモデルを使用するアプリケーションソースをチェックするために、
lint(1) ユーティリティに指定されるオプションの集合。

_CS_XBS5_LP64_OFF64_CFLAGS

32 ビットの int、および 64 ビットの long、ポインター、 off_t 型を持つプログラミ
ングモデルを使用するアプリケーションを作成するために、 cc(1) および c89(1) ユー
ティリティに指定される初期オプションの集合。

_CS_XBS5_LP64_OFF64_LDFLAGS

32 ビットの int、および 64 ビットの long、ポインター、 off_t 型を持つプログラミ
ングモデルを使用するアプリケーションを作成するために、 cc(1) および c89(1) ユー
ティリティに指定される最終オプションの集合。

_CS_XBS5_LP64_OFF64_LIBS

32 ビットの int、および 64 ビットの long、ポインター、 off_t 型を持つプログラミ
ングモデルを使用するアプリケーションを作成するために、 cc(1) および c89(1) ユー
ティリティに指定されるライブラリの集合。

_CS_XBS5_LP64_OFF64_LINTFLAGS

32 ビットの int、および 64 ビットの long、ポインター、 off_t 型を持つプログラミ
ングモデルを使用するアプリケーションソースをチェックするために、 lint(1) ユー
ティリティに指定されるオプションの集合。

_CS_XBS5_LPBIG_OFFBIG_CFLAGS

32 ビットの int 型、および、最低でも 64 ビットの long、ポインター、 off_t 型を持
つプログラミングモデルを使用するアプリケーションを作成するために、 cc(1) およ
び c89(1) ユーティリティに指定される初期オプションの集合。

_CS_XBS5_LPBIG_OFFBIG_LDFLAGS

32 ビットの int 型、および、最低でも 64 ビットの long、ポインター、 off_t 型を持
つプログラミングモデルを使用するアプリケーションを作成するために、 cc(1) およ
び c89(1) ユーティリティに指定される最終オプションの集合。

_CS_XBS5_LPBIG_OFFBIG_LIBS

32 ビットの int 型、および、最低でも 64 ビットの long、ポインター、 off_t 型を持
つプログラミングモデルを使用するアプリケーションを作成するために、 cc(1) およ
び c89(1) ユーティリティに指定されるライブラリの集合。

_CS_XBS5_LPBIG_OFFBIG_LINTFLAGS

32 ビットの int 型、および、最低でも 64 ビットの long、ポインター、 off_t 型を持
つプログラミングモデルを使用するアプリケーションソースをチェックするために、
lint(1) ユーティリティに指定されるオプションの集合。
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len がゼロ以外の場合、かつ name が指定されていて構成定義値を持つ場合、 confstr() は、その値を buf

が指す len -バイトのバッファーにコピーします。返された文字列が len バイトより長い場合 (終了 null も含
めて)、 confstr() はその文字列を len− 1 バイトになるように切捨て、null バイトで終了させます。アプ
リケーションは、 confstr() が返した値と len を比較することによって、文字列が切捨てられたことを検出
できます。

len がゼロ、 buf が NULL の場合、以下に定義するとおり、 confstr() は整数値を返しますが、文字列は
返しません。 len がゼロで buf が NULL 以外の場合、結果は不定です。

戻り値
name が無効の場合、 confstr() はゼロを返して errno を [EINVAL] にセットします。

name が構成定義値を持たない場合、 confstr() は０を返して errno を変更しません。

name が構成定義値を持つ場合、 confstr() 設定定義値全体を保持するのに必要なバッファーサイズを返し
ます。この戻り値が len より小さい場合、 buf 内に返された文字列が切り捨てられます。

例
次のコーディング例は confstr() を呼び出して _CS_PATH の適性バッファーサイズを決定し、このバッ
ファーの領域を確保して、 _CS_PATH の設定値を取得します。

#include <unistd.h>

#include <stddef.h>

size_t bufsize;

char *buffer;

bufsize=confstr(_CS_PATH,NULL,(size_t)0);

buffer=(char *)malloc(bufsize+1);

confstr(_CS_PATH,buffer,bufsize+1);

著者
confstr() は HP によって開発されました。

ファイル
/usr/include/unistd.h

参照
getconf(1), errno(2), fpathconf(2), pathconf(2), sysconf(2), malloc(3C), thread_safety(5)

標準準拠
confstr(): XPG4, POSIX.2
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Itanium(R)ベースシステム専用

名称
conj( ), conjf( ), conjl( ), conjw( ), conjq( ) − 共役複素数関数

構文
#include <complex.h>

double complex conj(double complex z);

float complex conjf(float complex z);

long double complex conjl(long double complex z);

extended complex conjw(extended complex z);

quad complex conjq(quad complex z);

説明
これらの関数は、Itaniumベースシステムでのみ使用できます。

conj() は、複素数 z の虚数部の符号を反転させて共役複素数を返します。

conjf() は、 conj() の float complex バージョンで、 float complex 型の引き数をとり、 float

complex 型の結果を返します。

conjl() は、 conj() の long double complex バージョンで、 long double complex 型の引き数
をとり、 long double complex 型の結果を返します。

conjw() は、 conj() の extended complex バージョンで、 extended complex 型の引き数をと
り、 extended complex 型の結果を返します。

conjq() は、HP-UX システムでは conjl() と同等です。

これらの関数では、例外は発生しません。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。 conjw() ま
たは conjq() を使うには、 −fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに
<complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm

を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
creal(3M), cimag(3M), complex(5)

標準準拠
conj(), conjf(), conjl() : ISO/IEC C99 (付録 G 『IEC 60559-compatible complex arithmetic』を含む)
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名称
conv: toupper(), tolower(), _toupper(), _tolower(), toascii() − 文字の変換

構文
#include <ctype.h>

int toupper(int c);

int tolower(int c);

int _toupper(int c);

int _tolower(int c);

int toascii(int c);

説明
toupper() と tolower() は −1 から 255 までの整数の getc(3S) をドメインとして持ちます。toupper()

の引き数が小文字の場合、それに対応する大文字が返されます。tolower() の引き数が大文字の場合、それ
に対応する小文字が返されます。ドメイン内のそれ以外のすべての引き数は、そのままで返されます。引き数
がドメイン外の場合、戻り値は不定です。

マクロ _toupper() および _tolower() は、それぞれ toupper() および tolower() と同じです。

toascii() は引き数に７ビットの標準 ASCII 形式の文字以外のものが含まれる場合、その文字を表すビッ
トをすべて消去します。これによって、他のシステムとの互換性が確保されます。

多言語化対応
環境変数

LC_CTYPE により変換動作が決定されます。

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がサポートされます。

警告
toascii() はライブラリ関数として、および <ctype.h> ヘッダー内に定義されるマクロとして提供されま
す。通常はマクロとして使われます。ライブラリ関数として使うには、#undef を使ってマクロ定義を削除す
るか、あるいは ANSI C モードでコンパイルする際は関数名を括弧でくくるか、アドレスを使います。次の例
では toascii() をライブラリ関数として使っています。

#include <ctype.h>

#undef toascii

...

main()

{

...

c1 = toascii(c);
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...

}

または

#include <ctype.h>

...

main()

{

int (*conv_func)();

...

c1 = (toascii)(c);

...

conv_func = toascii;

...

}

次の例では、toupper() をライブラリ関数として使っています。

#include <ctype.h>

#undef toupper

...

main()

{

...

char *c;

*c=toupper ((unsigned char*) c);

...

}

著者
conv() は IBM, OSF および HP で開発されました。

参照
ctype(3C), getc(3S), setlocale(3C), lang(5), thread_safety(5)

標準準拠
toascii(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4

tolower(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

toupper(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

_tolower(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4

_toupper(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
copylist() − ファイルをメモリーにコピー

構文
#include <libgen.h>

char *copylist(const char *filenm, off_t *szptr);

説明
copylist は、項目のリストをファイルから新たに割り当てられるメモリーにコピーし、改行をヌル文字で置
き換えます。この関数には、コピーするファイルの名前を指すポインター filenm およびファイルのサイズを
保存する変数を指すポインター szptr という２つの引き数が必要です。

copylist は、正常終了すると割り当てられたメモリーを指すポインターを返します。それ以外の場合、ファ
イルの検出、 malloc マクロの呼び出し、またはファイルのオープンに問題があるときには、 NULL を返し
ます。

例
/* read "file" into buf */

off_t size;

char *buf;

buf = copylist("file", &size) ;"

for (i = 0; i < size; i++)

if(buf[i])

putchar(buf[i]);

else

putchar(’\n’);

参照
malloc(3C), thread_safety(5)
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名称
copysign( ), copysignf( ), copysignl( ), copysignw( ), copysignq( ) − 符号コピー関数

構文
#include <math.h>

double copysign(double x, double y);

float copysignf(float x, float y);

Itanium(R)ベースシステムのみ
long double copysignl(long double x, long double y);

extended copysignw(extended x, extended y);

quad copysignq(quad x, quad y);

説明
copysign() は、 x の符号を y の符号と同じにして x を返します。

copysignf() は、 copysign() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果
を返します。

Itaniumベースシステムのみ
copysignl() は、 copysign() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、
long double 型の結果を返します。

copysignw() は、 copysign() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、
extended 型の結果を返します。

copysignq() は、HP-UX システムでは copysignl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。 Itaniumベース システムで、 copy-

signw() または copysignq() を使うには、 −fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてくだ
さい。プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーの
コマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
copysign() 関数は、 x の絶対値と y の符号を持った値を返します。

これらの関数では、例外は発生しません。

エラー
エラーは、定義されていません。
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参照
fabs(3M), fpclassify(3M), remainder(3M), scalbn(3M), signbit(3M), math(5)

標準準拠
copysign(), copysignf(), copysignl() : ISO/IEC C99 ( 付 録 F 『 IEC 60559 floating-point

arithmetic』を含む)
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CURSES

名称
copywin() − ウィンドウの領域のコピー

構文
#include <curses.h>

int copywin(const WINDOW *srcwin, WINDOW *dstwin, int sminrow,

int smincol, int dminrow, int dmincol, int dmaxrow,

int dmaxcol, int overlay);

説明
copywin() 関数は、overlay() および overwrite() の両関数よりもさらに細かい制御を行います。
prefresh() 関数と同様に、あて先のウィンドウ (dminrow、 dmincol) および (dmaxrow、 dmaxcol) と、
ソースウィンドウの左上角の座標 (sminrow、 smincol) に長方形が指定されます。 overlay が TRUE の場合
は、overlay() と同様にコピーは非消去的になります。 overlay が FALSE の場合は、overwrite() と同
様にコピーは消去的になります。

戻り値
正常に終了すると copywin() は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
newpad(3X), overlay(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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名称
cos( ), cosf( ), cosl( ), cosw( ), cosq( ) − 余弦関数

構文
#include <math.h>

double cos(double x);

float cosf(float x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
long double cosl(long double x);

extended cosw(extended x);

quad cosq(quad x);

説明
cos() は、 x の余弦を返します (x の単位はラジアン)。

cos() は、 x が０から遠く離れていると、精度が落ちます。

cosf() は、 cos() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返します。

Itaniumベースシステムのみ
cosl() は、 cos() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long double

型の結果を返します。

cosw() は、 cos() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の結果
を返します。

cosq() は、HP-UX システムでは cosl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベースシステムで、 cosw() または cosq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指定して
コンパイルしてください。

これらの関数を使用するには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コン
パイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

PA-RISC のみ
関数 cos() および cosf() のミリコードバージョンが提供されています。数学ライブラリ関数のミリコー
ドバージョンは、通常は標準ライブラリのものより処理が高速です。これらのバージョンを使用するには、
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+Olibcalls または +Oaggressive の最適化オプションを指定してプログラムをコンパイルしてくださ
い。

特殊な場合に、ミリコードバージョンはその標準ライブラリと同じ値を返します (「戻り値」の項を参照)。

戻り値
cos(±0) は１を返します。

x が ±INFINITY の場合、 cos() は NaN を返し、無効例外が発生します。

x が NaN の場合、 cos() は NaN を返します。

cos() で他の例外が発生しないときに、不正確例外が発生するかどうかは規定されていません。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
acos(3M), asin(3M), atan(3M), atan2(3M), ccos(3M), cosd(3M), sin(3M), sincos(3M), tan(3M), math(5)

標準準拠
cos() : SVID3, XPG4.2, ANSI C, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

cosf(), cosl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
cosd( ), cosdf( ), cosdl( ), cosdw( ), cosdq( ) − 度で指定した引き数の余弦関数

構文
#include <math.h>

double cosd(double x);

float cosdf(float x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
long double cosdl(long double x);

extended cosdw(extended x);

quad cosdq(quad x);

説明
cosd() は、 x の余弦を返します (x は度で指定します)。

PA-RISC システムでは、 cosd() は、 x が０から遠く離れていると、精度が落ちます。

cosdf() は、 cosd() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返しま
す。

Itaniumベースシステムのみ
cosdl() は、 cosd() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long dou-

ble 型の結果を返します。

cosdw() は、 cosd() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の結
果を返します。

cosdq() は、HP-UX システムでは cosdl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベース システムで、 cosdw() または cosdq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指定
してコンパイルしてください。

これらの関数を使うには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイ
ラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。
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戻り値
cosd(±0) は１を返します。

x が ±INFINITY の場合、 cosd() は NaN を返し、無効例外が発生します。

x が NaN の場合、 cosd() は NaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
acosd(3M), asind(3M), atand(3M), atan2d(3M), cos(3M), sincosd(3M), sind(3M), tand(3M), math(5)

標準準拠
これらの関数は、どの標準にも規定されていません。
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名称
cosh( ), coshf( ), coshl( ), coshw( ), coshq( ) − 双曲線余弦関数

構文
#include <math.h>

double cosh(double x);

float coshf(float x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
long double coshl(long double x);

extended coshw(extended x);

quad coshq(quad x);

説明
cosh() は、 x の双曲線余弦を返します。

coshf() は cosh() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返します。

Itaniumベースシステムのみ
coshl() は、 cosh() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long dou-

ble 型の結果を返します。

coshw() は、 cosh() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の結
果を返します。

coshq() は、HP-UX システムでは coshl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベース システムで、 coshw() または coshq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指定
してコンパイルしてください。

これらの関数を使用するには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コン
パイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
cosh(±0) は１を返します。

x が ±INFINITY の場合、 cosh() は +INFINITY を返します。

x が NaN の場合、 cosh() は NaN を返します。
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cosh() は、値が大きすぎる場合これに代えて無限大 (HUGE_VAL に等しい) を返し、オーバーフロー例外と
不正確例外を発生させます。

cosh() で他の例外が発生しないときに、不正確例外が発生するかどうかは規定されていません。

エラー
正しい値がオーバーフローした場合、 cosh() は errno に [ERANGE] を設定します。

Itaniumベースシステムのみ
Itaniumベースシステムでの HP-UX の libm 関数は、デフォルトでは errno を設定しません。 errno を
設定するには、 +Olibmerrno オプションを指定してコンパイルしてください。

参照
acosh(3M), ccosh(3M), sinh(3M), tanh(3M), math(5)

標準準拠
cosh() : SVID3, XPG4.2, ANSI C, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

coshf(), coshl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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Itanium(R)ベースシステム専用

名称
cot( ), cotf( ), cotl( ), cotw( ), cotq( ) − 余接関数

構文
#include <math.h>

double cot(double x);

float cotf(float x);

long double cotl(long double x);

extended cotw(extended x);

quad cotq(quad x);

説明
これらの関数は、Itaniumベースシステムでのみ使用できます。

cot() は x の余接を返します (x の単位はラジアン)。

cotf() は、 cot() の float バージョンで、 float 型の引き数を取り、 float 型の結果を返します。

cotl() は、 cot() の long double バージョンで、 long double 型の引き数を取り、 long double

型の結果を返します。

cotw() は、 cot() の extended バージョンで、 extended 型の引き数を取り、 extended 型の結果
を返します。

cotq() は、HP-UX システムでは cotl() と等価です。

使用法
これらの関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイル

cotw() および cotq() を使用するには、 −fpwidetypes オプションも指定してコンパイルします。

これらの関数を使用するには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認し、コンパイ
ラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリをリンクしてください。

戻り値
cot(±0) は ±INFINITY を返します。

x が ±INFINITY の場合、 cot() は NaN を返し、無効例外が発生します。

x が NaN の場合、 cot() は NaN を返します。

cot() で他の例外が発生しないときに、不正確例外が発生するかどうかは規定されていません。
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エラー
エラーは、定義されていません。

参照
atan(3M), cos(3M), ctan(3M), sin(3M), tan(3M), math(5)

標準準拠
これらの関数は、標準には規定されていません。
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Itanium(R)ベースシステム専用

名称
cotd( ), cotdf( ), cotdl( ), cotdw( ), cotdq( ) − 角度による余接関数

構文
#include <math.h>

double cotd(double x);

float cotdf(float x);

long double cotdl(long double x);

extended cotdw(extended x);

quad cotdq(quad x);

説明
これらの関数は、Itaniumベースシステムでのみ使用できます。

cotd() は x の余接を返します (x の単位は度)。

cotdf() は、 cotd() の float バージョンで、 float 型の引き数を取り、 float 型の結果を返しま
す。

cotdl() は、 cotd() の long double バージョンで、 long double 型の引き数を取り、 long dou-

ble 型の結果を返します。

cotdw() は、 cotd() の extended バージョンで、 extended 型の引き数を取り、 extended 型の結
果を返します。

cotdq() は、HP-UX システムでは cotdl() と等価です。

使用法
これらの関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイル

cotdw() および cotdq() を使用するには、 −fpwidetypes オプションも指定してコンパイルします。

これらの関数を使用するには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認し、コンパイ
ラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリをリンクしてください。

戻り値
cotd(±0) は ±INFINITY を返します。

x が ±INFINITY の場合、 cotd() は N を返し、無効例外が発生します。

x が NaN の場合、 cotd() は NaN を返します。
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エラー
エラーは、定義されていません。

参照
atand(3M), cosd(3M), sincosd(3M), sind(3M), tand(3M), math(5)

標準準拠
これらの関数は、標準には規定されていません。
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名称
cpacl( ), fcpacl( ) − アクセス制御リスト (ACL) およびモードビットの、ファイル間でのコピー (HFS ファイル
システムのみ)

構文
#include <acllib.h>

int cpacl(

const char *fromfile,

const char *tofile,

mode_t frommode,

uid_t fromuid,

gid_t fromgid,

uid_t touid,

gid_t togid

);

int fcpacl(

int fromfd,

int tofd,

mode_t frommode,

uid_t fromuid,

gid_t fromgid,

uid_t touid,

gid_t togid

);

特記事項:
変化し続けている業界標準に確実に準拠していくために、このマニュアルエントリーに記載されている特徴も
随時改訂していく予定です。

説明
cpacl() と fcpacl() は共に、アクセス制御リストとモードビット (ファイルアクセス パーミッション
ビットと混合モードビット、chmod(2) 参照) をファイル間でコピーして、chown(2) と同様に所有権を転送し
ます。cpacl() と fcpacl() は次のパラメータを取ります。

• パス名 ( fromfile および tofile) または開いているファイル記述子 ( fromfd および tofd)

• モード値 ( frommode, 通常は stat() によって返される st_mode 値。stat(2) 参照 )。常にコ
ピーされるファイル混合モードビット、およびどちらかのファイルがリモートの場合にアクセス制
御リストの代わりにコピーされるファイルアクセスパーミッションビットを含みます。

• 所有権転送用のファイルのユーザー ID およびグループ ID ( fromuid, touid および fromgid,

togid) 通常は、fromuid と fromgid が stat() によって返される st_uid および st_gid の値
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になり、 touid と togid が geteuid() および getegid() によって返される値になります
(getuid(2) の geteuid(2) および getegid(2) を参照)。

両方のファイルがローカルの場合、cpacl() ルーチンはアクセス制御リストをコピーし、必要に応じて
chownacl() を呼び出して (chownacl(3C) 参照) 所有権を fromfile から tofile に転送します。

cpacl() (fcpacl()) は、getacl() (fgetacl()) または setacl() (fsetacl()) (setacl(2) 参照) のエ
ラーを認識した後にリモートコピー (NFS 経由) を行います。fromfile ( fromfd) から tofile (tofd) にモードを
コピーするとき、cpacl() は chmod() (fchmod()) を使って frommode 全体 (ファイル混合モードビット
とファイルアクセス パーミッションビット) を tofile (tofd) にコピーします。混合モードビットの一部が消去
される場合もあります (chmod(2) 参照)。

cpacl() (fcpacl()) はアクセス制御リストを fromfile ( fromfd) から tofile (tofd) へコピーします。この際
所有権は転送されませんが、エラーチェックおよびリモートファイルの取り扱いが確実に行われます。これ
は、touid に等しい fromuid と、togid に等しい fromgid をパスすることによって行われます (つまりゼロが
４個です)。リモートファイル、fromuid、touid、fromgid および togid は無視されます。

戻り値
cpacl() と fcpacl() は正常終了するとゼロを返します。エラーが生じた場合、失敗の原因を示す errno

を設定して、以下のように負の値を返します。

−1 ローカル fromfile ( fromfd) 上で getacl() (fgetacl()) を実行することができない場合

−2 tofile (tofd) 上で chmod() (fchmod()) を実行してファイル混合モードビットをセットすることがで
きない場合。cpacl() (fcpacl()) は fromfile ( fromfd) がローカルである限り、ファイルがローカ
ルかリモートかに関係なくこの動作を試行します。

−3 ローカル tofile (tofd) 上で setacl() (fsetacl()) を実行できない場合。結果的にそのファイルのオ
プションの ACL エントリーが削除されて、そのファイルアクセス パーミッションビットがゼロに
セットされ、混合モードビットが変更されることになります。

−4 tofile (tofd) 上で chmod() (fchmod()) を実行してモートをセットすることができないようになりま
す。結果的に、fromfile ( fromfd) がローカルの場合、tofile (tofd) のオプションの ACL エントリーが
削除され、アクセスパーミッション ビットがゼロになり、ファイルがローカルかリモートかに関係な
くファイル混合モードビットが変更されることになります。

例
次のコーディング例は oldfile に関する stat 情報を取得して、そのファイルの混合ビットとアクセス制御
リストを、呼び出し側が所有する newfile にコピーします。一方のファイルがリモートの場合、oldfile

上の st_mode だけがコピーされます。

#include <sys/types.h>

#include <sys/stat.h>

struct stat statbuf;
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if (stat ("oldfile", & statbuf) < 0)

error (...);

if (cpacl ("oldfile", "newfile", statbuf.st_mode,

statbuf.st_uid, statbuf.st_gid, geteuid(), getegid()) < 0)

{

error (...);

}

制約
cpacl() と fcpacl() は 標準 HP-UX オペレーティングシステムの HFS ファイルシステム でのみサポー
トされています。

著者
cpacl() と fcpacl() は HP で開発されました。

参照
acl(2), chown(2), getacl(2), getegid(2), geteuid(2), getuid(2), setacl(2), stat(2), acltostr(3C), chownacl(3C),

strtoacl(3C), acl(5), aclv(5), thread_safety(5)
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Itanium(R)ベースシステム専用

名称
cpow( ), cpowf( ), cpowl( ), cpoww( ), cpowq( ) − 複素数のべき乗関数

構文
#include <complex.h>

double complex cpow(double complex x, double complex y);

float complex cpowf(float complex x, float complex y);

long double complex cpowl(long double complex x, long double complex y);

extended complex cpoww(extended complex x, extended complex y);

quad complex cpowq(quad complex x, quad complex y);

説明
これらの関数は、Itaniumベースシステムでのみ使用できます。

cpow() は xy を返します。分岐線法では、第１パラメータについて、実軸に沿って負の値になります。

cpowf() は、 cpow() の float complex バージョンで、 float complex 型の引き数をとり、 float

complex 型の結果を返します。

cpowl() は、 cpow() の long double complex バージョンで、 long double complex 型の引き数
をとり、 long double complex 型の結果を返します。

cpoww() は、 cpow() の extended complex バージョンで、 extended complex 型の引き数をと
り、 extended complex 型の結果を返します。

cpowq() は、HP-UX システムでは cpowl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。 cpoww() ま
たは cpowq() を使うには、 −fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに
<complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm

を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
cpow(x,y) は、ゼロでない y に対して cexp(y*clog(x)) で計算した値を返し、計算による例外が発生し
ます (途中の計算は、高い精度と広い値の範囲で行われることがあります)。

cpow(x,±0±i0) は 1+i0 を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。
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参照
cexp(3M), clog(3M), csqrt(3M), pow(3M), complex(5)

標準準拠
cpow(), cpowf(), cpowl() : ISO/IEC C99 (付録 G 『IEC 60559-compatible complex arithmetic』を含む)
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Itanium(R)ベースシステム専用

名称
cproj( ), cprojf( ), cprojl( ), cprojw( ), cprojq( ) − 無限大をすべて正の実軸上の無限大に射影する関数

構文
#include <complex.h>

double complex cproj(double complex z);

float complex cprojf(float complex z);

long double complex cprojl(long double complex z);

extended complex cprojw(extended complex z);

quad complex cprojq(quad complex z);

説明
これらの関数は、Itaniumベースシステムでのみ使用できます。

cproj() は、引き数が無限複素数 (無限大の部分と NaN の部分をそれぞれ１つ持っている無限複素数も含
む) でない場合、その引き数である z を返します。引き数が無限複素数の場合、 cproj() は、虚数部を
copysign(0.0,cimag(z)) にして実軸上で正の無限大を返します。この関数の目的は、リーマン球面のモ
デル化に役立てることです。

cprojf() は、 cproj() の float complex バージョンで、 float complex 型の引き数をとり、
float complex 型の結果を返します。

cprojl() は、 cproj() の long double complex バージョンで、 long double complex 型の引き
数をとり、 long double complex 型の結果を返します。

cprojw() は、 cproj() の extended complex バージョンで、 extended complex 型の引き数をと
り、 extended complex 型の結果を返します。

cprojq() は、HP-UX システムでは cprojl() と同等です。

これらの関数では、例外は発生しません。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。 cprojw()

または cprojq() を使うには、 −fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラ
ムに <complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行
で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
creal(3M), cimag(3M), complex(5)
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標準準拠
cproj(), cprojf(), cprojl() : ISO/IEC C99 (付録 G 『IEC 60559-compatible complex arithmetic』を
含む)
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名称
cr_close − クラッシュダンプ記述子をクローズ

構文
#include <libcrash.h>

int cr_close(CRASH *crash_cb);

説明
cr_close() 関数は、crash_cb が指すクラッシュダンプ記述子構造をクローズします。crash_cb 構造と
は、cr_open(3) 呼び出しによって書き込まれたクラッシュダンプ記述子です。関連するすべての資源 (メモ
リーおよびファイル) が解放されます。

戻り値
正常終了の場合はゼロを戻します。その他の発生し得る戻り値については、libcrash(5) に記述されています。

著者
cr_close() は、HP で開発されました。

参照
cr_open(3), libcrash(5)
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名称
cr_info − クラッシュダンプ情報を取り出す

構文
#include <libcrash.h>

cr_info_t *cr_info(CRASH *crash_cb);

説明
cr_info() 関数は、オープンされているクラッシュダンプに関する情報を持つ cr_info_t 構造体を指すポ
インターを戻します。

cr_info_t
cr_info_t 構造体には、下記のフィールドが含まれています。このリスト内での位置と構造体内での順序に
は必ずしも相関関係がないこと、および、この構造体には他に予約されたフィールドが含まれる可能性がある
ことに注意してください。この構造体のサイズは今後変更されることがあるので、各種リリース間での互換性
の問題発生を避けるためにも、構造体はコピーしないようにしてください。

char *cri_hostname ダンプしたシステムの名前
char *cri_model システムのモデル文字列
char *cri_panic パニックメッセージ
char *cri_release システムのリリース文字列
char *cri_dumptime クラッシュダンプの時刻
char *cri_savetime クラッシュダンプを保存した時刻
uint64_t cri_chunksize 圧縮していないイメージファイルの

サイズ
uint64_t cri_memsize メモリーの物理サイズ (バイト数)

uint64_t cri_num_err エラーメッセージの数
char **cri_errmsg INDEX ファイルからのエラー

メッセージ
uint64_t cri_num_warn 警告メッセージの数
char **cri_warnmsg INDEX ファイルからの警告メッセージ
uint64_t cri_num_mod モジュール構造体の数
cri_modinfo_t *cri_modinfo モジュール構造体の配列
uint32_t cri_num_nodes ノードの数
uint32_t cri_monarch_node 物理主ノード番号

フィールド cri_hostname、 cri_model、 cri_panic、 cri_release、 cri_dumptime、および cri_savetime は、
すべてヌルで終了する文字列であり、それぞれ、ダンプしたシステムの名前とモデル、パニックメッセージ、
カーネルのリリースバージョン文字列、およびシステムがダンプした時刻とそのダンプが保存された時刻を表
します。システム上の物理メモリーの量はバイト数で表され、 cri_memsize 内に保存されます。個別の圧縮さ
れていないイメージファイルの目標サイズはバイト数で表され、 cri_chunksize 内に保存されます。
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cri_errmsg および cri_warnmsg は、保存されたメッセージのリストを含む持つヌルで終了する文字列の配列
です。 cri_num_err および cri_num_warn は、それぞれのリスト内にある文字列の数です。 cri_modinfo

は、ロードされたカーネルモジュールを定義する cri_modinfo_t 構造体の配列で、この配列の中には
cri_num_mod 個の要素があります。 cri_num_nodes は、マシンに含まれているノードの数です。
cri_monarch_node は、主ノードの物理ノード番号です。

cri_modinfo_t
cri_modinfo_t 構造体には、システムクラッシュ時にメモリー内にロードされたカーネルモジュールに固有
の情報が含まれています。それぞれのフィールドは、次の通りです。

char *mdi_loadpath メモリー内にロードされたときのファイルパス
char *mdi_savepath クラッシュディレクトリ内に保存されたときのファイルパス
uint64_t mdi_size サイズ (バイト数)

uint64_t mdi_checksum cksum(1) からのファイルのチェックサム

この場合も、構造体内でのフィールドの順序が指定されることはなく、他の予約フィールドがこの構造体の中
に存在する可能性があります。

cr_info() によって戻されたどちらの構造体の中の情報も、呼び出し元で変更してはなりません。

戻り値
cr_info() は、上述の cr_info_t 構造を指すポインターを戻します。 crash_cb が cr_open() によっ
てオープンされるクラッシュダンプの正しい記述子でない場合には、戻り値は未定義になります。

例
あるプロセスがクラッシュダンプをオープンしているという前提で、次のように cr_info(3) を呼び出すと、こ
のオープンされているクラッシュダンプに関する情報を取り出します。

#include <libcrash.h>

CRASH *crshdes;

cr_info_t *cri;

cri = cr_info(crshdes);

著者
cr_info() は、HP で開発されました。

参照
cr_open(3), libcrash(5)
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名称
cr_isaddr − 物理ページ番号をダンプしたかどうかを確認

構文
#include <libcrash.h>

int cr_isaddr(CRASH *crash_cb, uint64_t pagenum, int *avail);

説明
cr_isaddr() は、指定したページ番号 pagenum が crash_cb で表され、オープンされているクラッシュダ
ンプの中に存在するかどうかを調べます。これは、avail が指す論理値を設定して、そのページが存在する (1)

か存在しない (0) かを示します。

戻り値
正常終了した場合は、ゼロを戻します。その他の発生し得る戻り値については、libcrash(5) に記述されていま
す。

例
あるプロセスがクラッシュダンプをオープンしているという前提で、次のように cr_isaddr(3) を呼び出すと、
ページ 256 が使用可能であるかどうかを調べます。

#include <libcrash.h>

CRASH cr_cb;

int avail;

int retval = cr_isaddr(&cr_cb, (uint64_t)256, &avail);

if (retval >= 0 && avail > 0) {

/* Read and process page 256 */

} /* Else ignore pages that are not available */

著者
cr_isaddr() は、HP で開発されました。

参照
cr_open(3), cr_read(3), libcrash(5)
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名称
cr_open() − クラッシュダンプを読み込みのためにオープン

構文
#include <libcrash.h>

int cr_open(const char *path, CRASH **crash_cb, int flags);

説明
cr_open() ライブラリ呼び出しは、クラッシュダンプをオープンして、そのクラッシュダンプ記述子を戻し
ます。

path 引き数は、クラッシュダンプのディレクトリまたはファイルの名前を示すパス名を指すもので、その長
さは PATH_MAX バイトを超えてはなりません。

crash_cb が指す CRASH * には、クラッシュダンプ記述子が設定され、この後、そのクラッシュダンプをア
クセスするために、これを他の cr_*() 関数に引き渡すことができます。

flags は、下記のフラグ値のゼロ個または複数個のビットマスクであり、このクラッシュダンプに対して後か
ら libcrash を呼び出す際の操作に影響を与えます。ただし cr_verify(3) は例外であり、この関数は固有の
flags パラメータを持っています。

CR_NOCHECKSUM このフラグが設定されている場合、ライブラリは、クラッシュダンプ内のファイルの
チェックサムを確認しません。

CR_DELAYMSGS このフラグが設定されている場合、ライブラリは、時間のかかる操作 (圧縮解除およ
びチェックサム) の間、stderr にメッセージを書き込みます。

戻り値
正常終了の場合はゼロを戻します。その他の発生し得る戻り値については、libcrash(5) に記述されています。

例
次の cr_open() の呼び出しは、ディレクトリ /var/adm/crash/core.0 内に含まれるクラッシュダンプ
を オー プ ン し て、 ク ラッ シュ ダ ン プ 記 述 子 crash_cb を 戻 し ま す。 ク ラッ シュ ダ ン プ
/var/adm/crash/core.0 を読み込む例については、cr_read(3) マニュアルページを参照してください。

#include <libcrash.h>

CRASH *crash_cb;

int ret;

ret = cr_open ("/var/adm/crash/core.0", &crash_cb, CR_DELAYMSGS);

著者
cr_open() は、HP で開発されました。
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参照
cr_close(3), cr_perror(3), libcrash(5)
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名称
cr_perror() − libcrash のエラーまたは警告メッセージを出力

構文
#include <libcrash.h>

void cr_perror(CRASH *crash_cb, int error);

説明
cr_perror() は、error に該当するエラーまたは警告メッセージを標準エラーに出力します。この引き数
は、libcrash 呼び出しの中の 1 つを直前に呼び出した際の戻り値でなければなりません。メッセージは、
発生した問題を記述し、適切ならその意味を説明して修正のための処置を示します。

cr_perror() は、error に正常終了を示すゼロの値を指定して呼び出した場合、何も出力しません。従っ
て、このような呼び出しは、それぞれの libcrash 呼び出しの後に無害で行うことができます。
(CR_ERRORMSGS フラグを設定して cr_verify() の後に呼び出された場合は、エラーメッセージが繰り返
される可能性があります。)

crash_cb は、error を戻した呼び出しに引き渡したものと同じクラッシュダンプ記述子でなければなりませ
ん。その呼び出しが cr_open() であった場合は、この呼び出しによって戻されたクラッシュダンプ記述子が
ヌルであっても、それを引き渡してください。

error が CRERR_ERRNO で、システム変数 errno にエラー情報が含まれていることを示す場合、cr_per-

ror() は errno を参照して適切なメッセージを出力します。このような場合、エラーを引き起こした
libcrash 呼出しが戻った直後に cr_perror() を呼び出すことが重要です。

著者
cr_perror() は、HP で開発されました。

参照
cr_open(3), cr_verify(3), libcrash(5)
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名称
cr_read − クラッシュダンプから読み込む

構文
#include <libcrash.h>

int cr_read(CRASH *crash_cb, void *buf,

uint64_t mem_page, int *num_pages);

説明
cr_read() 関数は、 mem_page および num_pages によって定義されるメモリー領域を、 crash_cb を使って
オープンされているクラッシュダンプから、 buf が示すバッファーに読み込もうとします。

cr_read() は、クラッシュダンプの中の mem_page によって指定される物理メモリーオフセットに対応する
位置から処理を開始します。クラッシュダンプ内に物理メモリーページ mem_page が存在しない場合、
cr_read() は *num_pages に 0 を設定し、0 を戻します。

クラッシュダンプ内に存在しないメモリーのページを超えて、データ転送が発生することはありません。開始
位置 mem_page に読み込み長 *num_pages を加算するとクラッシュダンプ内に存在しないメモリーのページ
を超える場合、 cr_read() は、 *num_pages に実際に読み込まれた連続ページ数 (mem_page から始まる)

を設定します。

戻り値
正常終了の場合はゼロを戻します。その他の発生し得る戻り値については、 libcrash(5) に記述します。

例
あるプロセスがクラッシュダンプをオープンしているという前提で、次のように cr_read(3) を呼び出すと、
mybuf が指すバッファー内にクラッシュダンプから最初の CRSIZE ページを読み込みます。

#include <libcrash.h>

CRASH in_cb;

char mybuf[CRSIZE*NBPG];

int rstat;

int size = CRSIZE;

rstat = cr_read (in_cb, mybuf, 0, &size);

警告
cr_read() は、なんらかの理由により、要求したよりも少ないページを戻す可能性があります。戻されたペー
ジ数を必ず調べてください。要求したページ数よりも少ない場合は、戻されていない最初のページから始まる
新しい要求を発行してください。この新しい要求で 1 ページも読み込まれなかった場合 (あるいはエラーが戻
された場合) だけ、そのページがダンプされなかったことになります。
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著者
cr_read() は、HP で開発されました。

参照
cr_open(3), libcrash(5)
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名称
cr_set_node − ノード番号の設定

構文
#include <libcrash.h>

int cr_set_node(CRASH *crash_cb, int node_num, int *old_node_num);

説明
cr_set_node() 関数では、 node_num に物理ノード番号を引き渡しておく必要があります。このノード番
号は、 cr_read() および cr_isaddr() によって、そのノード上にあるノード専用メモリーをアクセスす
るために使用されます。この関数は、 ccnumadir (バージョン4) ダンプ中のみ有効です。 old_node_num

引き数がヌルでない場合は、 old_node_num が示すアドレスに前のノード番号が設定されます。
old_node_num がヌルの場合には、前のノード番号は戻されません。

戻り値
正常終了の場合には、ゼロを戻します。その他に可能性のある戻り値は、 libcrash(5) に記述されています。

例
あるプロセスがクラッシュ ダンプを開いているという前提で、次の cr_set_node() の呼び出しにより、物
理ノード番号にゼロが設定されます。

#include <libcrash.h>

CRASH *cr_cb;

int old_node;

int retval;

retval = cr_set_node(cr_cb, 0, &old_node);

著者
cr_set_node() は HP により開発されました。

参照
cr_open(3)、libcrash(5)
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名称
cr_uncompress − クラッシュダンプ内のファイルの圧縮を解除

構文
#include <libcrash.h>

int cr_uncompress(CRASH *crash_cb, const char *pathname,

uint64_t size, uint64_t checksum);

説明
cr_uncompress() は、 crash_cb で記述されるクラッシュダンプの一部であるファイルの圧縮が解除され、予
測されるサイズおよびチェックサム (cksum(1) によって計算される) に一致することを保証します。クラッ
シュダンプの一部であるモジュールファイルの整合性を保証するために、この呼び出しは非常に頻繁に使用さ
れます。 cr_info(3) を参照してください。

pathname は、圧縮を解除するファイルの名前です。サポートされている圧縮手段には、ファイル名に .gz

を追加する gzip(1) および .Z を追加する compress(1) があります。 size および checksum は、それぞれ、圧
縮が解除されるファイルの予測されるサイズおよびチェックサムです。該当するパラメータにゼロを指定する
ことによって、それぞれの有効性検査を無効にすることができます。

戻り値
正常終了の場合はゼロを戻します。その他の発生し得る戻り値については、 libcrash(5) に記述します。

例
次の cr_uncompress(3) の呼び出しは、カーネルファイル vmunix の圧縮が解除され有効性が確認されること
を保証します。

#include <libcrash.h>

result = cr_uncompress (crash, "vmunix", vmunix_size, vmunix_cksum);

著者
cr_uncompress() は、HP で開発されました。

参照
gunzip(1), uncompress(1), cr_info(3), cr_open(3), libcrash(5)
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名称
cr_verify − クラッシュダンプの整合性を検査

構文
#include <libcrash.h>

int cr_verify(CRASH *crash_cb, int flags);

説明
cr_verify()は、 crash_cb で指定されるクラッシュダンプ内の各ファイルの圧縮を解除し、そのサイズおよ
びチェックサムを検査します。

flags は、次のフラグ値のゼロ個または複数個のビットマスクです。

CR_NOCHECKSUM このフラグが設定されている場合、 cr_verify()は、クラッシュダンプ内のファイルの
チェックサムは検査しません。サイズだけが検査されます。

CR_DELAYMSGS このフラグが設定されている場合、 cr_verify()は、時間のかかる操作 (圧縮解除およ
びチェックサム) 中に stderr にメッセージを書き込みます。

CR_ERRORMSGS cr_verify()は、検出されたすべての有効性の確認に関する問題を表すメッセージを
stderr に書き込みます。このフラグが設定されている場合には、cr_verify()が戻ると
きに cr_perror()を呼び出さないでください。エラーメッセージが繰り返される可能性
があります。

戻り値
正常終了の場合はゼロを戻します。その他の発生し得る戻り値については、 libcrash(5) に記述します。

例
次の cr_verify(3) の呼び出しは、ダンプの整合性を検査します。

#include <libcrash.h>

CRASH *crash_cb;

int ret;

ret = cr_verify(crash_cb, CR_DELAYMSGS | CR_ERRORMSGS);

警告
cr_verify()は、ダンプ内のすべてのファイルの圧縮の解除およびチェックサムを行うので、非常に時間がか
かる可能性があります。 CR_DELAYMSGS を指定しない場合は、呼び出し元のアプリケーションで、大幅に遅
くなる可能性のある cr_verify()を呼び出す前に、そのユーザーに通知しなければなりません。

著者
cr_verify()は、HP で開発されました。
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参照
cr_open(3), cr_perror(3), libcrash(5)
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Itanium(R)ベースシステム専用

名称
creal( ), crealf( ), creall( ), crealw( ), crealq( ) − 複素数の実数部

構文
#include <complex.h>

double creal(double complex z);

float crealf(float complex z);

long double creall(long double complex z);

extended crealw(extended complex z);

quad crealq(quad complex z);

説明
これらの関数は、Itaniumベースシステムでのみ使用できます。

creal() は、 z の実数部を返します。

crealf() は、 creal() の float complex バージョンで、 float complex 型の引き数をとり、
float 型の結果を返します。

creall() は、 creal() の long double complex バージョンで、 long double complex 型の引き
数をとり、 long double 型の結果を返します。

crealw() は、 creal() の extended complex バージョンで、 extended complex 型の引き数をと
り、 extended 型の結果を返します。

crealq() は、HP-UX システムでは creall() と同等です。

これらの関数では、例外は発生しません。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。 crealw()

または crealq() を使うには、 −fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラ
ムに <complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行
で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
cimag(3M), complex(5)

標準準拠
creal(), crealf(), creall() : ISO/IEC C99 (付録 G 『IEC 60559-compatible complex arithmetic』を
含む)
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名称
crt0: crt0.o, gcrt0.o, mcrt0.o − 実行起動ルーチン

構文
特記事項

Itanium®ベース システムでは crt0_ia(3) を、PA-RISC システムでは crt0_pa(3) をそれぞれ参照してくださ
い。

ご使用のシステムがどちらのアーキテクチャなのかを判別するには uname コマンドを使用します。 uname

-m の出力が ia64 であれば Itaniumベースシステムで、それ以外の値であれば PA-RISC システムです。

参照
crt0_ia(3), crt0_pa(3), uname(1)
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名称
crt0_ia: crt0.o − Integrity システム用実行起動ルーチン

構文
特記事項

このマンページは Integrity システム用の crt0.o について説明します。PA-RISC システム用の crt0.o は
crt0_pa(3) を参照してください。

説明
C、aC++、および FORTRAN コンパイラは、静的にバインドされるプログラムにオブジェクトファイル
crt0.o をリンクして、起動処理およびプログラム実行環境を提供します。この中には、 ld を使用して、静
的にバインドされるプログラムにリンクしなければならない起動処理が含まれます。動的リンクされるプログ
ラム (デフォルトの方法) の場合、この crt0.o オブジェクトファイルは使用されず、その代わり、このオブ
ジェクトファイルで通常実行されるすべてのアクションが、ダイナミックローダー dld.so(5) によって実行さ
れます。

crt0.o は initializers および terminators を処理します。initializers は、プログラムのエントリーポイント
の前に呼び出されるルーチンで、terminators は、プログラムが exit ルーチンによって終了する際に呼び出
されるルーチンです。initializers は、リンクの列の逆の順序で実行されるので、従属ライブラリは、その従属
ライブラリに依存するライブラリよりも前に初期化されます。一方 terminators は、順序どおりに実行されま
す。

crt0.o は変数を定義するわけではありませんが、次のグローバル変数を設定します。

__argc long 型の変数で、引き数の数を含みます。

__argv 引き数そのものを指す文字ポインターの配列です。

_environ, __envp

プログラムが実行される環境を指す文字ポインターの配列です。この配列は、
null ポインターで終了します。

_SYSTEM_ID long 型の変数で、実行可能プログラムのシステム ID 値を含みます。

__tls_size long 型の変数で、要求されたスレッドのローカル記憶領域のサイズを含みま
す。この変数はカーネルからのデータで初期化されます。

__load_info void * 型の変数で、カーネルから渡されたロード情報を含みます。

__gp グローバルポインターと同じ値を持つ void * 型の変数です。

__gp と名称をもつシンボルは、<machine/sys/uregs.h> においても列挙
型の定数として宣言されており、<crt0.h> とは互換性がありません。両方の
ヘッダーファイルをインクルードするためには、__UREGS_SKIP__GP マクロ
を <machine/sys/uregs.h> をインクルードする前に定義する必要がありま
す。これによりヘッダーファイル <machine/sys/uregs.h> は競合する
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__gp の定義をしなくなります。この場合、列挙型の定数である __r1 が元の
__gp と同じ意味を持ち、代わりに使用することが出来ます。ttrace(2)を参照
してください。

著者
記述されている機能は AT&T UNIX System III に基づいて開発されました。

ファイル
crt0.h

参照
システムツール

aCC(1) HP-UX aC++ コンパイラの実行
cc(1) HP-UX C コンパイラの実行
dld.so(5) ダイナミックローダー
exec(2) ファイルの実行
f90(1) HP-UX FORTRAN コンパイラの実行
ld(1) リンクエディターの実行

その他
end(3C) プログラムの最終位置のシンボル
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名称
crt0_pa: crt0.o, gcrt0.o, mcrt0.o − PA-RISC システム用実行起動ルーチン

構文
特記事項

PA-RISC 64ビット ELF は crt0.o のみを使用します。

このマンページは PA-RISC システム用の crt0.o について説明します。Integrity システム用の crt0.o は
crt0_ia(3) を参照してください。

説明
PA-RISC 32ビットの SOM

C , Pascal および FORTRAN コンパイラはオブジェクトファイル crt0.o 、gcrt0.o または mcrt0.o に
リンクして、起動機能およびプログラム実行環境を提供します。gcrt0.o と mcrt0.o がそれぞれ gprof (1)

および prof (1) のプロファイルサポートを供給することを除いてすべて同じです。

次の記号がこれらのオブジェクトファイルに定義されています。

_environ プログラムが実行される環境を指す文字ポインターの配列です。この配列は
nullポインターで終了します。

_FPU_MODEL short 型の変数で、FPステータス命令が返すFPUモデル番号を含みます。この
変数はカーネルからのデータで初期化されます。

_FPU_REVISION short 型の変数で、FPステータス命令が返すFPUリビジョン番号を含みます。
この変数はカーネルからのデータで初期化されます。

_CPU_KEYBITS_1 int 型の変数で、CPU 固有の情報を含みます。この変数は、カーネルからの
データで初期化されます。

_CPU_REVISION int 型の変数で、マシンのCPUリビジョンを含みます。この変数はカーネルか
らのデータで初期化されます。

_SYSTEM_ID int 型の変数で、実行可能プログラムのシステムid値を含みます。

$START$ 実行開始アドレス

_start C プログラム用の第２起動ルーチンで、$START$ から呼び出された後に main

を呼び出します。このルーチンは crt0.o ファイルではなく C ライブラリに
含まれます。Pascal および FORTRAN プログラムでは、このシンボルは外部
ブロック (メインプログラム ) の先頭に付き、コンパイラによって生成されま
す。

$global$ プログラムのデータポインターの初期アドレス。起動コードは、このアドレス
を汎用レジスタ 27 にロードします。
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$UNWIND_START スタックアンワインドテーブルの先頭

$UNWIND_END スタックアンワインドテーブルの末尾

$RECOVER_START トライ／復元テーブルの先頭

$RECOVER_END トライ／復元テーブルの末尾

crt0.o ファイルは _mcount のnullプロシージャを定義するため、プロファイリングでコンパイルされたプ
ログラムは、プロファイリングなしでリンク可能です。

リンカは次の２つのシンボルを定義します。

__text_start プログラムのテキスト領域の開始アドレス
__data_start プログラムのデータ領域の開始アドレス

PA-RISC 64ビットの ELF
C、Pascal、および FORTRAN コンパイラは、オブジェクトファイル crt0.o をリンクして、起動機能およ
びプログラム実行環境を与えます。この中には、ld(1) の −noshared オプションを使用して非共有の各 PA-

RISC 64ビットプログラムとリンクしなければならない起動コードが含まれます。動的(−dynamic:デフォル
ト) プログラムの場合、この crt0.o オブジェクトファイルは使用されず、その代わり、このプログラムに
通常関連付けられているすべてのアクションがダイナミックローダー dld/sl(5) によって実行されます。
prof (1) および gprof (1) というプロファイリングサポートのための追加機能が crt0.o によって処理される
ことはありません。

PA64 では、crt0.o が initializers および terminators を処理します。initializers は、プログラムのエント
リーポイントの前に呼び出されるルーチンで、terminators は、プログラムが exit ルーチンによって終了す
る際に呼び出されるルーチンです。initializers は、リンクの列の逆の順序で実行されるので、従属ライブラリ
は、その従属ライブラリに依存するライブラリよりも前に初期化されます。一方 terminators は、順序どおり
に実行されます。

SOM バージョンの crt0.o とは異なり、PA64 の ELF 用の crt0.o はすべての変数を定義するわけではあ
りませんが、次のグローバル変数を設定します。

__argc long 型の変数で、引き数の数を含みます。

__argv 引き数そのものを指す文字ポインターの配列です。

_environ, __envp

プログラムが実行される環境を指す文字ポインターの配列です。この配列は、
null ポインターで終了します。

_CPU_KEYBITS_1 int 型の変数で、CPU 固有の情報を含みます。この変数はカーネルからのデー
タで初期化されます。

_FPU_MODEL long 型の変数で、FP ステータス命令が返す FPU モデル番号を含みます。この
変数はカーネルからのデータで初期化されます。
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_FPU_REVISION long 型の変数で、FP ステータス命令が返す FPU リビジョン番号を含みます。
この変数はカーネルからのデータで初期化されます。

_CPU_REVISION long 型の変数で、マシンの CPU リビジョンを含みます。この変数はカーネル
からのデータで初期化されます。

_SYSTEM_ID long 型の変数で、実行可能プログラムのシステム ID 値を含みます。

__tls_size long 型の変数で、要求されたスレッドのローカル記憶領域のサイズを含みま
す。この変数はカーネルからのデータで初期化されます。

__load_info void * 型の変数で、カーネルから渡されたロード情報を含みます。

著者
ここに記載されている機能は AT&T UNIX System III に基づいて開発されました。

ファイル
crt0.h

参照
プロファイリングおよびデバッグツール

gprof (1) 呼出しグラフプロファイルデータの表示
monitor(3C) 実行プロファイルの準備
prof (1) プロファイルデータの表示
profil(2) 実行時(間)プロファイル

システムツール
cc(1) HP-UX C コンパイラの実行
exec(2) ファイルの実行
f77(1) HP-UX FORTRAN コンパイラの実行
ld(1) リンクエディタの実行
dld.sl(5) ダイナミックローダー
pc(1) HP-UX Pascal コンパイラの実行

その他
end(3C) プログラムの最終位置のシンボル
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名称
crypt() − ハッシュ暗号化

構文
#include <crypt.h>

#include <unistd.h>

char *crypt(const char *key, const char *salt);

廃止インタフェース
char *crypt_r(const char *key, const char *salt, CRYPTD *cd);

void setkey(const char *key);

void setkey_r(const char *key, CRYPTD *cd);

void encrypt(char block[64], int edflag);

void encrypt_r(char block[64], int edflag, CRYPTD *cd);

説明
crypt()

crypt() はパスワード暗号化関数です。これは、ハードウェアインプリメンテーションにおけるキー検索の
使用を無効にするバリエーションを持つ、単方向ハッシュ暗号化アルゴリズムに基づいています。

key はユーザーが入力するパスワードです。salt は [a-zA-Z0-9./] から選択するキャラクタ２文字の文字
列です。この文字列は 4096 通りの方法の内のひとつのハッシュアルゴリズムを撹乱するために使われ、その
後のパスワードは、定数文字列を繰り返し暗号化するためのキーとして使われます。戻り値は暗号化されたパ
スワードを指します。最初の２文字は salt それ自体です。

廃止インタフェース
ハッシュされた暗号化を生成する crypt_r()、encrypt()、encrypt_r()、setkey()、setkey_r()

警告
crypt() の戻り値はデータを指します。この静的データの内容は各呼び出しによって上書きされます。

crypt_r()、setkey_r()、および encrypt_r() インタフェースは廃止され、現在では既存の DCE アプ
リケーションとの互換性を保つためにだけサポートされています。新しいマルチスレッドアプリケーションで
は、crypt() を使用してください。

参照
crypt(1), login(1), passwd(1), getpass(3C), passwd(4), thread_safety(5)

標準準拠
crypt(): SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
crypt2(), crypt2_passwd_match(), crypt2_passwd_hash(), crypt2_passwd_salt() − 拡張版のパスワード ハッ
シュ暗号化関数

構文
#include <prot.h>

int crypt2_passwd_match(const char *key, const char *oldhash, const char *user-

name);

char *crypt2_passwd_hash(const char *key, const char *oldhash, const char *user-

name);

char *crypt2_passwd_salt(const char *oldhash, const char *username);

char *crypt2(const char *key, const char *salt);

説明
これら４つの crypt2 関数は、従来の crypt() 関数 (crypt(3C) を参照) の拡張版です。これらの関数は、
crypt() と互換性があり、さらに security(4) で説明されている属性 CRYPT_DEFAULT および
CRYPT_ALGORITHMS_DEPRECATE を使用して構成することにより、代替的なパスワード ハッシュ用アルゴ
リズムを使用することもできます。

crypt2_passwd_match(key, oldhash, username):
関数 crypt2_passwd_match() は、パスワード ハッシュ アルゴリズムと salt の両方を、oldhash から導
出します。その後、アルゴリズムを salt と文字列 key に適用します。これによって得られるハッシュ文字列
が oldhash と一致すれば、その関数は 1 を返し、一致しなければ 0 を返します。

crypt2_passwd_hash(key, oldhash, username):
関数 crypt2_passwd_hash() は、oldhash にエンコードされたハッシュアルゴリズムと互換性があって、
username に適合する、ランダムな salt を計算します。その後、この関数はアルゴリズムを新しく計算された
salt および文字列 key に適用します。処理が成功すると、結果としてハッシュ文字列が返されます。処理が失
敗すると、"*" へのポインターが返されます。

crypt_2passwd_salt(oldhash, username):
関数 crypt2_passwd_salt() は、oldhash にエンコードされたハッシュアルゴリズムと互換性があって、
username に適合する、ランダムな salt を計算します。oldhash が、現在のパスワード ハッシュ ポリシーに
適合したハッシュ アルゴリズムに該当している場合は、この関数はそのアルゴリズムに適合した新しい salt

を返します。そうではなく、元のアルゴリズムが適合しない場合は、この関数はデフォルトのハッシュアルゴ
リズムに対応した salt を返します。oldhash に aa を指定すると、DES互換の salt を要求します。oldhash

に $6$ を指定すると、SHA−512互換の salt を要求します。アプリケーションが crypt2_passwd_salt()

を呼び出すときに、ユーザーの名前が不明であれば、username には "" を指定してください。これにより、こ
の関数はユーザー単位のポリシーのチェックを省略して、システム単位のセキュリティポリシーだけを適用す
るようになります。
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crypt2(key, saltstring):
関数 crypt2() は、saltstring から、パスワードアルゴリズムと salt の両方を導出します。その後、アルゴ
リズムを salt と文字列 key に適用し、その結果のハッシュ文字列を返します。crypt2_passwd_hash() と
は異なり、crypt2() 関数は、ハッシュ アルゴリズムや salt が適切かどうかをチェックしません。salt-

string には、事前に呼び出した crypt2_passwd_salt() から戻された値を使用することが推奨されます。

警告
関数 crypt2()、crypt2_passwd_salt()、および crypt2_passwd_hash() は、それぞれの関数自身で
割り当てたポインターを返します。これらの関数で割り当てられた空間を解放するために free() を呼び出
すことは、これらの関数の呼び出し側の責任です。

現時点では、すべてのパスワード ハッシュ ポリシーは、 CRYPT_DEFAULT および CRYPT_ALGO-

RITHMS_DEPRECATE を使用したシステム全体レベルでのみ強制的に設定されます。ユーザー固有のポリシー
の使用は、まだ実装されていません。crypt2_passwd_match()、crypt2_passwd_hash()、および
crypt2_passwd_salt() を呼び出すときには、引き数 username は無視されるものの、必ず指定しなけれ
ばなりません。

参照
crypt(3C), security(4).
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名称
csin( ), csinf( ), csinl( ), csinw( ), csinq( ) − 複素数の正弦関数

構文
#include <complex.h>

double complex csin(double complex z);

float complex csinf(float complex z);

long double complex csinl(long double complex z);

extended complex csinw(extended complex z);

quad complex csinq(quad complex z);

説明
これらの関数は、Itaniumベースシステムでのみ使用できます。

csin() は、複素数 z の正弦を返します。

csinf() は、 csin() の float complex バージョンで、 float complex 型の引き数をとり、 float

complex 型の結果を返します。

csinl() は、 csin() の long double complex バージョンで、 long double complex 型の引き数
をとり、 long double complex 型の結果を返します。

csinw() は、 csin() の extended complex バージョンで、 extended complex 型の引き数をと
り、 extended complex 型の結果を返します。

csinq() は、HP-UX システムでは csinl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。 csinw() ま
たは csinq() を使うには、 −fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに
<complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm

を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
csin(conj(z)) = conj(csin(z)) で csin は奇関数です。

csin(+0+i0) は +0+i0 を返します。

csin(+Inf+i0) は NaN±i0 を返し (この場合、結果の虚数部の符号は不定です)、無効浮動小数点例外が発生
します。

csin(+NaN+i0) は NaN±i0 を返します (この場合、結果の虚数部の符号は不定です)。

csin(Inf+iy) は NaN+iNaN を返し、正の有限値 y に対して無効浮動小数点例外が発生します。
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csin(NaN+iy) は NaN+iNaN を返し、ゼロでない有限値 y に対して無効浮動小数点例外が発生することも
あります。

csin(+0+iInf) は +0+iInf を返します。

csin(+x+iInf) は、正の有限値 x に対して +Inf(sin(y)+icos(y)) を返します。

csin(+Inf+iInf) は NaN±iInf を返し (この場合、結果の虚数部の符号は不定です)、無効浮動小数点例外が
発生します。

csin(+NaN+iInf) は +NaN±iInf を返します (この場合、結果の虚数部の符号は不定です)。

csin(0+iNaN) は 0+iNaN を返します。

csin(x+iNaN) は NaN+iNaN を返し、ゼロでないすべての x に対して無効浮動小数点例外が発生すること
もあります。

csin(NaN+iNaN) は NaN+iNaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
sin(3M), casin(3M), complex(5)

標準準拠
csin(), csinf(), csinl() : ISO/IEC C99 (付録 G 『IEC 60559-compatible complex arithmetic』を含む)
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名称
csinh( ), csinhf( ), csinhl( ), csinhw( ), csinhq( ) − 複素数の双曲線正弦関数

構文
#include <complex.h>

double complex csinh(double complex z);

float complex csinhf(float complex z);

long double complex csinhl(long double complex z);

extended complex csinhw(extended complex z);

quad complex csinhq(quad complex z);

説明
これらの関数は、Itaniumベースシステムでのみ使用できます。

csinh() は、複素数 z の双曲線正弦を返します。

csinhf() は、 csinh() の float complex バージョンで、 float complex 型の引き数をとり、
float complex 型の結果を返します。

csinhl() は、 csinh() の long double complex バージョンで、 long double complex 型の引き
数をとり、 long double complex 型の結果を返します。

csinhw() は、 csinh() の extended complex バージョンで、 extended complex 型の引き数をと
り、 extended complex 型の結果を返します。

csinhq() は、HP-UX システムでは csinhl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。 csinhw()

または csinhq() を使うには、 −fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラ
ムに <complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行
で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
csinh(conj(z)) = conj(csinh(z)) で csinh は奇関数です。

csinh(+0+i0) は +0+i0 を返します。

csinh(+0+iInf) は ±0+iNaN を返し (この場合、結果の実数部の符号は不定です)、無効浮動小数点例外が発
生します。

csinh(+0+iNaN) は ±0+iNaN を返します (この場合、結果の実数部の符号は不定です)。

csinh(x+iInf) は NaN+iNaN を返し、正の有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生します。
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csinh(x+iNaN) は NaN+iNaN を返し、ゼロでない有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生すること
もあります。

csinh(+Inf+i0) は +Inf+i0 を返します。

csinh(+Inf+iy) は、正の有限値 y に対して +Inf(cos(y)+isin(y)) を返します。

csinh(+Inf+iInf) は ±Inf+iNaN を返し (この場合、結果の実数部の符号は不定です)、無効浮動小数点例外
が発生します。

csinh(+Inf+iNaN) は ±Inf+iNaN を返します (この場合、結果の実数部の符号は不定です)。

csinh(NaN+i0) は NaN+i0 を返します。

csinh(NaN+iy) は NaN+iNaN を返し、ゼロでないすべての y に対して無効浮動小数点例外が発生するこ
ともあります。

csinh(NaN+iNaN) は NaN+iNaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
sinh(3M), casinh(3M), complex(5)

標準準拠
csinh(), csinhf(), csinhl() : ISO/IEC C99 (付録 G 『IEC 60559-compatible complex arithmetic』を
含む)
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名称
csqrt( ), csqrtf( ), csqrtl( ), csqrtw( ), csqrtq( ) − 複素数の平方根関数

構文
#include <complex.h>

double complex csqrt(double complex z);

float complex csqrtf(float complex z);

long double complex csqrtl(long double complex z);

extended complex csqrtw(extended complex z);

quad complex csqrtq(quad complex z);

説明
これらの関数は、Itaniumベースシステムでのみ使用できます。

csqrt() は、右側の半平面 (虚軸を含む) の範囲で複素数 z の平方根を返します。分岐線法では、実軸に沿っ
て負の値になります。

csqrtf() は、 csqrt() の float complex バージョンで、 float complex 型の引き数をとり、
float complex 型の結果を返します。

csqrtl() は、 csqrt() の long double complex バージョンで、 long double complex 型の引き
数をとり、 long double complex 型の結果を返します。

csqrtw() は、 csqrt() の extended complex バージョンで、 extended complex 型の引き数をと
り、 extended complex 型の結果を返します。

csqrtq() は、HP-UX システムでは csqrtl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。 csqrtw()

または csqrtq() を使うには、 −fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラ
ムに <complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行
で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
csqrt(conj(z)) = conj(csqrt(z))

csqrt(±0+i0) は +0+i0 を返します。

csqrt(x+iInf) は、すべての x (NaN を含む) に対して +Inf+iInf を返します。

csqrt(x+iNaN) は NaN+iNaN を返し、有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生することもありま
す。

csqrt(-Inf+iy) は、正の有限値 y に対して +0+iInf を返します。
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csqrt(+Inf+iy) は、正の有限値 y に対して +Inf+i0 を返します。

csqrt(-Inf+iNaN) は NaN±iInf を返します (この場合、結果の虚数部の符号は不定です)。

csqrt(+Inf+iNaN) は +Inf+iNaN を返します。

csqrt(NaN+iy) は NaN+iNaN を返し、有限値 y に対して無効浮動小数点例外が発生することもありま
す。

csqrt(NaN+iNaN) は NaN+iNaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
sqrt(3M), cpow(3M), complex(5)

標準準拠
csqrt(), csqrtf(), csqrtl() : ISO/IEC C99 (付録 G 『IEC 60559-compatible complex arithmetic』を
含む)
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名称
ctan( ), ctanf( ), ctanl( ), ctanw( ), ctanq( ) − 複素数の正接関数

構文
#include <complex.h>

double complex ctan(double complex z);

float complex ctanf(float complex z);

long double complex ctanl(long double complex z);

extended complex ctanw(extended complex z);

quad complex ctanq(quad complex z);

説明
これらの関数は、Itaniumベースシステムでのみ使用できます。

ctan() は、複素数 z の正接を返します。

ctanf() は、 ctan() の float complex バージョンで、 float complex 型の引き数をとり、 float

complex 型の結果を返します。

ctanl() は、 ctan() の long double complex バージョンで、 long double complex 型の引き数
をとり、 long double complex 型の結果を返します。

ctanw() は、 ctan() の extended complex バージョンで、 extended complex 型の引き数をと
り、 extended complex 型の結果を返します。

ctanq() は、HP-UX システムでは ctanl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。 ctanw() ま
たは ctanq() を使うには、 −fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに
<complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm

を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
ctan(conj(z)) = conj(ctan(z)) で ctan は奇関数です。

ctan(+0+i0) は +0+i0 を返します。

ctan(Inf+iy) は NaN+iNaN を返し、有限値 y に対して無効浮動小数点例外が発生します。

ctan(NaN+iy) は NaN+iNaN を返し、有限値 y に対して無効浮動小数点例外が発生することもあります。

ctan(+x+iInf) は、正の有限値 x に対して 0sin(2x)+i1 を返します。

ctan(+Inf+iInf) は ±0+i1 を返します (この場合、結果の実数部の符号は不定です)。
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ctan(+NaN+iInf) は ±01+i1 を返します (この場合、結果の実数部の符号は不定です)。

ctan(0+iNaN) は 0+iNaN を返します。

ctan(x+iNaN) は NaN+iNaN を返し、ゼロでないすべての x に対して無効浮動小数点例外が発生すること
もあります。

ctan(NaN+iNaN) は NaN+iNaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
tan(3M), catan(3M), complex(5)

標準準拠
ctan(), ctanf(), ctanl() : ISO/IEC C99 (付録 G 『IEC 60559-compatible complex arithmetic』を含む)
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名称
ctanh( ), ctanhf( ), ctanhl( ), ctanhw( ), ctanhq( ) − 複素数の双曲線正接関数

構文
#include <complex.h>

double complex ctanh(double complex z);

float complex ctanhf(float complex z);

long double complex ctanhl(long double complex z);

extended complex ctanhw(extended complex z);

quad complex ctanhq(quad complex z);

説明
これらの関数は、Itaniumベースシステムでのみ使用できます。

ctanh() は、複素数 z の双曲線正接を返します。

ctanhf() は、 ctanh() の float complex バージョンで、 float complex 型の引き数をとり、
float complex 型の結果を返します。

ctanhl() は、 ctanh() の long double complex バージョンで、 long double complex 型の引き
数をとり、 long double complex 型の結果を返します。

ctanhw() は、 ctanh() の extended complex バージョンで、 extended complex 型の引き数をと
り、 extended complex 型の結果を返します。

ctanhq() は、HP-UX システムでは ctanhl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定してコンパイルしてください。 ctanhw()

または ctanhq() を使うには、 −fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラ
ムに <complex.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行
で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
ctanh(conj(z)) = conj(ctanh(z)) で ctanh は奇関数です。

ctanh(+0+i0) は +0+i0 を返します。

ctanh(x+iInf) は NaN+iNaN を返し、有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生します。

ctanh(x+iNaN) は NaN+iNaN を返し、有限値 x に対して無効浮動小数点例外が発生することもありま
す。

ctanh(+Inf+iy) は、正の有限値 y に対して 1+i0sin(2y) を返します。
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ctanh(+Inf+iInf) は 1±i0 を返します (この場合、結果の虚数部の符号は不定です)。

ctanh(+Inf+iNaN) は 1±i0 を返します (この場合、結果の虚数部の符号は不定です)。

ctanh(NaN+i0) は NaN+i0 を返します。

ctanh(NaN+iy) は NaN+iNaN を返し、ゼロでないすべての y に対して無効浮動小数点例外が発生するこ
ともあります。

ctanh(NaN+iNaN) は NaN+iNaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
tanh(3M), catanh(3M), complex(5)

標準準拠
ctanh(), ctanhf(), ctanhl() : ISO/IEC C99 (付録 G 『IEC 60559-compatible complex arithmetic』を
含む)
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名称
ctermid( ) − ターミナルに対するファイル名の生成

構文
#include <stdio.h>

char *ctermid(char *s);

説明
ctermid() はパス名として使われた場合に、カレントプロセスの制御ターミナルを参照する文字列を生成し
ます。

s が NULLポインターのとき、文字列は内部静的領域に保存され、次に ctermid() が呼び出されたときにこ
の領域の内容がオーバーライトされ、アドレスが返されます。それ以外のときは、 s は最小の L_ctermid エ
レメントの文字配列を指すと見なされます。パス名はこの配列内に配置され s の値が返されます。定数
L_ctermid は <stdio.h> ヘッダーファイル内に定義されています。

プロセスは制御ターミナルを持たない場合は、制御ターミナルに対するパス名が決定されないか、エラーが発
生します。 ctermid() は空の文字列を返します。

マルチスレッドアプリケーションでは、 s が NULL ポインターの場合、操作は実行されず、 NULL ポイン
ターが返されます。

注記
ctermid() と ttyname() の違いは、 ttyname() がファイル記述子を受け取って、そのファイル記述子
に関連するターミナルの実名を返すのに対して、 ctermid() はファイル名として使われた場合にターミナル
を参照する文字列 (/dev/tty) を返すという点です (ttyname(3C) 参照)。したがって ttyname() は、プロ
セスがすでに最低ひとつのファイルをターミナルに対して開いているときだけ正常に使用できます。

参照
ttyname(3C), thread_safety(5)

標準準拠
ctermid(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1
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名称
ctime(), ctime_r(), localtime(), localtime_r(), gmtime(), gmtime_r(),mktime(), difftime(), asctime(), asc-

time_r(), timezone(), daylight(),tzname(), tzset() − 日付と時刻の文字列への変換

構文
#include <time.h>

char *asctime(const struct tm *timeptr);

char *asctime_r(const struct tm *timeptr, char *buffer);

char *ctime(const time_t *timer);

char *ctime_r(const time_t *timer, char *buffer);

double difftime(time_t time1, time_t time0);

struct tm *gmtime(const time_t *timer);

struct tm *gmtime_r(const time_t *timer, struct tm *result);

struct tm *localtime(const time_t *timer);

struct tm *localtime_r(const time_t *timer, struct tm *result);

time_t mktime(struct tm *timeptr);

extern long timezone;

extern int daylight;

extern char *tzname[2];

void tzset(void);

説明
asctime() timeptr が指す構造体内に含まれる時刻明細を変換し、26バイト長の文字列を指すポイン

ターを次の形式で返します。

Sun Sep 16 01:03:52 1973\n\0

すべてのフィールドの幅は一定です。

timeptr 内の tm_year が 0 より小さいか 8099 を超える場合は、asctime() は
NULL を返し、errno に [ERANGE] を設定します。 32ビットおよび 64ビット両方の
HP-UX で asctime() でサポートされる最小の日付は January 1 00:00:00 1900 です。
asctime() でサポートされる最大の日付は December 31 23:59:59 9999 です。

asctime_r() asctime() と同じですが、正常終了すると、ユーザーが指定した buffer に結果を格
納して、buffer へのポインターを返す点が異なります。バッファー長は最小でも 26バ
イト以上必要です。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 323



ctime(3C) ctime(3C)

ctime() timer が指すカレンダ日付を、エポックからの経過時間を示す秒に変換し、文字列形式で
ローカルタイムを指すポインターを文字列の形で返します。次に一例を示します。

asctime(localtime(timer))

32ビットおよび 64ビット両方の HP-UX で ctime() でサポートされる最小の日付は、
Friday December 13 20:45:52 UTC 1901 です。 ctime() でサポートされる最大の日付
は、32ビット HP-UX では Tuesday January 19 03:14:07 UTC 2038、64ビット HP-UX

では Friday December 31 23:59:59 UTC 9999 です。

タイマーが、サポートされる最小の日付で設定されている秒数より小さい場合 (たとえ
ば、limits.h で定義されている INT_MIN)、またはサポートされる最大の日付で設定さ
れている秒数より大きい場合、64ビット HP-UX では、ctime() は NULL を返し、
errno に [ERANGE] を設定します。

ctime_r() ctime() と同じですが、正常終了すると、ユーザーが指定した buffer に結果を格納し
て、buffer へのポインターを返す点が異なります。バッファー長は最小でも 26バイト
以上必要です。

gmtime() 協定世界時 (UTC) (HP-UX オペレーティングシステムで使われる標準時間) に直接変換し
ます。 gmtime() は、以下の tm 構造体を指すポインターを返します。

32ビットおよび 64ビット両方の HP-UX で gmtime() でサポートされる最小の日付は、
Friday December 13 20:45:52 UTC 1901 です。 gmtime() でサポートされる最大の日
付は、32ビット HP-UX では Tuesday January 19 03:14:07 UTC 2038、64ビット HP-

UX では Friday December 31 23:59:59 UTC 9999 です。

タイマーが、サポートされる最小の日付で設定されている秒数より小さい場合 (たとえ
ば、limits.h で定義されている INT_MIN)、またはサポートされる最大の日付で設定さ
れている秒数より大きい場合、64ビット HP-UX では、gmtime() は NULL を返し、
errno に [ERANGE] を設定します。

gmtime_r() gmtime() と同じですが、 gmtime_r() は、正常終了すると、 result が指す tm 構
造体にその結果を格納し、 result を返します。

localtime() 時間帯修正および夏期時間帯調整 (USA の夏時間など) を環境変数 TZ の内容に準じて行
います (次の環境変数参照)。 localtime() は以下の tm 構造体を指すポインターを返
します。

localtime() でサポートされる最小の日付は、32ビット HP-UX および 64ビット HP-

UX のどちらも Friday December 13 20:45:52 UTC 1901 です。 localtime() でサ
ポートされる最大の日付は、 32ビット HP-UX では Tuesday January 19 03:14:07 UTC

2038、64ビット HP-UX では Friday December 31 23:59:59 UTC 9999 です。

タイマーが、サポートされる最小の日付で設定されている秒数より小さい場合 (たとえ
ば、limits.h で定義されている INT_MIN)、またはサポートされる最大の日付で設定さ
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れている秒数より大きい場合、64ビット HP-UX では、localtime() は NULL を返
し、errno を [ERANGE] と設定します。

localtime_r() localtime() と同じですが、localtime_r() は、正常終了すると、 result が指す
tm 構造体にその結果を格納し、result を返します。

difftime() 二種類のカレンダー時刻の違い time1 - time0 を秒で返します。

mktime() 変換 timeptr が指す構造体内の時刻明細 (ローカルタイムとして表されます) を、time(2)

が返す値と同じ記号を持つカレンダー時刻値に変換します。構造体の構成要素 tm_wday

と tm_yday の元の値は無視され、他の構成要素の元の値は以下に示す範囲に制限されま
せん。

tm_isdst の値が正またはゼロの場合、mktime() は最初にその指定された時間を、そ
れぞれ夏時間または夏時間以外と仮定します。 tm_isdst の値が負の場合は、
mktime() は指定された時間が夏時間かどうかを決定します。

正常終了すると、すべての構成要素が指定のカレンダー時刻を示します。しかしすべての
構成要素の値は、以下に示す範囲内に収まるようにセットされます。tm_mday の最終的
な値は、tm_mon と tm_year が決定されるまでセットされません。mktime() は
time_t 型の値としてエンコードされた指定のカレンダー時刻を返します。

32ビットおよび 64ビット HP-UX では、 mktime() でサポートされている最小の日時
は、Friday December 13 20:45:52 UTC 1901 です。 mktime() でサポートされている
最大の日時は、32ビット HP-UX では Tuesday January 19 03:14:07 UTC 2038、64ビッ
ト HP-UX では Friday December 31 23:59:59 UTC 9999 です。

カレンダー時刻を表示できない場合は、値 (time_t) — 1 を返して errno に [ERANGE]

をセットします。値 (time_t) — 1 も 23:59:59, Dec 31, 1969 (±時間帯および夏時間調整)

に対応していることを覚えておいてください。したがってエラー状態を確実に検出するに
は、戻り値と errno の両方をチェックする必要があります。

tzset() TZ 環境変数 (どの時間値とも無関係です) の内容にしたがって、外部変数 timezone, day-

light および tzname の値をセットします。関数 localtime(), mktime(), ctime(),

asctime(), および strftime() (strftime(3C) 参照) は tzset() を呼び出して、以下
の外部変数として返される戻り値を演算に使います。 tzset() は、ユーザーによって直
接呼び出される場合もあります。

TZ 環境変数が設定されていない場合、 tzset() では、デフォルトファイル
/etc/default/tz で時間帯値を調べ、その内容にしたがって時間帯値を設定します。
/etc/default/tz ファイルには、TZ 環境変数が設定されていないときに tzset()

で使用される時間帯値が含まれています。そのファイルの形式は、接頭辞 TZ= なしの TZ

形式です。TZ 形式については、 environ(5) を参照してください。TZ 設定の優先順位は
次のとおりです。
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1) TZ 環境変数が存在する場合、その値を使用します。

2) TZ 環境変数が存在しない場合、 /etc/default/tz ファイルに設定されている値を
デフォルトとして使用します。

3) /etc/default/tz ファイルにも設定されていない場合、USA の EST5EDT (アメリ
カ東部標準時刻) と等価なデフォルト値を使用します。

/etc/default/tz の時間帯値は、適切なデフォルト値に変更することができます。

<time.h> ヘッダーファイルには、当該の関数および外部関数の宣言が含まれています。以下のメンバーを含
む tm 構造体も含まれています。

int tm_sec; /* seconds after the minute - [0,61] */

int tm_min; /* minutes after the hour - [0,59] */

int tm_hour; /* hours - [0,23] */

int tm_mday; /* day of month - [1,31] */

int tm_mon; /* month of year - [0,11] */

int tm_year; /* years since 1900 */

int tm_wday; /* days since Sunday - [0,6] */

int tm_yday; /* days since January 1 - [0,365] */

int tm_isdst; /* daylight savings time flag */

tm_isdst は、夏期の時間帯調整 (夏時間など) が行われている場合は正、行われていない場合はゼロ、情報
が入手できないときは負の値になります。

外部変数 timezone には、 UTC とローカル標準時刻 (例 : U.S. 東部標準時刻 (EST), timezone は
5∗60∗60) の違いが秒で含まれています。外部変数 daylight は、夏期時間帯調整が TZ 環境変数に指定され
ている場合だけゼロ以外になります。外部変数 tzname[2] には、ローカル標準時刻とローカル夏期時間帯の
略が環境変数 TZ で指定されたとおりに含まれます。

多言語化対応
ロケール

LC_CTYPE カテゴリは、format 内のバイトの翻訳をシングルおよび、またはマルチバイト文字として決定し
ます。

環境変数
tzset() 関数は TZ の内容を使って、外部変数 timezone、daylight および tzname の値をセットしま
す。 TZ もまた %Z および %z 指令によって置換される時間帯名と、localtime(), mktime(), ctime()

で実行される時間帯調整を決定します。TZ 内の時間帯を指定する二種類の方法は、environ(5) 内に記述され
ています。

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。
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戻り値
asctime_r(), ctime_r() では、バッファーが十分な長さでないと NULL が返され、errno に EINVAL が
設定されます。

asctime_r(), ctime_r(), gmtime_r(), localtime_r() では、引き数に NULL ポインターが渡される
と、NULL が返され、errno に EINVAL が設定されます。

次のルーチンへの入力がサポート範囲内にない場合、NULL が返され、errno には ERANGE が設定されま
す。 asctime(), asctime_r(), ctime(), ctime_r(), gmtime(), gmtime_r(), localtime(),

localtime_r()。

アプリケーション使用法
asctime(), ctime(), gmtime(), localtime() の戻り値が指す静的データの内容は、呼び出しごとにオー
バーライトされます。

警告
asctime_r(), ctime_r(), gmtime_r(), localtime_r() は現在、POSIX.1c に準拠しています。これら
の関数の旧プロトタイプは、既存の DCE アプリケーションとの互換性を保つためにだけサポートされている
ため、使用に際しては注意してください。

tm_sec([0,61]) の範囲は、１秒または２秒のうるう秒を考慮して 61 までになっています。しかし time(2)

によって返され timer の引き数として渡される「エポックからの秒数」値には累積されたうるう秒は含まれま
せん。 localtime() と gmtime() によって生成された tm 構造体はうるう秒を反映しません。正常終了
の場合は、 mktime() は tm_sec 構成要素の値が [0,59] の範囲に収まるようにします。

著者
ctime() は AT&T および HP で開発されました。

参照
time(2), getdate(3C), setlocale(3C), strftime(3C), tztab(4), environ(5), lang(5), langinfo(5), thread_safety(5)

標準準拠
ctime(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

asctime(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

daylight: AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4

difftime(): AES, SVID3, XPG4, ANSI C

gmtime(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

localtime(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

mktime(): AES, SVID3, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

timezone: AES, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4

tzname: AES, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1
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tzset(): AES, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1

asctime_r(), ctime_r(), localtime_r(), gmtime_r(): POSIX.1c
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名称
isalpha( ), isupper( ), islower( ), isdigit( ), isxdigit( ), isalnum( ), isspace( ), ispunct( ), isprint( ), isgraph( ), isc-

ntrl( ), isascii( ) − 文字のクラス分類

構文
#include <ctype.h>

int isalnum(int c);

int isalpha(int c);

int iscntrl(int c);

int isdigit(int c);

int isgraph(int c);

int islower(int c);

int isprint(int c);

int ispunct(int c);

int isspace(int c);

int isupper(int c);

int isxdigit(int c);

int isascii(int c);

説明
これらの関数は、直前に成功した setlocale() (setlocale(3C) 参照) によって識別されるキャラクタコード
化済みの整数値を、コード化文字セットの規則に準じてクラス分類します。各関数は、正常終了でゼロ以外、
失敗でゼロを返します。

setlocale() への呼び出しがエラーになった場合、デフォルトの ASCII 形式の７ビットコード化済み文字
セット (setlocale(3C) 参照) に準じてクラス分類されます。

isascii() はすべての整数値に対して定義されます。他の関数は -1 (EOF) から 255 の範囲に対して定義
されます。

これらの関数は以下の条件下ではゼロ以外を返します。それ以外はゼロです。

isalpha(c) c が文字の場合

isupper(c) c が大文字の場合

islower(c) c が小文字の場合

isdigit(c) c が 10 進数の数字の場合 (ASCII形式の文字 [0-9])

isxdigit(c) c が 16 進数の数字の場合 (ASCII形式の文字 [0-9], [A-F] または [a-f])

isalnum(c) c が英数字の場合 (アルファベットまたは数字)

isspace(c) c が、表示されるテキスト内に「スペース」を生成する文字の場合 (ASCII 形式の
スペース、タブ、キャリッジリターン、ニューライン、垂直タブおよびフォーム
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フィード)

ispunct(c) c が句読点文字の場合 (ASCII 形式のスペース文字、数字、文字を除く印字可能文
字 (040))

isprint(c) c が印字可能文字の場合

isgraph(c) c が目に見える文字の場合 (ASCII形式のスペース文字以外の印字可能文字 (040))

iscntrl(c) c が制御文字の場合 (ASCII形式の 040 未満の文字コードおよび削除文字 (0177))

isascii(c) c が０から 0177 の ASCII形式の文字コードの場合

これらの関数への引き数が関数のドメインの外部である場合、結果は不定です。

多言語化対応
ロケール

LC_CTYPE カテゴリは、文字型のクラス分類を決定します。

サポートされるコードセット
シングルバイトの文字コードセットがサポートされます。

警告
これらの関数は、ライブラリ関数および <ctype.h> ヘッダー内に定義されるマクロとして供給されます。通
常はマクロバージョンが使われます。ライブラリ関数を入手するには、 #undef を使ってマクロ定義を削除
するか、 ANSI-C モードでコンパイルした場合は関数名を括弧で囲むか、そのアドレスを取ってください。次
の例では、 isalpha(), isdigit(), isspace() に対してライブラリ関数が使われています。

#include <ctype.h>

#undef isalpha

...

main()

{

int (*ctype_func)();

...

if ( isalpha(c) )

...

if ( (isdigit)(c) )

...

ctype_func = isspace;

...

}

著者
ctype() は IBM, OSFおよび HPで開発されました。
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参照
setlocale(3C), ascii(5), thread_safety(5)

標準準拠
isalnum(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

isalpha(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

isascii(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4

iscntrl(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

isdigit(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

isgraph(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

islower(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

isprint(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

ispunct(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

isspace(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

isupper(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

isxdigit(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 3 −  Hewlett-Packard Company 331



cur_term(3X) cur_term(3X)
ENHANCED CURSES

名称
cur_term() − 現在のターミナル情報

構文
#include <term.h>

extern TERMINAL *cur_term;

説明
外部変数 cur_term は、現在使用中の端末に関連する terminfo データベース内のレコードを識別します。

参照
set_curterm(3X), tigetflag(3X), <term.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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名称
curs_set() − カーソルモードを設定

構文
#include <curses.h>

int curs_set(int visibility);

説明
curs_set() 関数は、visibility の値に基づき、カーソルの外観を設定します。

visibility の値 カーソルの外観

0 透明
1 端末固有の標準モード
2 端末固有の高視界モード

端末は上記すべての値をサポートする必要はありません。

戻り値
端末が、visibility が指定するカーソルモードをサポートする場合、curs_set() は、それまでのカーソルの
状態を返します。そうでなければ、ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
<curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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名称
curscr() − 現在のウィンドウ

構文
#include <curses.h>

extern WINDOW *curscr;

説明
外部変数 curscr は、内部データ構造をポイントします。本仕様で許可されている箇所では、本外部変数をあ
る関数、例えば clearok() などの引き数として指定することができます。

参照
clearok(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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名称
curses_intro − 端末およびプリンターの取り扱いと最適化パッケージ

説明
インタフェースの使用と実行

これらのルーチンは画面のアップデート方法を、端末から独立した形で、合理的な最適化を伴わせて提供する
ものです。ルーチンには以下のステートメントがそれぞれ適用されます。ただし、その後の詳細説明部分で
違った形で明示的に述べられている場合はその限りではありません。関数の引き数が無効値 (関数の定義外の
値、プログラムのアドレス空間外のポインター、またはヌルポインターなど) を持っている場合、その動作は
不定です。また、ヘッダーに宣言されている関数はいずれも、ヘッダーに定義されているマクロとしても実行
されることがあるため、ヘッダーが含まれている場合はライブラリ関数は明示的に宣言されてはならないこと
になっています。関数のマクロ定義はいずれも、その名称を括弧 [()] で囲むことによりローカルに抑制するこ
とができます。そうすることによって、名称の後ろにマクロ関数名の拡張を示す左括弧 [(] が続かないからで
す。同じ構文上の理由で、関数は、それがさらにマクロで定義されていたとしても、ライブラリ関数のアドレ
スを取っていいことになっています。これらの、マクロ定義を取り除くために構築された C言語 #undef を
使用することによって、実際の関数も表すことが保証されます。マクロとして実行されているライブラリ関数
の呼び出しはいずれも、その各々の引き数をちょうど１回ずつ評価するコードに拡張されます。それらのコー
ドは必要な部分は括弧で完全に保護されているため、一般的には任意の表現を引き数に使用しても安全です。
同様に、次項で説明されているこれらの関数に類似したマクロは、式中のマクロと互換性のあるリターンの型
を持った関数が呼び出せるところならどこでも呼び出すことができます。

ライブラリ関数を、ヘッダーで定義されているいずれの型も参照せずに宣言できるとしたら、その関数を、明
示的にせよ暗黙的にせよ宣言し、関連するヘッダーを含まずに使用できることになります。関数で、変数の引
き数を受け付けるものが、(明示的に、もしくは関連するヘッダーを含んで) 宣言されない場合は、その動作は
不定です。

curses の仕様の本バージョンで紹介されている変更の結果、アプリケーションを作成する場合、最低限のヘッ
ダーしか含めなくていいようになりました。XSI 整合のシステムを実行することで、必要な記号のすべてが、
本ドキュメントの「ヘッダー」の項で説明されているとおり、目で見えるようになります。

C言語の定義
本ドキュメントの概要およびコード例の基礎となっている C言語は ISO C で、参照に掲載されている ISO C

標準で指定されているものです。共通使用の C は、標準化以前の C言語を表しますが、これが本仕様の旧版
の基礎となっていました。

コンパイル環境
アプリケーションは、マクロの _XOPEN_SOURCE テスト機能が、どのヘッダーを含む以前でも定義されるこ
とを保証しなければなりません。これは、本ドキュメントで説明されている機能を使用可能にするのに必要で
す。また、共通アプリケーション環境の別の箇所で定義されている機能を使用可能にするときにも必要となる
かもしれません。

_XOPEN_SOURCE マクロは、コンパイルの工程で自動的に定義されますが、移植性を最大限に保証するために
アプリケーションが確かめなければならないのは、_XOPEN_SOURCE が、ソースファイル内のコンパイラオプ

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 335



curses_intro(3X) curses_intro(3X)
X/Open CURSES

ションもしくは #define 指令のどちらかを使用して、#include のどの指令よりも前に、定義されなけれ
ばならないことです。本ドキュメントの識別子は、#undef 指令を使用することによってのみ定義されなくな
ります。これらの #undef 指令は、どのヘッダーのものでも、すべての #include 指令の後に付かなければ
なりません。

この仕様に適合したシステムでコンパイルすれば、POSIX と ISO C に非常に厳密に準拠したアプリケーショ
ンを作成できます。しかし、POSIX と ISO C の拡張であると記された項目をここに示されている目的以外で
使用したアプリケーションは、コンパイルできないことがあります。その場合は、アプリケーションを変更し
て、別の識別子を使うようにする必要があるかもしれません。

本ドキュメントは ISO C標準に適合しており、また、=2 で設定された _POSIX_C_SOURCE で使用可能にな
る機能はすべて _XOPEN_SOURCE によっても使用可能になるはずなので、_XOPEN_SOURCE が定義されてい
れば _POSIX_SOURCE も _POSIX_C_SOURCE も定義されなくてもいいはずです。そのため、
_XOPEN_SOURCE と _POSIX_SOURCE の両方が定義されていても、また _POSIX_C_SOURCE が =1 もしく
は２に設定されていても、その動作は _XOPEN_SOURCE だけが定義されたときと同じになります。しかし、
_POSIX_C_SOURCE が２より大きい値に設定された場合は、その動作は不定です。

c89 および cc の両ユーティリティーは、標準ライブラリの追加の −l オペランドを認識します。

−l curses このオペランドは、本仕様で参照されるすべてのライブラリ関数を目に見えるように
します(ただし、ENHANCED CURSES のラベルが付いたものと、EC という余白説
明文が記されている部分は除きます)。

処 理 系 が _XOPEN_CURSES を 定 義 し、 ア プ リ ケー ショ ン が
_XOPEN_SOURCE_EXTENDED 機能のテストマクロを定義すると、−l curses は、
本仕様に参照されている、ENHANCED CURSES のラベルの付いたライブラリ関数
をすべて目に見えるようにします。

アプリケーションで、ENHANCED CURSES と指定された API のいずれかを使用するものは、各々のソース
ファイルにおいて、もしくはコンパイル環境の一部において _XOPEN_SOURCE_EXTENDED = 1 と定義しな
ければなりません。ただし、ソースファイルの中で _XOPEN_SOURCE_EXTENDED = 1 と定義する場合は、
どのヘッダーインクルードよりも前でその定義を行わなければなりません。

処理系が curses の仕様内の DEVELOPMENT と記されたユーティリティーをサポートする場合、lint ユー
ティリティーが、標準ライブラリの −l curses オペランドの追加分を認識します。

−l curses llib-lcurses.ln という、本ドキュメントで説明される関数を含むライブラリを
指定します。

ライブラリ llib-lcurses.ln が通常ファイルに存在するかは指定されていません。

X/Open ネームスペース (ENHANCED CURSES)
本項の必要事項は、Enhanced Curses 適合を求める処理系でのみ有効です。

本ドキュメントの識別子はすべて、<curses.h>、<term.h>、および <unctrl.h> ヘッダーのいずれか１
つで定義されています。_XOPEN_SOURCE が定義されると、各ヘッダーは識別子をいくつか定義または宣言し
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ますが、その識別子はアプリケーションが使用するものと対立する可能性があります。アプリケーションに見
える識別子の集合体は、含まれるヘッダーの先頭ページの識別子と、処理系のために確保されている追加の識
別子だけです。さらにヘッダーの中には、関連した先頭ページに示されているその他のヘッダーから目に見え
る識別子を作成するものがあります。

処理系が使用するために確保されている識別子は下記のとおりです。

1 ヘッダーの項で記述されている外部リンケージ付きの識別子はそれぞれ、そのヘッダーが含まれ
る場合に、その外部リンケージ付き識別子として使用されるものとして確保されています。

2 ヘッダーの項で記述されているマクロ名称はそれぞれ、そのヘッダーが含まれる場合に使用され
るものとして確保されています。

3 ヘッダーの項で記述されているファイルスコープ付きの識別子は、そのヘッダーが含まれる場合
に、同じネームスペース内のファイルスコープ付き識別子として使用されるものとして確保され
ています。

4 すべての識別子は必ず大文字２字から成ります。

下表のヘッダーのいずれかが含まれている場合は、表の接頭辞、接尾辞または正式名称の付いた識別子が、処
理系が使用するものとして確保されます。

ヘッダー 接頭辞 接尾辞 正式名称

<curses.h> add, attr, get, in, mousr, mv, scr, slk, un, wadd, wattr,

wbkg, win

ANY header _t

下表のヘッダーのいずれかをインクルードしている場合は、表の接頭辞付きのマクロが定義されます。与えら
れたヘッダーの最後のインクルードの後、アプリケーションは対応する接頭辞を持った識別子を独自の目的に
使用することができます。ただし、これらの使用にあたっては対応するマクロの #undef を先行させる必要
があります。

ヘッダー 接頭辞

<curses.h> A_, ACS_, ALL_, BUTTON, COLOR_, KEY_, MOUSE, REPORT_,

WA_, WACS_

<term.h> ext_

下記の識別子は、ヘッダーをインクルードしているかどうかにかかわらず確保されます。

1 アンダースコア (_) で始まり、後に大文字もしくはさらにアンダースコア (_) が続く識別子はす
べて、処理系がいつでも使用できるよう常に確保されています。

2 アンダースコア (_) で始まる識別子は、一般識別子もしくはタグネームスペース両方のファイル
スコープ付き識別子として使用されるべく常に確保されています。
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3 X/Open System Interfaces and Headers, Issue 4, Version 2 specificationで確保される識
別子リストに載っているものはすべて、外部リンケージ付きの識別子として使用されるべく確保
されています。

本ドキュメント内で外部リンケージを持っていると説明されている識別子はすべて外部リンケージ付き識別子
として使用されるべく常に確保されています。

その他の識別子は確保されていません。

アプリケーションは同一コンテキスト内で確保されている識別子と同じ名称のものを宣言したり定義してはい
けません。マクロ名は見つかり次第別の名称に変えられ、スコープやネームスペースからは独立しているた
め、関連ヘッダーが含まれているときは、確保されている識別子と同じ名称のマクロ名は定義されてはなりま
せん。

ヘッダーを含む順序に決まりはありません。与えられたスコープ内に２回以上含めても構いませんが、その効
果は１回のときと変わりありません。

ヘッダーを使用するときは、外部宣言や定義の外でインクルードしなければなりません。そして、それをイン
クルードするのは、そのヘッダーが定義する型もしくはマクロのいずれかを、またはそれが宣言する関数もし
くはオブジェクトのいずれかを初めて参照する前でなければなりません。しかしながら、識別子が２つ以上の
ヘッダーで宣言または定義される場合は、２つ目以降の連続する関連ヘッダーは、識別子への最初の参照を
行った後にインクルードしてもかまいません。ヘッダーをインクルードする前に、プログラムでは、ヘッダー
が定義するシンボルと辞書的に同一の名称を持ったマクロの定義はしてはなりません。

マクロとして実行するインタフェース (ENHANCED CURSES)
本項の必要事項は Enhanced Curses 適合を求める処理系においてのみ有効です。

下記のインタフェースで引き数を伴うものがマクロとして実行されなければなりません。アプリケーションの
プログラミングに関わることは、引き数の前に & という文字を使用してはいけないということです。

マクロ マンページ

COLOR_PAIR(), PAIR_NUMBER() can_change_color(3X)

getbegyx(), getmaxyx(), getparyx(), getyx() getbegyx(3X)

<curses.h>、<term.h>、および <unctrl.h> の説明では、COLOR_BLACK など他のマクロで引き数を伴
わないものをリストアップしています。

X/Open System Interfaces and Headers, Issue 4, Version 2 Specification との関係
エラー番号

関数のほとんどは errno でエラー番号を表示します。番号は変数またはマクロで、<errno.h> などで定義
されます。また、マクロは int 型の変更可能な lvalue として展開されます。

errno の有効な値のリストおよびアプリケーションを作成するユーザーへの errno の使用に当たってのア
ドバイスは、 X/Open System Interfaces and Headers, Issue 4, Version 2 specificationに掲載されてい
ます。
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データ型
Curses の関数が使用するデータ型はすべて処理系によって定義されます。下記リストにこれらの型を示しま
す。

attr_t 整数型で、少なくとも unsigned short は含むことができるもの。attr_t 型
は、論理和をとる属性の集合を保持するために使用されます。この属性の集合は、接
頭辞 WA_ で始まる <curses.h> に定義されています。

bool 論理データ型

chtype 整数型で、少なくとも unsigned char および属性を含むことができるもの。
chtype 型の値は、unsigned char とゼロ以上の基底属性フラグで、接頭辞 A_

を持つ <curses.h> に定義されているものとの論理和をとることによって形成され
ます。アプリケーションはこれらの chtype 値の構成要素を抽出することができま
す。それには、本目的のために <curses.h> に定義されているベースマスクが使用
されます。

chtype のデータ型はカラーペアも含みます。chtype 型の値は、unsigned char およびカラー
ペア、そしてゼロ以上の属性で、接頭辞 A_ で始まる <curses.h> に定義されているものとの論理
和をとることによって形成されます。アプリケーションは、これらの chtype 値の構成要素を抽出す
ることができます。それには、本目的のために <curses.h> に定義されているベースマスクが使用
されます。

SCREEN 不透明な端末表現

wchar_t <stddef.h> 内に記述されるとおり。

cchar_t 処理系によって違う最長制限までのワイドキャラクタの文字列と、カラーペア、そし
て本ドキュメントで定義される全属性の集合の内のゼロ以上の属性を表すことのでき
る型。ヌル cchar_t のオブジェクトとは、空白のワイド文字列を参照するオブジェ
クトのことです。cchar_t オブジェクトの配列はヌル cchar_t のオブジェクトに
よって終了されます。

WINDOW 不透明なウィンドウ表現

インタフェースの概要
構成要素

Curses を初期化する関数は、通常 initscr() です。この関数は使用中の端末のモデルを、引き数か環境変
数のいずれかを参照して決定します。決定されたモデルが terminfo に定義されている場合は、同じ ter-

minfo のエントリーが Curses に対して端末の操作法を正確に伝えます。

その場合は、包括 API によってアプリケーションが端末を操作することができます。Curses の実行時システ
ムは各端末からリクエストを受け、適切なコマンドを端末に送り、求める効果を達成します。
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X/Open System Interface Definitions, Issue 4, Version 2 Specification との関係
Curses を使用するアプリケーションは、 X/Open System Interface Definitions, Issue 4, Version 2

specification, Chapter 9, 「General Terminal Interface」で定義される汎用ターミナルインタフェースの機能
を使用した端末の制御はしてはいけないことになっています。

Curses モード時に存在するパラダイムが Curses 環境の外まで持ち越されなければならないという必要はあり
ません (def_prog_mode(3X) を参照)。

シグナルとの関係
Curses の実行によって、SIGINT、SIGQUIT および SIGTSTP の各シグナルを特別に取り扱うことができる
ようになりますが、そのためには initscr() が呼び出されたときに、これらのシグナルのディスポジション
が SIGDFL になっていなければなりません (initscr(3X) を参照)。

これらのシグナルに関する特別な操作はいずれも、プロセスが続く限り、もしくはプロセスがシグナルのディ
スポジションを変更するまでは、その効力が続きます。

どの Curses 関数も、シグナルに関しては安全性は要求されません (X/Open System Interfaces and Head-

ers, Issue 4, Version 2 specification内の sigaction(2) を参照)。

シグナルに関する Curses の動作で、 X/Open System Interfaces and Headers, Issue 4, Version 2

specificationに定義されていないものは、指定されていません。

画面、ウィンドウおよび端末
画面

画面とは端末の物理的な出力装置のことです。Curses では、SCREEN のデータ型は端末に関連した不透明な
データ型です。ウィンドウは各々 (下記参照) SCREEN に関連しています。

ウィンドウ
Curses 関数は window オブジェクトの操作を可能にしますが、このオブジェクトは文字およびその修飾情報
の２次元配列と考えられます。stdscr と呼ばれるデフォルトウィンドウは端末画面の大きさを表しますが、
これが供給されます。その他は newwin() で作成されます。

変数で WINDOW* と宣言されるものはウィンドウ (およびサブウィンドウ、派生ウィンドウ、パッドなど下記に
説明されているもの) を表します。これらのデータ構造は、terminfo(4) のマンページに説明されている関数で
操作されます。最も基礎的な関数は move() および addch() です。これらの関数で、より一般的なバー
ジョンが含まれていますが、それによってウィンドウを指定するプロセスが可能になります。

ウィンドウを操作する関数を使用した後に refresh() が呼び出され、それが Curses に対し CRT 画面を
stdscr に似せるように伝えます。

出力には線描画文字が指定されます。入力では、Curses はエスケープシーケンスを単一値に転送する、矢印
およびファンクションキーを解釈することができます。線描画文字および入力値は <curses.h> に定義され
ている名称を使用します。

ウィンドウの各々は、ウィンドウ内の情報が端末装置に表示されている情報とは違う可能性があることを示す
フラグを持っています。ウィンドウのコンテキストの変更や、ウィンドウの移動もしくは変更、ウィンドウの
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カーソル位置の設定などによって、このフラグが立ちます(ウィンドウに影響を及ぼします)。

サブウィンドウ
サブウィンドウは、他のウィンドウ (親ウィンドウと呼ばれます) 内に作られるウィンドウで、親ウィンドウと
相対的に置かれます。サブウィンドウは derwin()、newpad()、および subwin() を呼び出すことによっ
て作成されます。この場合、サブウィンドウへの変更は親ウィンドウには影響しません。

サブウィンドウは、親ウィンドウで subwin() を呼び出すことによっても作成することができます。画面上
のサブウィンドウの位置と大きさは、親ウィンドウと同一、もしくは親ウィンドウの中に完全に入っていなけ
ればなりません。この場合、親ウィンドウもしくはサブウィンドウへの変更は両者に影響します。ウィンドウ
クリッピングはサブウィンドウの特性ではありません。

祖先
祖先という用語はウィンドウの親、もしくは親の親、などを意味します。

派生ウィンドウ
派生ウィンドウとは、サブウィンドウで、絶対的な画面座標ではなしに親ウインドウを基準にしてその位置が
定義されるものです。派生ウィンドウは、その他の点では、サブウィンドウと同じです。

パッド
パッドは、サブウィンドウの特殊なケースで、画面の見える部分に必ずしも関連しないものです。パッドを取
り扱う関数はすべて newpad() に記述されています。

端末
端末は論理的な入力および出力装置で、これを通して文字ベースのアプリケーションがユーザーと対話しま
す。TERMINAL は端末に関連した不透明なデータ型のことです。TERMINAL データ構造には、最初から
terminfo が定義する端末の機能に関する情報が入っています。TERMINAL にはまた、端末モードおよび入
力出力操作の現在の状態に関する情報が入っています。画面 (上記参照) はそれぞれ、TERMINAL と関連して
います。

文字
文字記憶領域サイズ

昔から、画面上の位置は保存されたシングルバイトに対応してきました。しかし、もはやこれは、いくつかの
理由でそうではなくなってきました。

• 文字の中には、画面上に表示されるときに数カラム占めるものがあります ( マルチカラム文字 を参照)。

• 文字の中に非スペーシング文字と言うものがありますが、これはスペーシング文字に関連してのみ定義さ
れます( 非スペーシング文字 (ENHANCED CURSES) を参照)。

• 拡張キャラクターセットの文字を保持するためのバイト数は LC_CTYPE のロケールカテゴリに依存しま
す。

文字および修飾情報の内部記憶形式は指定されません。chtype 型および cchar_t のオブジェクト内の、文
字および修飾情報に関する内部記憶形式と外部表現には、暗黙的な対応は何もありません。
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マルチカラム文字
キャラクターセットの中には、画面上に表示されたときに２カラム以上の位置を占めるマルチカラム文字を定
義するものがあります。

宛先ウィンドウの幅よりも大きい幅の文字を書き込むとエラーになります。

属性
文字はそれぞれ属性を伴って表示されます。属性には、下線、ビデオの巻き戻し、カラーなどがあり、これら
の表示拡張をサポートする端末上であらわされます。ウィンドウの現在の属性は、ウィンドウに waddch()お
よび wadd_wch()、waddstr()、waddchstr()、waddwstr()、wadd_wchstr()そして wprintw() な
どと共に書かれるすべての文字に当てはめられます。また、属性は組み合わせることができます。

属性は <curses.h> に指定された A_ で始まる定数を使用して指定することができます。A_ の定数は
chtype 型のオブジェクト内の属性を操作します。WA_ で始まる定数を使った場合は追加の属性を指定する
ことができます。WA_ の定数は attr_t 型のオブジェクト内の属性を操作します。

A_ および WA_ で始まる２つの定数と、それが同一の端末機能を表現するということは、terminfo データ
ベースとウィンドウデータ構造の中の属性が同一であることを意味します。ウィンドウへの効果は、アプリ
ケーションが定数 A_ を指定しても定数 WA_ を指定しても違いはありません。たとえば、アプリケーション
が、A_の値をサポートするインタフェースを使用してウィンドウをアップデートするとき、WA_ の値を返す
関数を使用したウィンドウ属性の照会プログラムは、このアップデートを反映します。アプリケーションが
WA_ の値をサポートするインタフェースを使用してウィンドウ属性をアップデートするとき、それに対応する
A_ の値が存在すれば、A_ の値を返す関数を使用したウィンドウ属性の照会プログラムは、このアップデー
トを反映します。

修飾情報
画面に表示される文字の修飾情報とは、その属性およびカラーペアのことです。

文字の修飾情報で画面に書き込まれたものは、文字特性となって、スクロールや行/文字の挿入/削除操作時に
文字と共に移動します。ある特定の端末に限って起こりうることですが、文字の修飾情報は画面上のその文字
のグラフィック修飾情報に対応します。

使用する端末がアプリケーションプログラムが使おうとしている修飾情報をサポートしない場合は、Curses

は別の修飾情報で代用します。

色は常に対で使用されます (これをカラーペアと言います)。カラーペアは、(文字の) 前景色と (文字が表示さ
れるフィールドの) 背景色から成ります。

非スペーシング文字
本項の必要事項は Enhanced Curses 適合を求める処理でのみ効力を持ちます。

キャラクターセットの中には 非スペーシング文字文字を持っているものがあります(非スペーシング文字とは
wcwidth() が幅をゼロで返す文字のことです)。アプリケーションはウィンドウに非スペーシング文字を書き
込むことがあります。ウィンドウ内の非スペーシング文字はすべてスペーシング文字に関連しており、スペー
シング文字を変更します。ウィンドウ内の非スペーシング文字は別々にはアドレスすることができません。非

342 Hewlett-Packard Company − 8 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



curses_intro(3X) curses_intro(3X)
X/Open CURSES

スペーシング文字は、Curses の操作がそれが関連したスペーシング文字に影響を与えるときにはいつも暗黙
的にアドレスされます。

非スペーシング文字は属性をサポートしません。ワイドキャラクタと属性を使用するインタフェースでは、ワ
イドキャラクタが非スペーシング文字のときはその属性は無視されます。マルチカラム文字はすべてのカラム
について単一の属性集合を持っています。非スペーシング文字のスペーシング文字との関連は、ワイドキャラ
クタのインタフェースを使用するアプリケーションによって制御することができます。ワイド文字列の関数
は、コードセットに依存した関連づけを可能にします。

スペーシング文字 c に関連した非スペーシング文字の２つの一般的な効果は次のとおりです。

• 非スペーシング文字は c の表示形式を変更します (たとえば、文字に発音区分符を付加する非スペーシン
グ文字があります。しかし、スペーシング文字の中には元から発音区分符を持っているものもありま
す)。

• 非スペーシング文字は c と、その後に続く文字をつなげます(この使い方の例には、合字の形成、文字の
複合表示形式や語、表意文字への変換などがあります)。

処理系はスペーシング文字に関連づけられる非スペーシング文字の数を制限することがあります。ただし、制
限があったとしても最低で５文字です。

複情報文字
複情報文字とは、関連のある文字の集合で、スペーシング文字１文字とそれに関連した非スペーシング文字を
数文字含みます。スペーシング複情報文字とは、スペーシング文字１文字の後に非スペーシング文字が数文字
続くものです。つまり、スペーシング複情報文字とはスペーシング文字を１文字含む複情報文字のことです。
複情報文字を持つコードセットには ISO/IEC 10646−1:1993 などがあります。

複情報文字は画面に書き込むことができます。スペーシング文字が含まれていない場合は、非スペーシング文
字が、指定された画面位置にあるスペーシング複情報文字に関連づけられます。アプリケーションが画面から
情報を読み取ると、スペーシング複情報文字を得ます。

cchar_t のデータ型は複情報文字と、その修飾情報を表します。cchar_t が非スペーシング文字を表す場
合 (つまり、複情報文字内にスペーシング文字が１つもないとき) その修飾情報は使われません。非スペーシン
グ文字が画面に書き込まれる場合、それはすでに表示されているスペーシング文字が指定する修飾情報を使用
します。

cchar_t 型のオブジェクトは setcchar() を使用して初期化することができます。そして、その内容は
getcchar() を使用して抜き出すことができます。cchar_t の入力引き数を取る関数の動作が指定されな
いのは、アプリケーションがこの方法で初期化されなかった場合、もしくは cchar_t の出力引き数を持つ
Curses 関数から取得した cchar_t値を供給した場合です。

ウィンドウ特性
各ウィンドウに関連して、ウィンドウに文字を配置することに影響を与える次のような特性があります (ウィ
ンドウに置かれる文字の修飾情報を参照)。
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ウィンドウの修飾情報
ウィンドウは各々修飾情報を持っていますが、それは下記に説明されているウィンドウバックグラウンド特性
の修飾情報の構成要素とは異なります。

ウィンドウ背景
ウィンドウは各々バックグラウンド特性を持っています。バックグラウンド特性が指定するのは次のとおりで
す。

• 目に見える情報が画面から削除される様々な状況で使用されるスペーシング複情報文字 (バックグラウン
ド文字)。

• そのような状況においてバックグラウンド文字を表示することに使用されたり、その他の、ウィンドウに
置かれる文字の修飾情報で指定されている状況で使用される修飾情報。

概念的操作
画面アドレッシング

Curses 関数の多くは座標の組み合わせを使用します。 説明では座標の位置は (y, x) で表されていましたが、
それはファンクションコールにおいて引き数 y が常に引き数 x に先行していたからです。これらの座標が示す
のは行と列の位置であって文字の位置ではありません。

座標 y は常に (ウィンドウの) 行を表し、x は常に列を表します。第１行目および第１列目の番号は０で、１で
はありません(0, 0) の位置がウィンドウの起点になります。

たとえば、ISO 8859−1 のキャラクターセット (左から右に書き込む) を表示する端末では、(0, 0) は画面の左
上角を表します。

mv で始まる関数は、 (y, x) の位置を指定する引き数を取り、要求されたアクションを実行する前に (move()

が呼び出されたかのようにして) カーソルを動かします。要求されたアクションの一部として、さらにカーソ
ルが動くことがあります。これについてはそれぞれのマンページに明記されています。

基本的な文字操作
追加 (上書き)"

add という語を含む Curses 関数で、addch() などは、すでにウィンドウ内にある文字を置換 (上書き) する
文字を１文字もしくは１文字、実際に指定します。これらの関数が非スペーシング文字しか指定しない場合
は、その非スペーシング文字はウィンドウ内の既存のスペーシング文字に添えられます。
非スペーシング文字 (ENHANCED CURSES) も参照ください。

マルチカラム文字を、それより少ない数のカラムしか必要としない文字と置き換えるときには、新しい文字
が、指定されたもしくは暗示されたカラム位置から追加されます。以前マルチカラム文字のときに占めていた
カラムで、新しい文字が必要としないものはすべて孤立したカラムと呼ばれ、バックグラウンド文字および修
飾情報で埋められます。

ある文字をさらにカラムを必要とする文字と置き換えると、同じ行のそれに続く文字１文字を、もしくはそれ
以上をも置き換えることになります。このプロセスも孤立したカラムを生み出します。

344 Hewlett-Packard Company − 10 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



curses_intro(3X) curses_intro(3X)
X/Open CURSES

切り捨て、折り返し、スクロール
アプリケーションが文字または文字列を指定し、それらをウィンドウに書き込むときに行に収まらない場合 (

たとえば、アプリケーションが行の最終カラムにマルチカラム文字を置こうとした場合) その動作は関数が行
の折り返しをサポートするかしないかに左右されます。

• 関数が折り返しをしない場合は、実行できなくなります。

• 関数が折り返しをする場合は、ウィンドウ内の次の行から１文字ないしそれ以上の文字を置いていきま
す。元の行に完全に収まり切らなかった文字の１番目から始めます。

行の最後の文字がマルチカラム文字で行に完全に収まり切らない場合は、文字全体が次の行に折り返し
し、元の行の最後のカラムは孤立します。

元の行がウィンドウの最終行の場合、折り返しはスクロールを生じさせます。

— スクロールが使用可能になると、スクロールが起きます。そして、ウィンドウの最初の行の内容
が失われ、ウィンドウの残りの行の内容はそれぞれ上の行に移動します。ウィンドウの最終行
は、折り返しされた文字で埋まります。最終行のその他の余ったスペースにはバックグラウンド
文字や修飾情報が入ります。

— スクロールが使用不能になると、最終行の最終カラムに収まり切らなかった文字はすべて切り捨
てられます。

関数 scrollok() はスクロールを使用可能/使用不能にします。

add 関数の中には、追加された最後の文字の後ろにカーソルを移動するものがあります。その位置が行の最後
よりも後ろの場合は、上記２つめの点 () に示される条件の下で折り返しとスクロールが生じます。

挿入
挿入関数 (insch() など) は、指定されたもしくは暗示されたカーソル位置の文字の直前に文字を挿入しま
す。

挿入によって、それまでカーソル位置に、もしくはそれより後ろにあった文字がすべてその行末の方向にシフ
トします。文字のディスポジションが文字を行末より後ろまで行かせるかどうかは、関数が折り返しをサポー
トするかどうかによります。

• 関数が折り返しをしない場合は、これらの文字はウィンドウから除かれます。そして、これによって孤立
したカラムが生まれます。

• 関数が折り返しをサポートする場合は、その効果は上記切り捨てで説明したとおりです(ただし、最後の
ダッシュ (-) の項目で述べられている上書きは挿入になります)。

マルチカラム文字が表示されている場合は、カーソル位置の一部はマルチカラム文字の上にあります。ただ
し、文字の先頭に来ることはありません。マルチカラム文字の先頭ではない位置にデータ挿入の要求が出た場
合、そのマルチカラム文字の先頭に実際のカーソル位置が来るよう、要求は調整されます。

カーソルの再配置に関しての注意書きはありません。アプリケーションは、カーソル位置のイメージを保持し
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てはいけないことになっています。端末の専有情報をアプリケーション内に置くことになり、Curses を使用
する本来の目的が損なわれるからです。

移植可能なアプリケーションは、挿入関数で指定されたカーソル位置が実際のカーソル位置として再び使える
ものだというわけではありません。

削除
削除関数 (delch() など) は単純な、もしくは複情報文字を、どのカラムの文字かにかかわらず、指定され
た、もしくは暗示されたカーソル位置から削除します。カラム位置はすべてバックグラウンド文字と修飾情報
に置き換えられ、カーソルは再配置されません。文字削除の操作が、それ以前の折り返しの操作を取り消しに
してしまう場合の結果は指定されていません。

ウィンドウ操作
ウィンドウの折り返し (つまり、あるウィンドウを別のウィンドウの上に置くこと) およびウィンドウの上書き
(つまり、あるウィンドウの内容を別のウィンドウにコピーすること) は、ウィンドウのエッジの周りにマルチ
カラムの浮き彫りを上書きする操作の後に続いて行われます。孤立したカラムはいずれも文字操作のときのよ
うに処理されます。

サブウィンドウの枠線をまたぐ文字
サブウィンドウは、マルチカラム文字がサブウィンドウの枠線をまたぐように定義することができます。これ
らのまたがっている文字を扱う文字操作は次のとおりです。

• in_wch() などの関数でサブウィンドウを読み込むと、またがっている文字全体を読み込むことになり
ます。

• サブウィンドウ内で追加、挿入、または削除を行うと、その操作の前に、またがっている文字全体が削除
されます。カーソルは再配置されません。

• サブウィンドウ内で行をスクロールすると次のようになります。

— 行頭のまたがっている文字が、スクロール操作が始まる前に完全に消去されます。

— 行末のまたがっている文字はスクロールする方向に移動し、引き続きサブウィンドウの枠線をま
たぎ続けます。サブウィンドウの外の、以前またがっている文字があったカラム位置は、別のま
たがっている文字がスクロールされてこない限り、孤立してしまいます。

アプリケーションが border() などの関数を呼び出した場合は、上記のような状況にはなりません。サブ
ウィンドウに枠線を書くことによってまたがった文字はすべて削除されてしまうからです。

上記のようなケースでマルチカラム文字が関わる場合は、サブウィンドウに限定された操作がサブウィンドウ
の外の画面を変更することができます。したがって、サブウィンドウを保存し、サブウィンドウ内で操作を実
行した後にそれを復元すると画面の外観が歪んでしまいます。(たとえば、ポップウィンドウなどのために) こ
れらの影響を抑止するには、アプリケーションは画面全体をリフレッシュしなければなりません。
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特殊文字
関数の中には、下記で指定されているような特殊文字を処理するものがあります。

ウィンドウに置かれた情報を元にしてカーソルを動かすことはない関数では、これらの特殊文字は、文字列中
で後ろに続く文字の設置に影響を与えるのに使用されるだけです。下記に示されるカーソルの動きは、操作の
後までカーソル表示に残ることはありません。反対に、カーソルを動かす関数の場合は、これらの特殊文字は
後ろに続く文字の設置に影響を与えるだけでなく、カーソル表示をも動かします。

backspace カーソルがすでにカラム０にあるとき以外は、backspace はカーソルを１カラ
ム分現在の行の先頭の方向に移動させます。そして、backspace より後ろの文
字はいずれもその場所から追加もしくは挿入されていきます。

carriage return カーソルがすでにカラム０にあるとき以外は、carriage return はカーソルを現
在の行の先頭に移動させます。そして、carriage return より後ろの文字はいず
れもその場所から追加もしくは挿入されていきます。

newline 追加の操作では、Curses はバックグラウンド文字を、その後ろに続くカラム
に、行末に届くまで追加していきます。スクロールは 切り捨て、折り返し、ス
クロール で説明されているように起きます。newline 文字より後ろの文字はい
ずれも新しい行の先頭から追加されていきます。

挿入操作では、newline はカーソルを新しい行の先頭に移動させます ( 切り捨
て、折り返し、スクロール で説明されているとおりにスクロールが起きま
す)。newline 文字より後ろの文字はいずれも新しい行の先頭に置かれます。

filter() 関数は、本プロセスを禁止することがあります。

tab テキスト内のタブ文字は、その後に続く文字を次の水平タブストップまで移動
させます。デフォルトでは、タブストップはカラム 0, 8, 16, ... となっていま
す。

挿入もしくは追加の操作では、Curses はバックグラウンド文字を、その後ろに続くカラムに、次のタ
ブストップに届くまで、挿入もしくは追加していきます。現在の行にこれ以上タブストップがない場
合は、
切り捨て、折り返し、スクロール で説明されているとおりに折り返しやスクロールが起きます。

制御文字
特殊文字処理を実行する Curses 関数は、制御文字を概念的に脱字符号 (ˆ) に変換します。その後に２番目の
文字 (アルファベットの場合は大文字) が続きます。関数は、この文字列を制御文字の替わりにウィンドウに書
き込みます。ウィンドウからテキストを検索する関数は、元の制御関数までは検索しません。

ウィンドウに置かれる文字の修飾情報
アプリケーションがウィンドウに文字を追加またはは挿入するとき、次のようなことが起こります。

文字が空白文字でない場合は、ウィンドウは下記を受け取ります。
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• アプリケーションが指定する文字

• アプリケーションが指定する色 ; アプリケーションが色を指定しない場合はウィンドウの色

• 指定された属性、ウィンドウ属性との論理和がとられる

文字が空白文字の場合は、ウィンドウは下記を受け取ります。

• バックグラウンド文字

• アプリケーションが指定する色 ; アプリケーションが色を指定しない場合はそのバックグラウンド色

• 指定された属性、バックグラウンド属性との論理和がとられる

入力処理
Curses の入力モデルはキーボードから入力を得る様々な方法を提供します。

キーパッド処理
アプリケーションは、keypad() を呼び出すことによってキーパッド変換を使用可能/使用不能にします。変
換機能が使用可能になると、Curses はファンクションキーを押すことを表す端末の入力シーケンスを単一の
キーコードに変換しようとします。変換機能が使用不能になっていると、Curses はそのような変換をせずに
端末入力をアプリケーションに渡します。そのため、キーパッドのキーを押すことを表す入力の解釈はアプリ
ケーションが行わなければなりません。

Curses が処理することができるキーパッドキーのキーコードすべての集合は <curses.h> に定義される、
KEY_ で始まる名称の定数で指定されています。terminfo データベースに定義されているターミナルタイ
プは各々これらのキーコードの一部もしくは全部をサポートします。そして、terminfo データベースは、各
キーコードに対応した、ターミナルタイプから入力文字シーケンスを指定します (terminfo(4) の中の 「キー
パッド」を参照)。

Curses の処理系は端末のキーパッドのキーは変換しません。つまり、キーを押しても端末固有のシーケンス
は転送されないのです。

変換機能が使用可能になり、ファンクションキーの始まり (エスケープなど) になりそうな文字が受け取られる
と、Curses は時間を記録し文字を蓄積しはじめます。Curses はキーパッドキーを押すことを表す追加の文字
を受け取り、最初の文字を受け取ったときからある未定の時間間隔をあけた後、その入力をキーコードに変換
しアプリケーションに提示します。時間内に追加の文字が受け取られなかった場合は、その入力の変換は起こ
らず、個々の文字は別々にアプリケーションに提示されます。(Curses はキーコードを蓄積する時間間隔の間
待機するため、端末の多くでは、ユーザーがエスケープキーを押したときからエスケープがアプリケーション
に返されるまでに遅れが生じるのが体験されます)。

さらに、No Timeout Mode は、Curses がファンクションキーシーケンスの一部を受け取ったときは常にすべ
てのキーシーケンスを受け取るまで無期限に待機するようにします。上段の「未定の時間間隔」は、No Time-

out Mode では無期限に待機するようにします。No Timeout Mode によって、遅い通信回線でもファンクショ
ンキーが使えるようになります。No Timeout Mode では、ユーザーはファンクションキー シーケンスの個々
の文字をタイプできますが、ユーザーが (ファンクションキーではなくて) ファンクションキー シーケンスを

348 Hewlett-Packard Company − 14 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



curses_intro(3X) curses_intro(3X)
X/Open CURSES

開始させる文字をタイプした場合はアプリケーションの反応が遅れます。そのため、No Timeout Mode では
端末の多くが、ユーザーがエスケープキーを押してから別のキーを押すまでの間にハングしてしまうようで
す。No Timeout Mode は notimeout() を呼び出すことによってスイッチ切り替えができます。

特殊文字 ( 特殊文字 を参照) のいずれかがファンクションキー シーケンスの構成要素の文字として定義もし
くは再定義されると、Curses はそれらのファンクションキーを認識したり変換できなくなります。

下記に述べられているモードの数々は入力の有用性という観点で説明されています。キーパッドの変換機能が
使用可能になっていると、Curses がキーパッドシーケンスを受け取り始めると入力はできなくなり、シーケ
ンスが完全に受け取られるまで、もしくはある時間が経過するまで入力できなくなります。

入力モード
X/Open System Interface Definitions, Issue 4, Version 2 specification ("Special Characters") はフロー
制御文字、割り込み文字、消去用文字、および行抹消文字を定義します。４つの相互に排他的な Curses モー
ドによって、アプリケーションは次の入力文字の実効を制御します。

入力モード 実効

Cooked モード 本モードによって、通常の１行ずつの処理が、アプリケーションの外部で特殊文字すべ
てについて行われます。また、本モードは X/Open System Interface Definitions,

Issue 4, Version 2 に指定されている正規モードの入力処理と同様の効果を達成しま
す。本モードに入ったときの ISIG および IXON フラグの状態は、cbreak() を呼び
出しても変更されませんが、noraw() を呼び出すと変更 (設定) されます。

処理系は、サポート範囲内の消去用文字および行抹消文字をサポートします。その場
合、文字幅に制限はありません。

cbreak モード ユーザーがタイプした文字はアプリケーションにとって即利用可能となり、Curses は
消去用文字、行抹消文字のいずれについても特殊な処理は行いません。アプリケーショ
ンは cbreak モードを選ぶことによって、それ専用の行編集を行うことができますが、
アボート文字を使用してタスクを中止することはできません。本モードは X/Open Sys-

tem Interface Definitions, Issue 4, Version 2 specification に指定される非正規
モードのケース B の入力処理 (MIN は 1 に設定され、ICRNL はクリアされています)

と同様の効果を達成します。なお、本モードに入ったときの ISIG および IXON フラグ
の状態は変わりません。

半遅延モード 本モードの実効は cbreak と同様です。ただし、入力関数は文字が利用可能になるかア
プリケーションが定義する時間間隔が経過するか、いずれかが先に成立するまで待機し
ます。本モードは X/Open System Interface Definitions, Issue 4, Version 2 spec-

ification に指定される非正規モード、ケース C の入力処理 (TIME はアプリケーション
が指定する値に設定されます) と同じ効果を達成します。なお、本モードに入ったとき
の ISIG および IXON フラグの状態は変わりません。
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Raw モード Raw モードによって、アプリケーションは端末の入力を最大限コントロールできます。
アプリケーションは各文字をそれがタイプされるたびに見ていきます。本モードは
X/Open System Interface Definitions, Issue 4, Version 2 specification に指定さ
れる非正規モード、ケース D の入力処理と同じ効果を達成します。なお、本モードに
入ったとき、ISIG および IXON フラグの状態はクリアされます。

端末のインタフェース設定が記録されるのは、プロセスが initscr() および newterm() を呼び出して
Curses を初期化し、endwin() を呼び出したときにこれらの設定を復元した場合です。Curses 操作の初期
入力モードは、処理系が Enhanced Curses 適合をサポートしない限りは指定されません。なお Enhanced

Curses 適合の場合の初期入力モードは cbreak モードです。

BREAK キーの動作はディスプレイドライバ内のその他のビットで Curses が設定しないものに左右されま
す。

遅延モード
２つの相互に排他的な遅延モードは、ある Curses 関数が、それが呼び出されている最中に端末の入力が何も
待機していなければ、どれだけ早くアプリケーションに戻れるかを指定します。

遅延なし 関数が実行できなくなることです。

遅延 アプリケーションは、処理系がテキストをアプリケーションに送るまで待機していま
す。 cbreak もしくは Raw モードが設定されている場合は、アプリケーションは１文
字後に動作します。そうでなければ、最初の newline 文字の後か行末の文字の後、も
しくはファイルの最後の文字の後に動作します。

遅延なしモードがファンクションキー処理に及ぼす影響については指定されません。

エコー処理
エコーモードは Curses がタイプされた文字を画面上にエコーするかどうかを決定します。エコーモードの実
効は、ECHO フラグの実効に類似しています。この ECHO フラグとは、termios 構造体のローカルモード
フィールド内にあるもので、ウィンドウに接続された端末装置に関連しています。しかし、Curses はその操
作中、常に ECHO フラグをクリアし、オペレーティングシステムがエコーを実行するのを禁止してしまいま
す。文字のエコー方法はオペレーティングシステムが文字をエコーする方法とは同一ではありません。Curses

が端末入力の追加的処理を行うからです。

エコーモードで Curses がそれ専用のエコーを行った場合: 入力された可視文字はいずれも、現在のウィンド
ウもしくは指定されたウィンドウ内のカーソル位置に、アプリケーションが呼び出した入力関数によって格納
されます。それは、addch() を呼び出すようなもので、カーソルの動きや折り返しなど、それに伴う実効も
すべて同じようになります。

エコーモードに入っていない場合は、入力のエコーはすべてアプリケーションによって行わなければなりませ
ん。アプリケーションは頻繁にそれ専用のエコーを画面の制御領域内で行います。もしくはエコーを一切しな
いことによってエコーモードを使用不能にします。
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Curses 関数の集合
Curses 関数が可能にするのは次のとおりです: 全般的な画面やウィンドウ、パッド操作 ; ウィンドウおよび
パッドへの出力 ; 端末入力の読み込み ; 端末および Curses の入力出力オプションの制御 ; 環境照会関数 ; 色
操作 ; ソフトラベルキーの使用 ; 端末機能についての terminfo データベースへのアクセス ; 低レベル関数
へのアクセス。

関数名に関する規則
マンページの中には多数の Curses 関数のファミリーが紹介されています。関数ファミリーのほとんどは異な
る関数を持っており、プログラマに対して次のようなオプションを提供します。

• 関数で基本的な名称を持ったものはウィンドウ stdscr 上で動作します。この関数と同じ名称に接頭辞
w が付いたものは、引き数 win によって指定されたウィンドウ上で動作します。

マンページの、関数ファミリーに関するページには 現在のウィンドウもしくは指定されたウィンドウと
示されていますが、それは基本的な関数では stdscr、w 関数では win が指定するウィンドウのことを
意味します。

関数で、接頭辞に p が付くものはウィンドウの替わりにパッドの引き数が必要となります。

• 関数で基本的な名称のものは、(上記で説明された、現在のウィンドウもしくは指定されたウィンドウの)

現在のカーソル位置に基づいて動作します。これと同じ名称の関数に接頭辞 mv が付いたものは、カー
ソルを引き数 y および x が指定した位置に、指定された動作を実行する前に動かします。

マンページの、関数ファミリーに関するページには 現在のウィンドウもしくは指定されたウィンドウと
示されていますが、それは基本的な関数ではカーソルの位置のこと、mv 関数では (y, x) の位置のこと
を意味します。

接頭辞 mvw というものもありますが、これはここで述べられている mv の方式に、上記で述べられてい
る w の方式を組み合わせたものです。ウィンドウの引き数は常に座標より前に指定されます。

• 関数で基本的な名称のものはしばしば過去からのものとの互換性を備えており、１バイト文字でしか動作
しないものがあります。関数で、基本的な名称に挿入辞 w が付いたものはワイド (マルチバイト) 文字で
動作します。関数で、基本的な名称に挿入辞 _w が付いたものは複情報文字およびその修飾情報で動作
します。

• 関数で基本的な名称のものが単一の文字で動作するときには、それと同じ名前に挿入辞 n が付いた、複
数文字で動作するものがあることがあります。引き数 n は、処理する文字数を指定します。それぞれの
関数に対応したマンページでは、n の値が不適当な場合の結果を指定しています。

提供される関数ファミリー
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関数名 説明 s w c 参照

追加 (上書き)

[mv][w]addch() 文字を追加する Y Y  Y addch(3X)

[mv][w]addch[n]str() 文字列を追加する N N  N addchstr(3X)

[mv][w]add[n]str() 文字列を追加する Y Y  Y addnstr(3X)

[mv][w]add[n]wstr() ワイドキャラクタ Y Y  Y addnwstr(3X)

を追加する
[mv][w]add_wch() ワイドキャラクタ Y Y  Y add_wch(3X)

と修飾情報を
追加する

[mv][w]add_wch[n]str() ワイドキャラクタ ? N N add_wchnstr(3X)

と修飾情報の配列
を追加する

修飾情報を変更する
[mv][w]chgat() ウィンドウ内の - N N chgat(3X)

文字の修飾情報を
変更する

削除
[mv][w]delch() 文字を削除する - - N delch(3X)

取得 (キーボードからの
入力をウィンドウに)

[mv][w]getch() 文字を取得する Y Y  Y getch(3X)

[mv][w]get[n]str() 文字列を取得する Y Y  Y getnstr(3X)

[mv][w]get_wch() ワイドキャラクタ Y Y  Y get_wch(3X)

を取得する
[mv][w]get[n]_wstr() ワイドキャラクタ Y Y  Y get_wstr(3X)

配列とキーコード
を取得する

明示的なカーソルの移動
[w]move() カーソルを動かす - -  - move(3X)
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関数名 説明 s w  c 参照

入力 (ウィンドウから読
み返す)

[mv][w]inch() 文字を入力する - -  - inch(3X)

[mv][w]inch[n]str() 文字および属性の配列を - -  - inchnstr(3X)

入力する
[mv][w]in[n]str() 文字列を入力する - -  - innstr(3X)

[mv][w]in[n]wstr() ワイドキャラクタ - -  - innwstr(3X)

を入力する
[mv][w]in_wch() ワイドキャラクタ - -  - in_wch(3X)

と修飾情報を
入力する

[mv][w]in_wch[n]str() ワイドキャラクタ - -  - in_wchnstr(3X)

と修飾情報の配列を
入力する

挿入
[mv][w]insch() 文字を挿入する Y N  N insch(3X)

[mv][w]ins[n]str() 文字列を挿入する Y N  N insnstr(3X)

[mv][w]ins_[n]wstr() ワイドキャラクタ Y N  N ins_nwstr(3X)

を挿入する
[mv][w]ins_wch() ワイドキャラクタ Y N  N ins_wch(3X)

を挿入する

プリントおよびスキャン
[mv][w]printw() フォーマットされた - -  - mvprintw(3X)

出力をプリントする
[mv][w]scanw() フォーマットされた - -  - mvscanw(3X)

出力を変換する

凡例
次の注意書きは、文字が画面に動かされたときの影響を示しています(ゲット関数の場合は、エコーが使用可能
なときのみ該当します)。

s Y は、これらの関数は特殊文字処理を行うことを意味します ( 特殊文字 を参照)。N は、これ
らの関数は特殊文字処理を行わないことを意味します。 ? は、これらの関数が特殊文字に適用
されたときに結果が指定されないことを意味します。

w Y は、これらの関数は折り返しを行うことを意味します ( 切り捨て、折り返し、スクロール
を参照)。N は、これらの関数は折り返しを行わないことを意味します。

c Y は、これらの関数がカーソルを前進させることを意味します ( 切り捨て、折り返し、スク
ロール を参照)。N は、これらの関数はカーソルを前進させないことを意味します。
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− 本カラムによって指定された属性は、これらの関数には適用されません。

マクロとして実行されるインタフェース
次の、引き数を伴うインタフェースはマクロとして実行されます。アプリケーションのプログラミングに関係
することは、& 文字は引き数の前には使用してはいけないことです。

マクロ マンページ

COLOR_PAIR() can_change_color(3X)

getbegyx(), getmaxyx(), getparyx(), getyx() getbegyx(3X)

ヘッダーファイルのマンページはその他のマクロで、COLOR_BLACK など引き数を取らないものがリストアッ
プされています。

初期化された Curses 環境
Curses を使用するアプリケーションを実行する前に、端末は下記のとおりに準備されていなければなりませ
ん。

• 端末がハードウェアタブストップを持っている場合は、それをセットします。

• 端末に定義された初期化の文字列は端末に出力されなければなりません。

端末の結果の状態は、Curses が持っている端末のモデルと互換性がなければいけません。これは、terminfo

データベースの端末エントリーに反映されています (terminfo(4) を参照)

Curses を初期化するには、アプリケーションは initscr() および newterm() を、その他の、ウィンドウ
および画面を扱う関数より先に呼び出さなければなりません。また、終了前には endwin() を呼び出さなけ
ればなりません。１文字ごとの入力をエコーなしで得るには (最も対話型の、画面処理用のプログラムはこれ
を必要とします) 次のシーケンスを使わなければなりません。

initscr();

cbreak();

noecho();

プログラムのほとんどはさらに次のようなシーケンスも使用します。

nonl();

intrflush( stdscr , FALSE);

keypad( stdscr , TRUE);

同期端末およびネットワーク非同期端末
本項は、アプリケーションを書く方々が、同期端末、ネットワーク非同期端末 (NWA)、もしくは非標準直接
結合型の非同期端末を操作するときに心に止めておくべきことを示します。

そのような端末はしばしばメインフレーム環境で使用され、ホストとはブロックモードで交信します。つま
り、ユーザーは端末で文字をタイプした後、特別なキーを押してホストへの文字の伝達を起動します。

任意の大きさのブロックをホストに送ることは可能なはずですが、文字を単一のキーをたたくだけで転送する
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ことはしばしば不可能な、もしくは望ましくないことです。

これはアプリケーションで、単一文字の入力を使用したいと思うものにとっては大変な問題です。
入力処理 を参照。

出力
Curses インタフェースは、端末への出力に関するすべての操作において通常の方法で使用されます。ただし
例外として、端末の中には refresh() ルーチンが、アップデートを行うために画面内容全体を再び作成しな
ければならないことがあります。

そのような操作の前に画面をクリアにすることがさらに必要な場合は、結果は望ましくないものになります。

入力
同期 (ブロックモード) および NWA 端末操作の性質から、Curses 入力関数のすべてを、もしくは一部でもサ
ポートするのが不可能になるかもしれません。特に、次のポイントが注記されます。

• １文字入力はできない可能性があります。また、すべての文字を端末でタイプしてホストに転送するに
は、特別なキーを押す必要があるかもしれません。

• しばしば、エコーを使用不能にできなくなることがあります。文字のエコーは端末によって直接実行され
ることがあります。このように動作する端末の場合に入力を実行する Curses アプリケーションに認識さ
せなければいけないことは、文字はタイプされるごとに画面のカーソルが置かれたところに表示されると
いうことです。そのカーソルの位置はウィンドウ内のカーソル位置と対応している必要はありません。

参照
sigaction(2), add_wch(3X), add_wchnstr(3X), addch(3X), addchstr(3X), addnstr(3X), addnwstr(3X), bor-

der(3X), can_change_color(3X), cbreak(3X), chgat(3X), def_prog_mode(3X), delch(3X), derwin(3X), end-

win(3X), filter(3X), get_wch(3X), getbegyx(3X), getcchar(3X), getch(3X), getnstr(3X), in_wch(3X), in_wchn-

str(3X), inch(3X), inchnstr(3X), initscr(3X), innstr(3X), innwstr(3X), ins_nwstr(3X), ins_wch(3X), insch(3X),

insnstr(3X), keypad(3X), move(3X), mvprintw(3X), mvscanw(3X), newpad(3X), newwin(3X), notimeout(3X),

setcchar(3X), terminfo(4), curses(5)

<curses.h>, <errno.h>, <stddef.h>, <term.h>, <unctrl.h>

Curses Specification

X/Open System Interface Definitions, Issue 4, Version 2

X/Open System Interfaces and Headers, Issue 4, Version 2
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名称
cuserid( ) − ユーザーの文字ログイン名の取得

構文
#include <stdio.h>

char *cuserid(char *s);

特記事項
この関数は前リリースとは動作が異なり、他のシステムにおいても動作が異なるため使用をおすすめできませ
ん。現在の業界標準だけに準ずるもので、将来の HP-UX リリースでは取り消されます。

移植性と保護のために、アプリケーション作成者および保管者は既存のコードを検索して cuserid() への参
照を、それと同等の機能を持つ getpwuid(getuid()), getpwuid(geteuid()) または getlogin() へ
の呼び出しに置き換える必要があります (どのユーザー名が必要かによります)。

説明
cuserid() は、プロセスの実効ユーザー ID に一致するユーザー名を示す文字列を生成します。 s が NULL

の場合、この文字列は内部静的領域に生成されます (そのアドレスが返されます)。それ以外の場合、 s は最低
L_cuserid 文字の配列を指すと見なされます。文字列はこの配列内にそのまま残ります。定数 L_cuserid

は <stdio.h> ヘッダーファイル内に定義されます。

マルチスレッドアプリケーションでは、 s が NULL ポインターの場合、操作は実行されず、 NULL ポイン
ターが返されます。

診断
ログイン名を発見できない場合、 cuserid() は NULL ポインターを返します。 s が NULL ポインターでな
い場合、null 文字 (\0) が s[0] に置かれます。

警告
廃止インタフェース

csuserid() は、将来廃止される予定です。

参照
geteuid(2), getuid(2), getlogin(3C), getpwent(3C), getpwuid(3C), thread_safety(5)

標準準拠
cuserid(): AES, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1

356 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



datalock(3C) datalock(3C)

名称
datalock( ) − データスペースおよびスタックスペースを割り当てた後にプロセスをメモリー内にロック

構文
#include <sys/lock.h>

int datalock(size_t datsiz, size_t stsiz);

説明
datalock() は、最低 datsiz バイトのデータスペースと stsiz バイトのスタックスペースを割り当てた後、
プログラムをメモリー内にロックします。データスペースは malloc() (malloc(3C) 参照) によって割り当て
られます。プログラムがロックされた後、このスペースは free() (malloc(3C) 参照) によって解放され、使
用可能な状態になります。これによってプログラムを呼び出して、 SIGSEGV シグナルを受けることなく十分
なスペースを動的に使用できるようになります。

呼び出しているプロセスの実効ユーザー ID はスーパーユーザーであるか、この呼び出しを使うための
PRIV_MLOCK アクセス権を持つグループのメンバーであるか、あるいは実効グループ ID を持っていなければ
なりません (getprivgrp(2) の setprivgrp(2) を参照)。

例
次に示す datalock() への呼び出しでは、4096 バイトのデータスペースと 2048 バイトのスタックスペース
が割り当てられた後に、メモリー内にプロセスがロックされます。

datalock (4096, 2048);

戻り値
datalock() は、 malloc() が十分なメモリーを割り当てられなかった場合、または plock() がエラー
を返した場合に −1 になります ( plock(2) 参照)。

警告
複数のデータロックは、当該データを別個にロックした場合とはサイズが異なります。

必要サイズの算出方法は、現時点では完成していません。

著者
datalock() は HP で開発されました。

参照
getprivgrp(2), plock(2), thread_safety(5)
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名称
dbminit, fetch, store, delete, firstkey, nextkey, dbmclose − データベースサブルーチン

構文
#include <dbm.h>

int dbminit(const char *file);

datum fetch(datum key);

int store(datum key, datum content);

int delete(datum key);

datum firstkey(void);

datum nextkey(datum key);

void dbmclose(void);

説明
注記: このマニュアルページは、HP-UX 10.30 ではセクション 3C に移動しています。

これらの関数は、データベース内のキーと内容を対にして管理します。これらの関数は、非常に大きな (10億
ブロック (1 ブロック = 1024 バイト)) データベースを取り扱い、1 回または 2 回のファイルシステムへのアク
セスでキー項目を配置することができます。

key および content パラメータは、 datum 型によって記述されます。 datum は、 dptr で指す dsize バイト
の文字列を指定します。通常の ASCII 文字列と同様に、任意のバイナリーデータを使用することができま
す。データベースは 2 つのファイルに保存されます。一方のファイルは、キーのビットマップを含むディレク
トリで、接尾辞として .dir が付きます。他方のファイルは、全データを含み、接尾辞として .pag が付き
ます。

データベースは、 dbminit によって開かなければアクセスすることはできません。これらの関数を呼び出す
時点で、ファイル file.dir および file.pag が存在していなければなりません。 (長さゼロの .dir および
.pag ファイルを作成することによって、空のデータベースが作成されます。)

データベースを開いた後、 fetch を使用して、キーに保存したデータをアクセスし、 store を使用して、デー
タをキーに保存します。既存のキーでデータを保存すると、既存のデータが置き換わります。 delete に
よって、キー (および関連付けられた内容) を削除します。 firstkey および nextkey を使用して、データ
ベース内のすべてのキーを通る線形パスを、外見的にはランダムな順序で作成することができます。
firstkey は、データベース内の最初のキーを返します。 nextkey は、任意のキーに対して、データベー
ス内の次のキーを返します。次のコードを使用すると、データベース内を移動することができます。

for (key = firstkey(); key.dptr != NULL; key = nextkey(key))

dbmclose を呼び出すことによって、データベースを閉じることができます。新しいデータベースを開く前
に、現在開いているデータベースを必ず閉じなければなりません。

358 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



dbm(3C) dbm(3C)

診断
int を返す関数はすべて、負の値でエラーを示し、ゼロで正常終了を示します。 datum を返す関数は、ヌル
の dptr でエラーを示します。

警告
このライブラリ内にある dbm 関数を ALLBASE/HP-UX SQL などの汎用目的データベースマネージメントシ
ステムの関数と混同しないようにしてください。これらの関数は、1 つのエントリーについて複数個の検索
キーを与えることはなく、複数のユーザーのアクセスに対する保護もなく (つまり、レコードまたはファイル
のロックは行わず)、より強力なデータベース マネージメントシステムにある他の多数の有効なデータベース
関数を提供することもありません。これらの関数を使用したデータベースの作成および更新は、データをコ
ピーするときにハッシュの競合が起こるのでかなり遅くなります。これらの関数は、単一のキーによって索引
付けられた比較的固定の情報を、速く検索する必要があるアプリケーションにとって有効です。

.pag ファイルにはホールが含まれるので、その外見上のサイズは実際の内容のおよそ 4 倍です。一部の旧式
の UNIX システムは、処理するときにこれらのホールが含まれた外見上のサイズを基にファイルブロックを作
成します。これらのファイルを、拡張機能のない通常の方法 (cp(1)、 cat(1)、 tar(1)、または ar(1)) でコピー
することはできません。

これらのサブルーチンによって返される dptr ポインターは、後続の呼び出しで変更される静的記憶装置内を
指します。

キーと内容の対のサイズの合計は、内部ブロックサイズ (現在は 1024 バイト) を超えてはなりません。更に、
一緒にハッシュするすべてのキーと内容の対は、1 つのブロックに収まらなければなりません。 store は、
1 つのディスクブロックが一杯になりデータが分割できない場合にはエラーを返します。

delete は、ファイル空間の再利用を可能にしますが、ファイル空間の物理的な復活は行いません。

firstkey および nextkey で得られたキーの順序は、ハッシュ関数によって決まります。それ以外のもの
によって決まることはありません。

firstkey および nextkey でキーを検索している間に store または delete を呼び出すと予測できない
結果が発生する可能性があります。

著者
dbm(3C) 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
ndbm(3X)

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 2 −  Hewlett-Packard Company 359



def_prog_mode(3X) def_prog_mode(3X)
CURSES

名称
def_prog_mode(), def_shell_mode(), reset_prog_mode(), reset_shell_mode() − プログラムまたはシェル ター
ミナルモードの保存もしくは復元

構文
#include <curses.h>

int def_prog_mode(void);

int def_shell_mode(void);

int reset_prog_mode(void);

int reset_shell_mode(void);

説明
def_prog_mode() 関数は、現在のターミナルモードを、reset_prog_mode() が使用する (Curses 内の)

「プログラム」の状態にして保存します。

def_shell_mode() 関数は、現在のターミナルモードを、reset_shell_mode() が使用する (Curses の
外の)「シェル」の状態で保存します。

reset_prog_mode() 関数は、端末を (Curses 内の)「プログラム」の状態に復元します。

reset_shell_mode() 関数は、端末を (Curses の外の)「シェル」の状態に復元します。

これらの関数は、現在の画面に関連した端末のモードに影響を及ぼします。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
initscr() 関数は、以前の端末設定を保存し endwin() の呼び出し時にその設定を復元することができる
def_shell_mode() の呼び出し、そしてプログラム ターミナルモードの初期定義を指定する
def_prog_mode() の呼び出しと同様の働きをします。

アプリケーションは通常、シェルターミナルモードの参照を必要としません。アプリケーションにとって、プ
ログラムターミナルモードの保存および復元は役に立つものとなるはずです。

参照
doupdate(3X), endwin(3X), initscr(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース
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CURSES

X/Open Curses 第４版
reset_prog_mode() および reset_shell_mode() の各関数は本エントリーに統合されました。旧版で
は、それぞれのエントリーに含まれていました。

分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。これらすべての関数の引き数リストは明示的に
void で宣言されています。
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ENHANCED CURSES

名称
del_curterm(), restartterm(), set_curterm(), setupterm() − terminfo データベースとのインタフェース

構文
#include <term.h>

int del_curterm(TERMINAL *oterm);

int restartterm(char *term, int fildes, int *errret);

TERMINAL *set_curterm(TERMINAL *nterm);

int setupterm(char *term, int fildes, int *errret);

extern TERMINAL *cur_term;

説明
これらの関数は terminfo データベースからの情報を検索します。

terminfo データベースへアクセスするには、setupterm() を最初に呼び出さなければなりません。
setupterm() は、initscr() および newterm() で自動的に呼び出すことができます。setupterm()

関数はその他の関数を初期化し、それらが指定された端末 (use_env() が呼び出されたかどうかに依存しま
す) の terminfo のレコードを使用するようにします。本関数は、cur_term の外部変数を、TERMINAL 構
造に設定します。 TERMINAL 構造は、指定された端末の terminfo データベースからの記録を持っていま
す。

ターミナルタイプは文字列 term です。 term がヌルポインターの場合、環境変数 TERM が使用されます。
TERM が設定されていない場合、もしくはその設定値が空白の文字列の場合は、ターミナルタイプは
"unknown" になります。アプリケーションは、setupterm() を呼び出す前に、出力用にオープンしている
ターミナルデバイスのファイル記述子に fildes を設定しなければなりません。 errret がヌルではない場合は、
それがポイントする整数は、次のいずれかの値に設定され、機能の結果をリポートします。

−1 terminfo データベースは見つかりませんでした。 (本機能は実行されませんでした)

0 terminfo 内に端末のエントリーが見つかりませんでした。 (本機能は実行されませんでし
た)

1 成功しました。

setupterm() がエラーを検出し、errret がヌルポインターの場合、setupterm() は診断メッセージを書き
込み終了します。

setupterm() の単純な呼び出しで、デフォルトをすべて使用し、出力を stdout に送る関数は次のとおりで
す。

setupterm((char *)0, fileno(stdout), (int *)0);

set_curterm() 関数は変数 cur_term を nterm に設定し、 terminfo のブール代数、数値、および変数列
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ENHANCED CURSES

のすべてが nterm からの値を使用するようにします。

del_curterm() 関数は oterm がポイントするスペースを解放し、先々使用できるようにしておきます。
oterm が cur_term と等しい場合は、 terminfo のブール代数、数値、および変数列のいずれを参照しても、
setupterm() が再び呼び出されるまでは無効なメモリー位置を参照してしまうかもしれません。

restartterm() 関数は前の呼び出しが (おそらく initscr() または newterm() から) setupterm()

に対するものであると想定します。本関数は、アプリケーションに、別のターミナルタイプを term 内に設定
させ、baudrate() が fildes に基づいて返す情報をアップデートします。しかし、このとき initscr()、
newterm()、または setupterm() が作成した情報は消去されません。

戻り値
正常に終了すると、set_curterm() は cur_term の前の値を返します。そうでなければ、ヌルポインターを
返します。

正常に終了すると、その他の関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
アプリケーションは、 terminfo データベースにアクセスする必要があるけれども Curses を使用しなくても
よい場合は setupterm() を呼び出します。

参照
baudrate(3X), erasechar(3X), has_ic(3X), longname(3X), putc(3S), termattrs(3X), termname(3X), tge-

tent(3X), tigetflag(3X), use_env(3X), terminfo(4) の「端末の選択」の項, <term.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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CURSES

名称
delay_output() − 出力を遅らす

構文
#include <curses.h>

int delay_output(int ms);

説明
パッド文字をサポートする端末上では、delay_output() は出力を最低 ms ミリ秒一時停止させます。それ
以外は、遅延の長さは指定されていません。

戻り値
正常に終了すると、delay_output() は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
端末のパッド文字のサポートの有無に関わらず、delay_output() 関数は時間管理の方法としてはあまり適
していません。

参照
napms(3X), terminfo(4) 中の機能の定義, <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。
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CURSES

名称
delch(), mvdelch(), mvwdelch(), wdelch() − ウィンドウからの文字の削除

構文
#include <curses.h>

int delch(void);

int mvdelch(int y, int x);

int mvwdelch(WINDOW *win, int y, int x);

int wdelch(WINDOW *win);

説明
これらの関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウ内の、現在の位置または指定された位置の文
字を削除します。本関数はカーソルの位置を変更しません。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ、ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
<curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版で新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。delch() 関数の引き数リストは明示的に void

で宣言されています。
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CURSES

名称
deleteln(), wdeleteln() − ウィンドウ内の行の削除

構文
#include <curses.h>

int deleteln(void);

int wdeleteln(WINDOW *win);

説明
deleteln() および wdeleteln() の両関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウ内のカーソ
ルがある行を削除し、現在の行以降のすべての行を 1行分カーソルの方へ移動させます。ウィンドウの最終行
はクリアされます。カーソルの位置は変わりません。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
insdelln(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。deleteln() 関数の引き数リストは明示的に
void で宣言されています。.
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CURSES

名称
delscreen() − 画面関連の記憶領域の解放

構文
#include <curses.h>

void delscreen(SCREEN *sp);

説明
delscreen() 関数は、 sp がポイントする SCREEN に関連する記憶領域を解放します。

戻り値
delscreen() 関数は、値を返しません。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
endwin(3X), initscr(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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CURSES

名称
delwin() − ウィンドウの削除

構文
#include <curses.h>

int delwin(WINDOW *win);

説明
delwin() 関数は win を削除し、それに関連した記憶領域のすべてを解放します。アプリケーションは、メ
インウィンドウを削除する前に、まずサブウィンドウを削除しなければなりません。

戻り値
正常に終了すると、delwin() は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
derwin(3X), dupwin(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。
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CURSES

名称
derwin − 相対的ウィンドウ作成関数

構文
#include <curses.h>

WINDOW *derwin(WINDOW *orig, int nlines, int ncols, int begin_y, int

begin_x);

説明
derwin() 関数は新しいウィンドウを、nlines 行および ncols 列で作成します。そのウィンドウは、ウィン
ドウ orig の起点と相対的な (begin_y, begin_x) を起点とするように位置付けられます。新しいウィンドウの一
部分でも orig の外にある場合は、本機能は実行できなくなり、ウィンドウは作成されません。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は新しいウィンドウにポインターを返します。そうでなければヌルポイン
ターを返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
始めてサブウィンドウをリフレッシュするとき、移植可能なアプリケーションは、まず先に親ウィンドウ上に
touchwin() または touchline() を呼び出さなければなりません。

ウィンドウは各々、スクリーンイメージおよびステータスの内部記述を保持しています。スクリーンイメージ
はウィンドウ階層内のすべてのウィンドウによって共有されます。リフレッシュ操作は、ウィンドウ内の何が
変更されたかという情報に依存しますが、それらは個々のウィンドウの専有情報です。ウィンドウのリフレッ
シュ時に、別のウィンドウがアップデートされていると、その情報をウィンドウ同士が共有していないために
必要なアップデートが実行できなくなることがあります。

参照
delwin(3X), newwin(3X), is_linetouched(3X), doupdate(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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名称
devnm − デバイス ID のファイルパスへのマップ

構文
#include <devnm.h>

int devnm (

mode_t devtype,

dev_t devid,

char *path,

size_t pathlen,

int cache

);

説明
devnm() は、指定されたデバイスタイプ、デバイス ID および文字列に対して /dev を検索することによっ
てブロックまたはキャラクタ型スペシャルファイル (デバイスファイル) 名に、データ型と ID をマップしま
す。 devnm() は、指定されたデバイスタイプおよび ID に一致する最初のスペシャルファイルの絶対パス名
を path 内に返します。 devnm() は /dev および /dev のすべてのサブディレクトリを順不同で再帰的に
検索します。

パラメータは以下のとおりです。

devtype stat(5) 内に記述されているファイルタイプ値 S_IFBLK または S_IFCHR のいずれか。
S_IFMT セット内のビット以外は無視されます。たとえば、値は stat() が返す
st_mode 値になります (stat(2) 参照)。

devid stat() が st_dev または st_rdev フィールド内に返すようなデバイス ID (メジャー
番号とマイナー番号の組合せ)

path パス名が返されるバッファーを指すポインター

pathlen path 文字列の有効長を指定します (NUL 終端回路文字を含む)。 path が短すぎて絶対パス
名を保持できない場合は、先頭の pathlen−1 文字だけが null で終わる文字列内に返され、
戻り値が変更されます (以下参照)。

cache devnm() に対して malloc() で割り当てられたメモリー内にファイル情報を保存するか
どうか、そしてその後で /dev を再度検索する代わりにその情報を使うかどうかを指定す
るフラグです。連続的に呼び出す際に cache をゼロ以外にするとき、特に /dev 構造体が
大きいときはより高速になります。しかし最初の呼び出しで cache が真だった場合、
devnm() は、一致するファイルを発見した直後に値を返さずに、 /dev 構造体のすべて
を読み込んでキャッシュを作成するため、処理速度が遅くなります。 cache をゼロにセッ
トして呼び出しを行った場合は、キャッシュを無視してディレクトリを読み込みます。
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今後の拡張に対応するには、 cache の値は０または１に制限しなければなりません。

devnm() に対してキャッシュメモリーの開放を命令する方法はありません。

devnm() は stat() が失敗した読み込み不可能なディレクトリおよびファイルを無視します。

戻り値
devnm() は以下の値のいずれかを返します。

0 正常終了。 path に結果を返します。

−1 ftw() 失敗。 errno には ftw() から返された値が含まれます。 cache が設定されている
場合、 path は変更される場合があります。初めて cache が設定された場合、 devnm()

は、その呼び出しで確保されたメモリーをすべて解放します。

−2 一致するスペシャルファイルが発見されない場合 errno は定義されません。 path は変更さ
れません。

−3 一致するスペシャルファイルが発見されたが、ファイル名が path に合わせて切り捨てられた
場合。 errno は定義されません。

malloc() が失敗した場合、 devnm() は cache が真でもその呼び出し以後はキャッシュを作成せず、その
呼び出しで確保されたメモリーをすべて解放します。

著者
devnm() は HPで開発されました。

参照
devnm(1M), stat(2), ftw(3C), malloc(3C), ttyname(3C), stat(5), thread_safety(5)
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名称
dial(), undial() − 外部端末回線の開設

構文
#include <dial.h>

int dial(CALL call);

void undial(int fd);

説明
dial() 関数は、開設される端末回線で、読み込みまたは書き込みを行うためのファイル記述子を返します。
dial() に対する引き数は CALL 構造体です (<dial.h> ヘッダーファイル内に定義されています)。

回線開設後、呼び出しプログラムで undial() を実行し、ターミナルデバイスの割当て時にセットされたセ
マフォを解除する必要があります。

<dial.h> ヘッダーファイル内の CALL の定義は以下のとおりです。

typedef struct {

struct termio *attr; /* pointer to termio attribute struct */

int baud; /* transmission data rate */

int speed; /* 212A modem: low=300, high=1200 */

char *line; /* device name for out-going line */

char *telno; /* pointer to tel-no digits string */

int modem; /* specify modem control for direct lines*/

char *device; /* Will hold the name of the device used

to make a connection */

int dev_len; /* The length of the device used to

make connection */

} CALL;

CALL の要素は以下のとおりです。

speed ダイヤル発信するコールの場合に限り使用します。この場合 113A モデムを識別するに
は、speed の値は 300 または 1200、212A モデムについては高速または低速に設定する
必要があります。113A モデムまたは 212A モデムの低速設定では、通信速度は０から
300 bps となります。しかし、212A モデムの高速設定の通信速度は 1200 bps に限られ
ます。

baud 希望の伝送ボーレートを指定します。たとえば、baud を 110 に設定して speed を 300 (

または 1200) に設定します。しかし speed を 1200 に設定した場合は、baud を高速
(1200) に設定されなければなりません。
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line 直接接続の端末回線を希望する場合、そのデバイス名を指す文字列ポインターは CALL

構造体の line 要素内に保存されます。ターミナルデバイス名に対する適切な値は
Devices ファイル内に保存されます。この場合、baud エレメントの値は Devices

ファイルから決定されるため、指定する必要がありません。

telno ダイヤルする電話番号を示す文字列を指すポインターです。この電話番号は以下に示す
記号から成ります。終了記号は dial() 関数から与えられ、CALL 構造体の dial()

内にパスされる telno 文字列には含まれません。

使用可能コード

0−9 0-9 をダイヤル

* または : * をダイヤル

# または ; # をダイヤル

− 二次ダイヤルトーンを４秒遅延

e または < 番号の最後

w または = 二次ダイヤルトーン待機

f １秒間フック

modem 直接回線のモデム制御を指定します。モデム制御が必要な場合はゼロ以外に設定しま
す。

attr <termio.h> ヘッダーファイル内に定義されている様に termio 構造体を指すポイン
ターです。このポインター要素の値が NULL の場合は dial() 関数にパスされます
が、構造体が含まれる場合、指定された要素は接続が開設される前に発信するターミナ
ル回線に対して設定されることになります。このことは、パリティーおよびボーレート
などの属性にとっては重要です。

device 接続を開設するデバイス名を保持します。

dev_len 配列デバイス内にコピーされるデバイス名の長さです。

戻り値
失敗した場合、その根拠を示す負の値を返します。これらの負の値のニーモニック (以下参照 ) は、
<dial.h> ヘッダーファイル内に定義されています。

INTRPT -1 /* interrupt occurred */

D_HUNG -2 /* dialer hung (no return from write) */

NO_ANS -3 /* no answer within 10 seconds */

ILL_BD -4 /* illegal baud-rate */

A_PROB -5 /* automatic call unit (acu) problem (open() failure)*/

L_PROB -6 /* line problem (open() failure) */
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NO_Ldv -7 /* can’t open LDEVS file */

DV_NT_A -8 /* requested device not available */

DV_NT_K -9 /* requested device not known */

NO_BD_A -10 /* no device available at requested baud */

NO_BD_K -11 /* no device known at requested baud */

警告
<dial.h> ヘッダーファイルを含む場合は、自動的に <termio.h> ヘッダーファイルも含まれます。

上記のルーチンでは <stdio.h> が使われますが、この際プログラムが標準 I/O では対応できないサイズにな
ります。

dial() 関数は、CALL 構造体のいくつかのフィールドの値を変更します。したがって、dial() を再度呼
び出すときには、CALL 構造体の値を再度初期化してください。

ファイル
/etc/uucp/Devices

参照
uucp(1), alarm(2), read(2), write(2), thread_safety(5), termio(7)

UUCP tutorial in 『Remote Access User’s Guide』

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



directory(3C) directory(3C)

名称
opendir( ), readdir( ), readdir_r( ), telldir( ), seekdir( ), rewinddir( ), closedir( ) − ディレクトリの操作

構文
#include <dirent.h>

DIR *opendir(const char *dirname);

struct dirent *readdir(DIR *dirp);

int readdir_r(DIR *dirp, struct dirent *entry, struct dirent **result);

long int telldir(DIR *dirp);

void seekdir(DIR *dirp, long int loc);

void rewinddir(DIR *dirp);

int closedir(DIR *dirp);

説明
このライブラリパッケージは、ファイルシステムに関する実際のディレクトリ形式を調べることなく、プログ
ラムにディレクトリエントリーを読み取る関数を提供します。これらの関数を使用した場合、異なるディレク
トリ形式を持つファイルシステム上でプログラムを移植して使用できるようになるため、ディレクトリエント
リーを読み取るときに使うことをおすすめします。

opendir() ディレクトリ dirname を開いてディレクトリストリームに対応づけます。 opendir()

は、後続の演算でディレクトリストリームを識別するために使われるポインターを返しま
す。 opendir() は malloc(3C) を使ってメモリーを確保します。

readdir() 次のディレクトリエントリーを指すポインターを返します。 readdir() は、ディレクト
リの最後に到達した場合、または有効な seekdir() 演算を検出したときに NULL ポイ
ンターを返します。ディレクトリエントリー内で入手できるフィールドの記述については
dirent(5) を参照してください。

readdir_r() この関数は、 entry で指定された構造体 dirent が dirp で参照されるディレクトリ
ストリームでの現在位置を示すよう初期化して、 result で指定された領域にこの構造
体へのポインターを格納します。

telldir() dirp が参照するディレクトリストリームに対応する (エンコード済みの) 現在の位置を返
します。

seekdir() この関数は、 dirp が参照するディレクトリストリーム上の次の readdir() 演算の位置
をセットします。 loc 引き数は telldir() から取得したディレクトリストリーム内の場
所です。ディレクトリストリームの位置は、 telldir() が当該 loc 値を返したときの位
置です。 telldir() が返した値は、その値を派生させる DIR ポインターが開かれてい
る間だけ有効です。ディレクトリストリームがクローズされ再度開かれた場合、
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telldir() の値は無効になります。

rewinddir() dirp が参照するディレクトリストリームの位置をディレクトリの先頭にリセットします。
また、ディレクトリストリームを、 opendir() を呼び出した場合と同様に、対応する
ディレクトリのカレントステータスを参照することになります。

closedir() 指定されたディレクトリストリームをクローズして、 DIR ポインターに対応する構造体
を解放します。

戻り値
opendir() 正常終了すると、開いているディレクトリストリームを参照する DIR 型オブジェクトを

指すポインターを返します。失敗すると、 NULL ポインターを返してエラーを示すグ
ローバル変数 errno をセットします。

readdir() 正常終了すると、ディレクトリエントリーを記述する struct dirent 型オブジェクト
を指すポインターを返します。ディレクトリの末尾に到達すると、 readdir() は
NULL ポインターを返して errno の値を変更しません。それ以外の場合は、 NULLポイ
ンターを返してエラーを示す errno をセットします。

readdir_r() 正常終了すると０を返し、 result に返されるポインターは、引き数 entry と同じ値
になります。ディレクトリストリームの末尾に到達すると、 result の値は NULL にな
ります。エラーが発生すると、エラー番号が返されます。

telldir() 正常終了すると、ディレクトリ内の現在の位置を示す long 値を返します。それ以外の場
合は、 −1 を返してエラーを示す errno をセットします。

seekdir() 値を返しませんが、エラーを検出した場合はエラーを示す errno をセットします。

closedir() 正常終了すると 0 を返します。それ以外は −1 を返してエラーを示す errno をセット
します。

エラー
opendir() は、次の条件を満たす場合に失敗します。

[EACCES] 構成要素 dirname に対する検索パーミッションが拒否されるか、 dirname に
対する読み取りパーミッションが拒否される場合

[EFAULT] dirname が、割り当てられたプロセスにアドレス空間の外部を指す場合。この
エラーの確実な検出方法はインプリメンテーションに依存します。

[ELOOP] パス名の中にシンボリックリンクが多すぎた場合

[EMFILE] 呼び出されているプロセスに対して、開かれているファイル記述子の数が多す
ぎる場合
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[ENAMET OOLONG]

dirname 構成要素が PATH_MAX バイトを超えているか、 _POSIX_NO_TRUNC

の動作中に dirname の全長が PATH_MAX − 1 バイトを超えた場合

[ENFILE] システム上で開いているファイル記述子の数が多すぎる場合

[ENOENT] dirname 構成要素が存在しない場合

[ENOMEM] malloc() が、ディレクトリの処理に必要なメモリーの確保に失敗した場合

[ENO TDIR] dirname 構成要素がディレクトリではない場合

[ENOENT] dirname 引き数が空の文字列を指す場合

readdir() または readdir_r() は、次の条件のいずれかを満たす場合に失敗します。

[EBADF] dirp が開いているディレクトリストリームを参照しない場合

[ENOENT] dirp が参照するディレクトリストリームが有効なディレクトリエントリー内に
ない場合

[EFAULT] dirp が、確保済みのプロセスアドレス空間の外部を指す場合

telldir() は、次の条件のいずれかを満たす場合に失敗します。

[EBADF] dirp が開いているディレクトリストリームを参照しない場合

[ENOENT] dirp が不正なファイルシステムブロックサイズを指定する場合

seekdir() は、次の条件を満たす場合に失敗します。

[ENOENT] dirp が不正なファイルシステムブロックサイズを指定する場合

closedir() は、次の条件のいずれかを満たす場合に失敗します。

[EBADF] dirp が開いているディレクトリストリームを参照しない場合

[EFAULT] dirp が確保済みのプロセスアドレス空間の外部を指す場合

rewinddir() は、次の条件のいずれかを満たす場合に失敗します。

[EBADF] dirp が開いているディレクトリストリームを参照しない場合

[EFAULT] dirp が、確保済みのプロセスアドレス空間の外部を指す場合

例
次のコードは、現在のディレクトリからエントリー name を検索します。

DIR *dirp;

struct dirent *dp;

dirp = opendir(".");
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while ((dp = readdir(dirp)) != NULL) {

if (strcmp(dp->d_name, name) == 0) {

(void) closedir(dirp);

return FOUND;

}

}

(void) closedir(dirp);

return NOT_FOUND;

警告
readdir() と getdirentries() (getdirentries(2) 参照) は、リモート NFS ディレクトリにアクセスする
唯一の方法です。 read() を使って、 NFS 経由でリモートディレクトリの読み取りを試みた場合は −1 が
返され、 errno に [EISDIR] (read(2) 参照) が設定されます。

最後の opendir() または rewinddir() 呼び出し以降に削除または追加されたファイルがある場合、その
後の readdir() または readdir_r() 呼び出しでそのファイルのエントリーが返されるかどうかは不定で
す。

32ビットアプリケーションでは、 dirent 構造体の d_ino フィールドが、64ビット値を使用するファイルシ
ステムに対してはオーバーフローすることがあります。この場合、エラーメッセージが出力されることなく最
上位バイトが切り取られ、 d_ino の値がユニークでは無くなることがあります。

アプリケーション使用法
上記の関数に必要なヘッダーファイルおよび readdir() からの戻り値のデータ型は、System V Release 3

と 『X/Open Portability Guide』との互換性を保つ目的で変更されています。ヘッダーファイル <ndir.h>

の詳細については ndir(5) を参照してください。このヘッダーファイルは、既存の HP-UX アプリケーション
を修正しないでコンパイルするためのものです。

新規のアプリケーションでは、 System V および X/Open システムへの移植性を保つために <dirent.h>

ヘッダーファイルを使用してください。ヘッダーファイル <ndir.h> は、HP-UX 10.30 から廃止され、将来
は削除されます。

readdir_r() は現在、POSIX.1c スレッド標準に準拠しています。 readdir_r() の旧プロトタイプは、
既存の DCE アプリケーションとの互換性を保つためにだけサポートされています。

著者
directory は AT&T,HP,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
close(2), getdirentries(2), lseek(2), open(2), read(2), dir(4), dirent(5), ndir(5), thread_safety(5)

標準準拠
closedir(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1

opendir(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1
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readdir(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1

readdir_r(): POSIX.1c

rewinddir(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1

seekdir(): AES, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4

telldir(): AES, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
div( ), ldiv( ) − 整数の除算および剰余

構文
#include <stdlib.h>

div_t div(int numer, int denom);

ldiv_t ldiv(long int numer, long int denom);

説明
div() 分母 denom で分子 numer を除算して商と剰余を算出します。除算が不正確な場合、算出さ

れた商の符号はアルファベットになり、算出された商の大きさはそれ未満の最大の整数になり
ます。算出結果が表示できるときは、算出結果は div_t 型の構造体 (<stdlib.h> 内に定
義) に返されます。この構造体は、構造体メンバーとしてそれぞれ商と剰余を表す quot およ
び rem を含みます。これらのメンバーは共に int 型で、 quot × denom + rem = numer の
ような値を持ちます。算出結果が表示できない場合の動作は不定です。

ldiv() div() と同様ですが、引き数が long int 型で、算出結果が ldiv_t 型の構造体
(<stdlib.h> 内に定義) に返されるという点が異なります。この構造体は long int 型の
メンバーを持ち、それぞれ商および剰余を示す quot と rem を含みます。

警告
denom がゼロの場合、動作は不定です。

参照
floor(3M), thread_safety(5)

標準準拠
div(): AES, SVID3, XPG4, ANSI C

ldiv(): AES, SVID3, XPG4, ANSI C
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名称
dladdr() − アドレスのシンボリック情報の取得

構文
cc [flag]... cfile ... -ldl [library]...

#include <dlfcn.h>

int dladdr(void *address, Dl_info *dlip);

マルチスレッド使用法
このルーチンはスレッドセーフです。

説明
dladdr() は、ユーザーがダイナミックリンク機能を直接使用できるようにする一連のルーチンの１つです (

コンパイラまたは ld のコマンド行で -ldl オプションを指定する)。dladdr() を使うと、プロセスは、指
定した address の最も近くに定義されたシンボルに関する情報を取得できます。dladdr() は、指定した
address の位置が、プロセスのアドレス空間を形成するロードモジュール (実行可能ファイルまたは共有ライ
ブラリ) のいずれかの内部にあるかどうかを判断します。アドレスは、ロードモジュールがマッピングされて
いるベースアドレスと、そのロードモジュールがマッピングされた最高位の仮想アドレスの間にある (両端も
含む) ときに、そのロードモジュール内にあると判断されます。ロードモジュールがこの基準に当てはまる場
合、指定された address に最も近いシンボルの位置が、ダイナミックシンボルテーブルで検索されます。最も
近いシンボルとは、指定した address と等しいか、それ以下で最も近い値のシンボルです。

dlip は、Dl_info 構造体へのポインターです。この構造体は、ユーザーが割り当てる必要があります。指定
した address がロードモジュールのいずれかの内部にある場合、dladdr() によって構造体のメンバーに情
報が設定されます。Dl_info 構造体には、次のようなメンバーがあります。

struct {

const char *dli_fname;

void *dli_fbase;

const char *dli_sname;

void *dli_saddr;

size_t dli_size; /* ELF only */

int dli_bind; /* ELF only */

int dli_type;

};

Dl_info 構造体の各フィールドは次のような値を持ちます。

dli_fname address を含むロードモジュールのファイル名へのポインターです。このメモリー位置
の内容は、dladdr() を呼び出すごとに変わることがあります。

dli_fbase ロードモジュールへのハンドルです。これは、dlsym() の第１引き数として使用でき
ます。
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dli_sname 指定した address に最も近いシンボルの名前へのポインターです。このシンボルは、
address と同じか、address より小さく最も近いアドレスを持つシンボルです。このメ
モリー位置の内容は、dladdr() を呼び出すごとに変わることがあります。

dli_saddr 最も近いシンボルの実際のアドレスです。コードシンボルの場合は、最も近いコードシ
ンボルの OPD (Official Plabel Descriptor) のアドレスが格納されます。

dli_size (ELF プロセスのみ) ダイナミック シンボルテーブル内に定義された、最も近いシンボ
ルのサイズが格納されます。

dli_bind (ELF プロセスのみ) ダイナミック シンボルテーブル内に定義された、最も近いシンボ
ルのバインディング属性が格納されます。この値は、ELF シンボルテーブル内でシン
ボルのバインディングに使用されます (<elf.h> を参照)。

dli_type ダイナミックシンボルテーブル内に定義された、最も近いシンボルのタイプです。この
値は、ELF シンボルテーブル内でシンボルのタイプに使用されます (<elf.h> を参
照)。SOM プロセスでは、このフィールドは、TYPE_DATA まはた TYPE_PROCEDURE

(<dl.h> で定義されている) の値を持つこともできます。

戻り値
指定した address が、いずれのロードモジュールの内部にも入っていない場合は 0 が返されます。Dl_info

構造体の内容は変更されません。それ以外の場合は、ゼロ以外の値が返され、Dl_info 構造体のフィールド
に情報が設定されます。

診断
address が含まれているロードモジュールの内部に、値が address と同じかそれ以下のシンボルがない場合、
dli_sname、dli_saddr、dli_size フィールドに 0 が設定されます。dli_bind フィールドには STB_LOCAL が
設定され、dli_type フィールドには STT_NOTYPE が設定されます。

a.out の場合、通常は外部から見えるシンボルのサブセットのみがエクスポートされます。具体的には、
a.out にリンクされるロードモジュールから参照されるシンボルです。共有ライブラリまたは a.out に対
してエクスポートされるシンボルの正確なセットは、リンカーで制御できます (ld(1) を参照)。

エラー
dladdr() が失敗した直後に dlerrno() を呼び出すと、以下の値のいずれかが返されます。

[RTLD_ERR_BAD_DLL] ロードモジュールに、無効なシンボルアドレスがある
場合

[RTLD_ERR_CANT_APPLY_RELOC] ライブラリ内で再配置を適用できない場合

[RTLD_ERR_DLADDR_NO TFOUND] どのロードモジュールにもアドレスがみつからなかっ
た場合

[RTLD_ERR_NO_MEMORY] メモリーが不足している場合
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[RTLD_ERR_SETCANCELSTATE_FAILED] dladdr() の開始または終了時に __thread_set-

cancelstate が失敗した場合

[RTLD_ERR_SIGENABLE_FAILED] dladdr() の終了時に sigenable が失敗した場合

[RTLD_ERR_SIGINHIBIT_FAILED] dladdr() の開始時に siginhibit が失敗した場
合

参照
cc(1), ld(1), sh(1), exec(2), dlclose(3C), dlerrno(3C), dlerror(3C), dlsym(3C)

テキストとチュートリアル
『HP-UX リンカー & ライブラリ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 & ライブラリユーザーズガイド』
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名称
dlclose() − 共有ライブラリをクローズ

構文
cc [flag ... ] file ... -ldl [library]...

#include <dlfcn.h>

int dlclose(void *handle);

マルチスレッド使用法
このルーチンはスレッドセーフです。

注記: ダイナミックローダーは、再帰的 pthread mutex ロックを使用するマルチスレッドアプリケーション
では、共有ライブラリのロードとアンロードを順次処理します。詳細については、『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』を参照してください。

説明
dlclose() は、ユーザーが動的リンク機能を直接使用できるようにする一連のルーチンの１つです (コンパ
イラまたは ld コマンド行で -ldl オプションを指定する)。dlclose() は、以前に dlopen() によって
オープンされた共有オブジェクトを現在のプロセスから分離します。dlclose() を使用してオブジェクトを
クローズすると、そのオブジェクトのシンボルはもう dlsym() から使用できなくなります。オブジェクトを
指定し dlopen() を実行した結果、自動的にロードされたオブジェクト (dlopen(3C) を参照) も、すべてク
ローズされます。handle は、dlopen() を以前に呼び出したときに返された値です。

戻り値
指定したオブジェクトのクローズに成功した場合、dlclose() は 0 を返します。オブジェクトをクローズ
できなかった場合、またはハンドルがオープンされているオブジェクトを示していない場合、dlclose() は
ゼロ以外の値を返します。dlerror() によって、さらに詳細の診断情報を得ることができます。

エラー
dlclose() が失敗した直後に dlerrno() を呼び出すと、以下の値のいずれかが返されます。

[RTLD_ERR_CANT_APPLY_RELOC] ライブラリ内で再配置を適用できない場合

[RTLD_ERR_DLCLOSE_REMAINING_DEP] 依存関係が残っているためにライブラリをクローズ
できない場合

[RTLD_ERR_INV_HANDLE] ハンドルが無効な場合

[RTLD_ERR_NO_MEMORY] メモリーが不足している場合

[RTLD_ERR_SETCANCELSTATE_FAILED] dlclose() の 開 始 ま た は 終 了 時 に
__thread_setcancelstate が失敗した場合

[RTLD_ERR_SIGENABLE_FAILED] dlclose() の終了時に sigenable が失敗した
場合
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[RTLD_ERR_SIGINHIBIT_FAILED] dlclose() の開始時に siginhibit が失敗した
場合

[RTLD_ERR_UNKNOWN_HANDLE] ハンドルが認識不能な場合

警告
dlclose() の呼び出しが成功しても、handle に対応するオブジェクトが実際にプログラムのアドレス空間
から除去されたことが保証されるわけではありません。dlopen() のある呼び出しによってロードされたオブ
ジェクトが、dlopen() の別の呼び出しによって、再度オープンされている可能性があります。同じオブジェ
クトが複数回オープンされている可能性もあります。明示的な dlopen() の呼び出しによるオブジェクトへ
の参照がすべてクローズされ、そのオブジェクトを暗黙に参照する他のオブジェクトもすべてクローズされる
まで、そのオブジェクトはアドレス空間から除去されません。

dlclose() によってオブジェクトをクローズした後、そのオブジェクトに含まれていたシンボルを参照する
と、未定義の動作が引き起こされる可能性があります。

参照
dlerrno(3C), dlerror(3C), dlopen(3C), dlsym(3C)

テキストとチュートリアル
『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
dlerrno() − ダイナミックリンク呼び出しのエラーコードの取得

構文
cc [flag... ] file... -ldl [library]...

#include <dlfcn.h>

int *dlerrno(void);

説明
dlerrno() は、ユーザーがダイナミックリンク機能に直接アクセスできるようにする一連のルーチンの１つ
です (コンパイラ、または ld コマンド行で -ldl オプションを指定する)。dlerrno() は、ダイナミック
リンク処理中に発生した最新のエラーに対応する数値のエラーコードを返します。dlerrno を最後に呼び出
してからダイナミックリンクのエラーが発生していない場合、dlerrno は、 [RTLD_ERR_NO_ERR] (−1)

を返します。つまり、 dlerrno() を呼び出し、その後すぐに続けてもう一度呼び出した場合、
[RTLD_ERR_NO_ERR] (−1) が返されます。

ニーモニックのエラーコードをすべて列挙したリストを以下に示します。ニーモニックに対応する数値は
<dlfcn.h> で定義されています。

[RTLD_ERR_UNKNOWN_ERR] 不明のエラー

[RTLD_ERR_NO_ERR] エラーなし

[RTLD_ERR_OPEN] ロードモジュールをオープンできない場合

[RTLD_ERR_IO] ロードモジュールのマッピングで I/O エラーが発生した場合

[RTLD_ERR_BAD_DLL] ロードモジュールが無効な場合

[RTLD_ERR_BAD_ELF_VER] ライブラリの ELF バージョンが認識不能な場合

[RTLD_ERR_LIB_OPEN] ライブラリが見つからない場合

[RTLD_ERR_NO_MEMORY] 動的メモリーを割り当てることができない場合

[RTLD_ERR_BAD_RELOC] 再配置タイプが認識不能な場合

[RTLD_ERR_INTERNAL_ERROR] 内部エラーを検出した場合

[RTLD_ERR_DLOPEN_BAD_FLAGS]

dlopen() の呼び出しに対するフラグが無効な場合

[RTLD_ERR_CANT_APPLY_RELOC]

再配置の適用に失敗した場合

[RTLD_ERR_INV_NEXT_HANDLE]

RTLD_NEXT 引き数が無効な場合
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[RTLD_ERR_UNKNOWN_SYMBOL]

シンボルが認識不能な場合

[RTLD_ERR_INV_LIB_INDEX] ロードモジュールのインデックスが無効な場合

[RTLD_ERR_INV_HANDLE] ロードモジュールのハンドルが無効な場合

[RTLD_ERR_DLCLOSE_REMAINING_DEP]

依存関係が残存するため、ロードモジュールをクローズできな
い場合

[RTLD_ERR_TPREL_NON_TLS_SYM]

スレッド固有でないシンボルでの TPREL 再配置の場合

[RTLD_ERR_NON_TLS_RELOC_T O_TLS_SYM]

スレッド固有でない再配置がスレッド固有のシンボルを参照し
ている場合

[RTLD_ERR_MMAP_FAILED] mmap() が失敗した場合

[RTLD_ERR_DLOPEN_TLS_LIB] スレッド固有のデータがあるロードモジュールを dlopen()

できない場合

[RTLD_ERR_UNLOAD_HANDLE] アンロードのロードモジュールハンドルが無効な場合

[RTLD_ERR_UNLOAD_DEP] 依存関係が残っているため、ロードモジュールをアンロードで
きない場合

[RTLD_ERR_CODE_UNSAT] ロードモジュールに未解決コードシンボルがある場合

[RTLD_ERR_DATA_UNSAT] ロードモジュールに未解決データシンボルがある場合

[RTLD_ERR_BAD_SYMNAME] shl_findsym() のシンボル名が無効な場合

[RTLD_ERR_BAD_SYMTYPE] シンボルタイプが無効な場合

[RTLD_ERR_SHL_LOAD_BAD_FLAGS]

shl_load() のフラグが無効な場合

[RTLD_ERR_BAD_TYPE_DEFINESYM]

shl_definesym() のシンボルタイプが無効な場合

[RTLD_ERR_UNKNOWN_HANDLE]

ハンドルが認識不能な場合

[RTLD_ERR_INV_BUFFER_ARGUMENT]

記述子引き数が無効な場合

[RTLD_ERR_INV_ADDRESS] dlmodinfo() のアドレスが無効な場合
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[RTLD_ERR_INV_DESC_VERSION]

記述子のバージョンが無効な場合

[RTLD_ERR_FB_CANNO T_WRITE]

fastbind データを書き込めない場合

[RTLD_ERR_FB_CANNO T_OPEN_AOUT]

fastbind データを読み取るためにプログラムファイルを
オープンすることができない場合

[RTLD_ERR_FB_CANNO T_READ] fastbind データを読み取れない場合

[RTLD_ERR_FB_DATA_OUT_OF_DATE]

fastbind データが期限切れの場合

[RTLD_ERR_INV_OPTION] dld オプションが無効な場合

[RTLD_ERR_FB_NO_FASTBIND_DATA]

fastbind データがない場合

[RTLD_ERR_SIGINHIBIT_FAILED]

開始時に siginhibit() の呼び出しが失敗した場合

[RTLD_ERR_SIGENABLE_FAILED]

終了時に sigenable() の呼び出しが失敗した場合

[RTLD_ERR_READ_TGT_MEM_FAILED]

read_tgt_mem がターゲットメモリーの読み取りに失敗した
場合

[RTLD_ERR_BAD_ABI1] 64 ビットプログラムが 32 ビット共有ライブラリを発見したこ
とによる ABI 不整合の場合

[RTLD_ERR_BAD_ABI2] 32 ビットプログラムが 64 ビット共有ライブラリを発見したこ
とによる ABI 不整合の場合

[RTLD_ERR_INV_DLHOOK_FLAG]

dlhook フラグが無効な場合

[RTLD_ERR_BAD_DLL_MAGIC_NUM]

マジック番号の誤りによりライブラリが無効な場合

[RTLD_ERR_BAD_DLL_ALIGNMENT]

境界整列の誤りによりライブラリが無効な場合

[RTLD_ERR_BAD_DLL_NO_SYMTAB]

シンボルテーブルの欠落によりライブラリが無効な場合
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[RTLD_ERR_BAD_DLL_BAD_PHDR]

プログラムヘッダーの欠落によりライブラリが無効な場合

[RTLD_ERR_BAD_DLL_BAD_MACHINE]

マシンタイプの誤りによりライブラリが無効な場合

[RTLD_ERR_BAD_DLL_BAD_OBJFILE]

オブジェクトファイルタイプの誤りによりライブラリが無効な
場合

[RTLD_ERR_DLDD_COMM_FAILURE]

dldd から共有の固定アドレスを取得できない場合

[RTLD_ERR_BAD_DLL_SEGMENT_COUNT]

データセグメントが複数あるため固定アドレスが使用できない
場合

[RTLD_ERR_SHL_LOAD_NULL_FILE_NAME]

ライブラリ名が NULL で無効な場合

[RTLD_ERR_BAD_SHL_GETSYMBOLS_FLAG]

shl_getsymbols() のフラグまたはタイプが不正な場合

[RTLD_ERR_INV_DLMODADD_ARGUMENT]

dlmodadd() の引き数が無効な場合

[RTLD_ERR_FILTER_TLS] フィルター済みライブラリをオープンできない場合 (TLS サイ
ズがフィルター内に記録されているサイズを超過)

[RTLD_ERR_INST_OPEN] caliper の組み込みに失敗した場合 (ファイルをオープンできな
い)

[RTLD_ERR_INST_NO TE_SEG] caliper の組み込みに失敗した場合 (ロード可能なノートセク
ションを読み取れない)

[RTLD_ERR_INST_PIPE] caliper の組み込みに失敗した場合 (通信用のパイプをオープン
できない)

[RTLD_ERR_INST_FORK] caliper の組み込みに失敗した場合 (fork() の失敗)

[RTLD_ERR_INST_EXEC] caliper の組み込みに失敗した場合 (execve() の失敗)

[RTLD_ERR_INST_CALIPER_ACK]

caliper の組み込みに失敗した場合 (caliper が失敗を返した)

[RTLD_ERR_INST_INTERFERENCE]

caliper の組み込みに失敗した場合 (パイプで取り出したメッ
セージが認識不能)
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[RTLD_ERR_INST_STAT] caliper の組み込みに失敗した場合 (ファイルの状態を取得でき
ない)

[RTLD_ERR_DYN_FILTER_STLS_REF]

動的にロードされるライブラリで定義されているシンボルへの
静的な TLS 参照が、ライブラリに含まれている場合

[RTLD_ERR_SETCANCELSTATE_FAILED]

__thread_setcancelstate() の呼び出しが失敗した場合

[RTLD_ERR_DLADDR_NO TFOUND]

ロードモジュール内にアドレスが見つからない場合

[RTLD_ERR_MPRO TECT_FAILED] ライブラリで mprotect() が失敗した場合

[ERR_INV_DLSETLIBPATH_ARGUMENT]

dlsetlibpath() の引き数が無効な場合

[ERR_DLGETFILEINFO_MTEXT] ライブラリにテキストセグメントが複数ある場合

[ERR_DLGETFILEINFO_MDATA] ライブラリにデータセグメントが複数ある場合

[ERR_INV_DLGETFILEINFO_ARGUMENT]

dlgetfileinfo() の引き数が無効な場合

[ERR_DLGETFILEINFO_IO] dlgetfileinfo() を使ってライブラリにアクセスしている
際に I/O エラーが発生した場合

[ERR_DLOPENE_BAD_ADDR] dlopene() のロードアドレスが無効な場合

[ERR_PREALLOC_ADDR_NO T_USE]

固定アドレスが原因で、ライブラリのマッピングに事前割り当
てのアドレスを使用できない場合

[RTLD_ERR_DLOPENE_NO_EXEC_PERM]

共有ライブラリに実行パーミッションがない場合

[RTLD_ERR_NOMMAP_FAILED] ライブラリのロード中にエラーが発生した場合

[RTLD_ERR_ARCH_EXT_NO T_SUPPORTED]

ハードウェアが必要な拡張を備えていないため、ライブラリを
ロードできない場合

マルチスレッド使用法
このルーチンはスレッドセーフです。

参照
dlclose(3C), dlerror(3C), dlopen(3C), dlsym(3C)
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テキストとチュートリアル
『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』
(入手方法については、manuals(5) を参照)
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名称
dlerror − 診断情報を入手

構文
cc [flag ... ] file ... -ldl [library] ...

#include <dlfcn.h>

char *dlerror(void);

説明
dlopen は、 (コンパイラまたは ld コマンド行の -ldl オプションにより) 動的リンク機能に直接アクセス
できるルーチンの１種です。 dlerror は、動的リンクの処理中に発生した最後のエラーを表すヌルで終了す
る (最後に改行のない) 文字列を戻します。最後に dlerror を呼び出した後に動的リンクエラーが発生して
いない場合、 dlerror は NULL を戻します。つまり、 dlerror をその前の呼び出しの直後に引き続き呼
び出すと、結果的に NULL が戻されることになります。

マルチスレッド使用法
このルーチンは、スレッドセーフです。

警告
dlerror によって戻されるメッセージは、 dlerror を呼び出すたびに書き換えられる静的バッファー内に
あります。アプリケーションコードから、このバッファーに書き込みをしてはなりません。エラーメッセージ
を保存したいプログラムは、そのメッセージのそれぞれ固有のコピーを作成する必要があります。

参照
dlclose(3C), dlopen(3C), dlsym(3C)

テキストと指導書:
HP-UX Linker and Libraries Online User Guide

(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 オプション参照)

HP-UX Linker and Libraries User’s Guide

(HP-UX リンカー & ライブラリーユーザーズガイド)

(オーダ情報については manuals(5) を参照)
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ELF アプリケーション専用

名称
dlget() − ロードされているモジュール (プログラムまたは共有ライブラリ) に関する情報を取得する

構文
cc [flag]... file... -ldl [library]...

#include <dlfcn.h>

void *dlget(int index,

struct load_module_desc *desc,

size_t desc_size);

マルチスレッド使用法
このルーチンはスレッドセーフです。

説明
dlget() は、ユーザーがダイナミックリンク機能を直接使用できるようにする一連のルーチンの１つです。
dlget() は、ダイナミックローダーの検索リスト内のロードモジュールの位置を指定する index から、その
ロードモジュールに関する情報を取り出します。index が -1 の場合、ダイナミックローダーに関する情報を
要求します。index が -2 の場合、プログラムファイル自身に関する情報を要求します。

dlget() は、正常終了すると、dlopen() からの戻り値で定義された共有ライブラリのハンドルを返しま
す。

desc は、ユーザーがあらかじめ割り当てておかなければなりません。この構造体のメンバーには、要求される
共有ライブラリに関する情報がダイナミックローダーによって書き込まれます。

load_module_desc 構造体には、次のメンバーが含まれています。

struct load_module_desc {

unsigned long text_base;

unsigned long text_size;

unsigned long data_base;

unsigned long data_size;

unsigned long unwind_base;

unsigned long linkage_ptr;

unsigned long phdr_base;

unsigned long tls_size;

unsigned long tls_start_addr;

}

desc_size は、ユーザーによって送信された load_module_desc 構造体のサイズをバイト数で指定します。

dlget() の呼び出しに失敗した場合、NULL ポインターが返され、desc は変更されません。
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エラー
dlget() が失敗した直後に dlerrno() を呼び出すと、以下の値のいずれかが返されます。

[RTLD_ERR_CANT_APPLY_RELOC] ライブラリ内で再配置を適用できない場合

[RTLD_ERR_INV_BUFFER_ARGUMENT] 記述子引き数が無効な場合

[RTLD_ERR_INV_DESC_VERSION] 記述子のバージョンが無効な場合

[RTLD_ERR_INV_LIB_INDEX] ロードモジュールのインデックスが無効な場合

[RTLD_ERR_NO_MEMORY] メモリーが不足している場合

[RTLD_ERR_SETCANCELSTATE_FAILED] dlget() の開始または終了時に
__thread_setcancelstate が失敗した場合

[RTLD_ERR_SIGENABLE_FAILED] dlget() の終了時に sigenable が失敗した場合

[RTLD_ERR_SIGINHIBIT_FAILED] dlget() の開始時に siginhibit が失敗した場合

著者
dlget() は、HP で開発されました。

参照
システムツール

exec (2) システムローダー
ld (1) リンクエディターの呼び出し

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
dlclose(3C) dlopen() により以前にロードされた共有ライブラリをアンロードする
dlerror(3C) dld が記録した最新のエラーメッセージを出力する
dlerrno(3C) dld が記録した最新のエラーのエラーコードを返す
dlgetname(3C) ロードモジュールが入っている記憶装置の名前を返す
dlmodinfo(3C) ロードされているモジュールに関する情報を返す
dlopen(3C) 共有ライブラリをロードする
dlsym(3C) 共有ライブラリ内のシンボルのアドレスを取得する

テキストとチュートリアル
『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
dlgetfileinfo() − ロード前のライブラリファイル情報の取得

構文
cc [flag... ] file... -ldl [library]...

#include <dlfcn.h>

uint64_t dlgetfileinfo(const char *file,

size_t info_size,

struct dlfileinfo *info);

マルチスレッド使用法
このルーチンはスレッドセーフです。

説明
dlgetfileinfo() は、ユーザーがダイナミックリンク機能に直接アクセスできるようにする一連のルーチ
ンの１つです (コンパイラ、または ld コマンド行で -ldl オプションを指定する)。 dlgetfileinfo()

は、ライブラリをロードする前にそのライブラリのファイル情報を返します。この情報を使って、
dlopene() を呼び出す前に、ロードセグメントを割り当てることができます。

file は、ライブラリへのパス名を構築するために使用されます。ダイナミックローダーは、 dlopen() および
dlopene() が使用する標準的な検索規則を用いて、ライブラリを検索します。ライブラリが見つかり、それ
が有効な共有ライブラリであれば、 dlgetfileinfo はそのライブラリについての情報を info パラメータで
返します。

info_size は、 info バッファーのサイズ (バイト単位) です。

info は、ユーザープログラムが割り当てたバッファーへのポインターです。ダイナミックローダーは、この
バッファーにファイル情報を設定します。

dlfileinfo 構造体には以下のメンバーがあります。

struct dlfileinfo {

size_t text_size;

size_t data_size;

char *filename;

}

text_size は、共有ライブラリのテキストセグメントのサイズ (バイト単位) です。

data_size は、共有ライブラリのデータセグメントのサイズ (バイト単位) です。

filename は、共有ライブラリへのパスです。このパスは、これ以降の dlopen() または dlopene() の呼
び出しに渡すことで、ライブラリを再度検索しなくてもすむようにすることができます。 dlgetfileinfo()

の呼び出し元では、 filename の値をコピーして壊れないようにする必要があります。
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例
次の例は、 dlgetfileinfo() を使用して、共有ライブラリのデータセグメントをマッピングするためのメ
モリーを割り当てる方法を示しています。分かりやすくするために、エラーのチェックは省略しています。

#include <dlfcn.h>

#include <string.h>

/* allocate_data is a user-supplied routine that allocates a

* a memory buffer of at least "data_size" bytes and returns

* a pointer to the buffer.

*/

extern char *allocate_data(size_t data_size);

int main() {

void *handle;

int status;

char *pathname;

struct dlfileinfo info;

struct dlopen_opts opts;

/* Locate library and get file information */

status = dlgetfileinfo("mylib.so", sizeof(info), &info);

if (status == 0) {

/* Make a copy of the library pathname returned by

* dlgetfileinfo().

*/

pathname = strdup(info.filename);

/* Allocate data segment */

opts.data_addr = allocate_data(info.data_size);

/* Not preallocating text segment */

opts.text_addr = 0;

/* Set dlopene() flags to indicate the data segment

* has been preallocated.

*/

opts.flags = RTLD_EXT_DATA_ADDR;
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/* Call dlopene() to load the library using the path

* where dlgetfileinfo found the library and the

* preallocated memory buffer for mapping the library’s

* data segment.

*/

handle = dlopene(pathname, RTLD_LAZY, &opts);

/* Remove copy of library pathname */

free(pathname);

/* Insert code here to use library */

/* Close library */

status = dlclose(handle);

/* Insert code here to free storage allocated by

* allocate_data().

*/

}

}

戻り値
dlgetfileinfo() は、成功すると 0 を返し、失敗すると 0 以外の値を返します。詳細な診断情報は、
dlerror() または dlerrno() を使って取得することができます。

エラー
dlgetfileinfo() が失敗した場合、その後に続けて dlerrno() を呼び出すと、以下の値のいずれかが返
されます。

[RTLD_ERR_BAD_ELF_VER]

ライブラリの ELF バージョンが認識不能な場合

[RTLD_ERR_LIB_OPEN]

ライブラリが見つからない場合

[RTLD_ERR_NO_MEMORY]

動的メモリーを割り当てることができない場合

[RTLD_ERR_INTERNAL_ERROR]

dlgetfileinfo() で内部エラーを検出した場合
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[RTLD_ERR_CANT_APPLY_RELOC]

dlgetfileinfo() への呼び出しを解決する際に、再配置の適用に失敗した場合

[RTLD_ERR_SIGINHIBIT_FAILED]

dlgetfileinfo() の開始時に siginhibit の呼び出しが失敗した場合

[RTLD_ERR_SIGENABLE_FAILED]

dlgetfileinfo() の終了時に sigenable の呼び出しが失敗した場合

[RTLD_ERR_BAD_ABI1]

64 ビットプログラムが 32 ビット共有ライブラリを発見したことによる ABI 不整合の場合

[RTLD_ERR_BAD_ABI2]

32 ビットプログラムが 64 ビット共有ライブラリを発見したことによる ABI 不整合の場合

[RTLD_ERR_BAD_DLL_MAGIC_NUM]

マジック番号の誤りによりライブラリが無効な場合

[RTLD_ERR_BAD_DLL_BAD_MACHINE]

マシンタイプの誤りによりライブラリが無効な場合

[RTLD_ERR_BAD_DLL_BAD_OBJFILE]

オブジェクトファイルタイプの誤りによりライブラリが無効な場合

[RTLD_ERR_SETCANCELSTATE_FAILED]

dlgetfileinfo() の開始または終了時に __thread_setcancelstate が失敗した場合

[RTLD_ERR_DLGETFILEINFO_MTEXT]

ライブラリにテキストセグメントが複数あるためにファイル情報を返せない場合

[RTLD_ERR_DLGETFILEINFO_MDATA]

ライブラリにデータセグメントが複数あるためにファイル情報を返せない場合

[RTLD_ERR_INV_DLGETFILEINFO_ARGUMENT]

dlgetfileinfo() 呼び出しの引き数が無効な場合

[RTLD_ERR_DLGETFILEINFO_IO]

ファイル情報の読み取り中に I/O エラーが発生した場合

参照
dlerrno(3C), dlerror(3C), dlopen(3C), dlopene(3C), dlsetlibpath(3C)

テキストとチュートリアル
『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)
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『HP-UX リンカー & ライブラリーユーザーズガイド』
(入手方法については、 manuals(5) を参照)
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名称
dlgetmodinfo() − ロードされているモジュール (プログラムまたは共有ライブラリ) に関する情報の取り出し

構文
cc [flag... ] file ... -ldl [library] ...

#include <dlfcn.h>

uint64_t dlgetmodinfo(int index,

struct load_module_desc *desc,

size_t desc_size,

void *(*read_tgt_mem)(void* buffer,

uint64_t ptr,

size_t bufsiz,

int ident),

int ident_parm,

uint64_t load_map_parm);

マルチスレッド使用法
libdl.sl はスレッドセーフですが、libxpdl.sl はスレッドセーフではありません。

説明
dlgetmodinfo() は、ユーザーがダイナミックリンク機能を直接使用できるようにする一連のルーチンの１
つです。dlgetmodinfo() は、ダイナミックローダーの検索リスト内のロードモジュールの位置を指定する
index を使って、そのロードモジュールに関する情報を取り出します。dlget() と異なり、dlgetmod-

info() は、他のプロセスのロードモジュールに関する情報を取り出すことができます。index が -1 の場
合、ダイナミックローダーに関する情報を取り出します。index が -2 の場合、プログラムファイルそのもの
に関する情報を取り出します。dlgetmodinfo() ルーチンは、見つかったロードモジュールの情報を
load_module_desc に格納します。

desc、desc_size、read_tgt_mem、ident_parm および load_map_parm パラメータは dlmodinfo() のパラ
メータと同じです。dlmodinfo(3C) を参照してください。

戻り値
正常終了時には、dlgetmodinfo() は dlopen() の戻り値によって定義された共有ライブラリのハンドル
を返します。その他の場合には、NULL を返します。戻り値は、uint64_t 型に変換されます。

エラー
dlgetmodinfo() が失敗した直後に dlerrno() を呼び出すと、以下の値のいずれかが返されます。

[RTLD_ERR_CANT_APPLY_RELOC] ライブラリ内で再配置を適用できない場合

[RTLD_ERR_INV_ADDRESS] アドレスが無効な場合

[RTLD_ERR_INV_BUFFER_ARGUMENT] 記述子引き数が無効な場合

400 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



dlgetmodinfo(3C) dlgetmodinfo(3C)

[RTLD_ERR_INV_DESC_VERSION] 記述子のバージョンが無効な場合

[RTLD_ERR_INV_LIB_INDEX] ロードモジュールのインデックスが無効な場合

[RTLD_ERR_NO_MEMORY] メモリーが不足している場合

[RTLD_ERR_READ_TGT_MEM_FAILED] read_tgt_mem がターゲットメモリーの読み取りに
失敗した場合

[RTLD_ERR_SETCANCELSTATE_FAILED] dlgetmodinfo() の 開 始 ま た は 終 了 時 に
__thread_setcancelstate が失敗した場合

[RTLD_ERR_SIGENABLE_FAILED] dlgetmodinfo() の終了時に sigenable が失敗
した場合

[RTLD_ERR_SIGINHIBIT_FAILED] dlgetmodinfo() の開始時に siginhibit が失敗
した場合

著者
dlgetmodinfo() は、HP で開発されました。

参照
システムツール

exec(2) システムローダー
ld(1) リンクエディターを呼び出す

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
dlclose(3C) dlopen() により以前にロードされた共有ライブラリをアンロードする
dlerror(3C) dld により最後に記録されたエラーメッセージを返す
dlerrno(3C) dld が記録した最新のエラーのエラーコードを返す
dlget(3C) ロードモジュール情報を返す
dlgetname(3C) ロードモジュールが格納されている記憶領域の名前を返す
dlopen(3C) 共有ライブラリをロードする
dlsym(3C) 共有ライブラリ内のシンボルのアドレスを取得する
dlmodinfo(3C) ロードモジュール (プログラムまたは共有ライブラリ) の情報を取り出す

テキストとチュートリアル
『HP-UX リンカー & ライブラリオンラインユーザーズガイド』

(ld(1) の +help オプションを参照)

『HP-UX リンカー & ライブラリユーザーズガイド』
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ELF アプリケーション専用

名称
dlgetname() − ロードモジュール記述子が割り当てられているロードモジュールの名前を取得する

構文
cc [flag]... file... -ldl [library]...

#include <dlfcn.h>

char *dlgetname(struct load_module_desc *desc,

size_t desc_size,

void *(*read_tgt_mem)(void* buffer,

unsigned long long ptr,

size_t bufsiz,

int ident),

int ident_parm,

unsigned long long load_map_parm);

マルチスレッド使用法
このルーチンはスレッドセーフです。

説明
dlgetname() は、ユーザーがダイナミックリンク機能を直接使用できるようにする一連のルーチンの１つで
す。dlgetname() は、desc で表すロードモジュールのパス名を返します。read_tgt_mem、ident_parm、
および load_map_parm パラメータは、dlmodinfo() のそれぞれのパラメータと同じです。dlmodinfo(3C)

を参照してください。

dlgetname() の呼び出し元は、戻り値が破壊されないように、これをコピーしなければなりません。

戻り値
desc がロードされたモジュールを表していない場合、NULL を返します。より詳細な診断情報は、dler-

ror() で入手できます。

エラー
dlgetname() が失敗した直後に dlerrno を呼び出すと、以下の値のいずれかが返されます。

[RTLD_ERR_CANT_APPLY_RELOC] ライブラリ内で再配置を適用できない場合

[RTLD_ERR_NO_MEMORY] メモリーが不足している場合

[RTLD_ERR_READ_TGT_MEM_FAILED] read_tgt_mem がターゲットメモリーの読み取りに
失敗した場合

[RTLD_ERR_SETCANCELSTATE_FAILED] dlgetname() の 開 始 ま た は 終 了 時 に
__thread_setcancelstate が失敗した場合

[RTLD_ERR_SIGENABLE_FAILED] dlgetname() の終了時に sigenable が失敗した
場合
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ELF アプリケーション専用

[RTLD_ERR_SIGINHIBIT_FAILED] dlgetname() の開始時に siginhibit が失敗した
場合

著者
dlgetname() は、HP で開発されました。

参照
システムツール

exec(2) システムローダー
ld(1) リンクエディターの呼び出し

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
dlclose(3C) dlopen() により以前にロードされた共有ライブラリをアンロードする
dlerror(3C) dld が記録した最新のエラーメッセージを返す
dlerrno(3C) dld が記録した最新のエラーのエラーコードを返す
dlget(3C) ロードされているモジュールに関する情報を返す
dlmodinfo(3C) ロードされているモジュールに関する情報を返す
dlopen(3C) 共有ライブラリをロードする
dlsym(3C) 共有ライブラリ内のシンボルのアドレスを取得する

テキストとチュートリアル
『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
dlmodadd() − 動的に生成された関数に関する情報の登録

構文
cc [flag]... file... -ldl [library]...

#include <dlfcn.h>

void* dlmodadd(void* associate_handle,

void *func_start,

size_t func_size,

void *linkage_ptr,

void *unwind_info);

マルチスレッド使用法
このルーチンはスレッドセーフです。

説明
dlmodadd() は、動的に生成された関数に関する情報を登録します。その登録情報は dlmodinfo() を使っ
て取り出すことができます。dlmodremove() インタフェースを使うと、登録された情報を削除できます。

associate_handle は、新しい関数と関連する既存モジュールのモジュールハンドルです。新しい関数からダイ
ナミックローダーが呼び出された場合、関連するモジュールから呼び出されたかのように動作します。このハ
ンドルは、dlopen() または dlget() から返されたハンドルである必要があります。

func_start は、関数に対して生成されたマシンコードの開始アドレスです。関数記述子のアドレスではありま
せん。

func_size は、生成されたマシンコードの大きさ (バイト単位) です。

linkage_ptr は、関数に対して使用する gp (グローバルポインター) 値です。関連するモジュールの gp とする
ことができます。少なくともアンワインド情報のパーソナリティルーチンポインターに従う必要があるため、
生成されたコードが実際に gp を使わなくても、有効な値を指定する必要があります。

unwind_info は、関数のアンワインド情報ブロックの開始位置を示すポインターです。アンワインド情報ブ
ロックは、Itaniumベースシステムの『ソフトウェア規約およびランタイム・アーキテクチャ・ガイド』に記
述されているように、ヘッダーワード、アンワインド記述子、パーソナリティルーチンポインター、および言
語固有のデータを含みます。

動的に生成された関数に関する情報を登録するために、dlmodadd() が呼び出されると、ダイナミックロー
ダーは関数のアンワインドヘッダーと単一エントリーのアンワインドテーブルを作成します。アンワインド
ヘッダーは、動的に生成された関数が占めるアドレス範囲と結び付けられています。dlmodadd() ルーチン
は、新しく追加された関数の識別情報としてハンドルを返します。dlmodadd() が返すハンドルは
dlopen() および dlget() が返すハンドルと同じ名前空間を共有しますが、dlclose() または dlsym()

の呼び出しでは使うことはできません。dlmodinfo() が dlmodadd() で登録された関数に属す ip_value

を使って呼び出された場合、dlmodinfo() は dlmodadd() 呼び出し時に指定した associate_handle を返
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します。ライブラリを dlclose() でアンロードした場合、そのライブラリに関連する、動的に生成されたす
べての関数のアンワインド情報もアンロードされ削除されます

戻り値
正常終了時には、dlmodadd() は新しく追加された関数の識別子としてハンドルを返します。その他の場合
には、NULL を返します。

エラー
dlmodadd() が失敗した直後に dlerrno() を呼び出すと、以下の値のいずれかが返されます。

[RTLD_ERR_NO_MEMORY] メモリーが不足している場合

[RTLD_ERR_CANT_APPLY_RELOC] ライブラリ内で再配置を適用できない場合

[RTLD_ERR_SIGINHIBIT_FAILED] dlmodadd() の開始時に siginhibit が失敗し
た場合

[RTLD_ERR_SIGENABLE_FAILED] dlmodadd() の終了時に sigenable が失敗し
た場合

[RTLD_ERR_INV_DLMODADD_ARGUMENT] dlmodadd() の引き数が無効な場合

[RTLD_ERR_SETCANCELSTATE_FAILED] dlmodadd() の 開 始 ま た は 終 了 時 に
__thread_setcancelstate が失敗した場合

著者
dlmodadd() は、HP で開発されました。

参照
ld(1), dlclose(3C), dlerrno(3C), dlerror(3C), dlget(3C), dlmodremove(3C), dlopen(3C), dlsym(3C), a.out(4),

dld.so(5)

テキストと入門書
『HP-UX リンカー & ライブラリオンラインユーザーズガイド』

(ld(1) の +help オプションを参照)

『HP-UX リンカー & ライブラリユーザーズガイド』
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ELF アプリケーション専用

名称
dlmodinfo() − ロードされているモジュール (プログラムまたは共有ライブラリ) に関する情報を取得する

構文
cc [flag]... file... -ldl [library]...

#include <dlfcn.h>

uint64_t dlmodinfo(uint64_t ip_value,

struct load_module_desc *desc,

size_t desc_size,

void *(*read_tgt_mem)(void* buffer,

uint64_t ptr,

size_t bufsiz,

int ident),

int ident_parm,

uint64_t load_map_parm);

マルチスレッド使用法
libdl.sl はスレッドセーフですが、libxpdl.sl はスレッドセーフではありません。

説明
dlmodinfo() は、ユーザーがダイナミックリンク機能を直接使用できるようにする一連のルーチンの１つで
す。dlmodinfo() は、ロードされているモジュールに関する情報を指定されたアドレス値から取り出しま
す。dlmodinfo() は、現在ロードされているすべてのロードモジュールを検索して、指定されたアドレス値
が含まれているアドレス範囲 (ロードされた全セグメントのアドレス範囲) をもつロードモジュールを探しま
す。dlmodinfo() ルーチンは、一致するロードモジュールからの情報を load_module_desc に書き込みま
す。

ip_value は、要求されたライブラリの指示ポインター値です。この値が NULL の場合、desc は、dld 自体の
モジュール情報を含みます。desc は、ユーザープログラムによって割り当てられているメモリーのバッファー
です。ダイナミックローダーはこのバッファーにモジュール情報を書き込みます。desc_size は、desc バッ
ファーのサイズをバイト数で表したものです。read_tgt_mem は、dlmodinfo() が必要な情報を取得するた
めに使用する関数を指すポインターです。この値が NULL の場合、ダイナミックローダーは、固有の内部
データ構造を使用して、現在のロードモジュールを探すので、次の２つのパラメータは無視されます。

ident_parm ４番目のパラメータを read_tgt_mem に引き渡すためにだけ使用されます。

load_map_parm read_tgt_mem を介して呼び出す場合にだけ使用されます。この中には、ロード
マップの開始アドレスが入っています。

その他の場合、以下のパラメータを指定すると、検索中に関数のポインターを使用してメモリーを読み込むこ
とができます。
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buffer dlmodinfo() によって与えられる、データの読み込み先のバッファー

ptr データの読み込み元の、仮想メモリーアドレス

bufsiz バッファーサイズ (バイト数)

ident dlmodinfo() の ident_parm パラメータの値

正常終了すると、read_tgt_mem は、バッファーパラメータの値を返します。それ以外の場合は、NULL を返
します。read_tgt_mem によって、dlmodinfo() はあるプロセスの代わりに別のプロセス内でロードモ
ジュールを探すことができます。呼び出し元のプロセスは、dlmodinfo() が存在するプロセスのアドレス空
間から異なるプロセスのアドレス空間にメモリーを読み込むために、read_tgt_mem を介してコールバックを
渡します。read_tgt_mem からの ip_value、load_map_parm、および ptr は、別のプロセス内のオブジェク
トへのポインターである可能性があります。たとえば、32 ビットプログラムが 64 ビットプログラムに関して
調べたい場合、ip_value および load_map_parm は 64 ビット値でなければなりません。32 ビットポイン
ターは、ip_value または load_map_parm パラメータに引き渡されるときに、ユーザープログラムによって
64 ビットに型変換されなければなりません。

呼び出し元のプロセスは、read_tgt_mem によって記録されたコールバックを付けて dlmodinfo() を呼びだ
す場合、目標のプロセスのロードマップの開始アドレスを dlmodinfo() への load_map_parm パラメータ
に指定しなければなりません。これは、目標のプログラムファイル内の DT_HP_LOAD_MAP ダイナミック
テーブルエントリーを使用することによって、取得することができます。

複数のプロセスでロードモジュール操作を実行する方法の１つとして、dlmodinfo() での ttrace() 関数
の呼び出しがあります。

戻り値
dlmodinfo() は、正常終了すると、dlopen() からの戻り値により定義された共有ライブラリのハンドル
を返します。それ以外の場合は、NULL を返します。戻り値は、uint64_t に型変換されます。

エラー
dlmodinfo() が失敗した直後に dlerrno() を呼び出すと、以下の値のいずれかが返されます。

[RTLD_ERR_CANT_APPLY_RELOC] ライブラリ内で再配置を適用できない場合

[RTLD_ERR_INV_ADDRESS] アドレスが無効な場合

[RTLD_ERR_INV_BUFFER_ARGUMENT] 記述子引き数が無効な場合

[RTLD_ERR_INV_DESC_VERSION] 記述子のバージョンが無効な場合

[RTLD_ERR_NO_MEMORY] メモリーが不足している場合

[RTLD_ERR_READ_TGT_MEM_FAILED] read_tgt_mem がターゲットメモリーの読み取りに
失敗した場合

[RTLD_ERR_SETCANCELSTATE_FAILED] dlmodinfo() の 開 始 ま た は 終 了 時 に
__thread_setcancelstate が失敗した場合
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[RTLD_ERR_SIGENABLE_FAILED] dlmodinfo() の終了時に sigenable が失敗した
場合

[RTLD_ERR_SIGINHIBIT_FAILED] dlmodinfo() の開始時に siginhibit が失敗した
場合

著者
dlmodinfo() は、HP で開発されました。

参照
システムツール

exec(2) システムローダー
ld(1) リンクエディターの呼び出し

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
dlclose(3C) dlopen() により以前にロードされた共有ライブラリをアンロードする
dlerror(3C) dld が記録した最新のエラーメッセージを返す
dlerrno(3C) dld が記録した最新のエラーのエラーコードを返す
dlget(3C) ロードされているモジュールに関する情報を返す
dlgetname(3C) ロードモジュールが入っている記憶装置の名前を返す
dlopen(3C) 共有ライブラリをロードする
dlsym(3C) 共有ライブラリ内のシンボルのアドレスを取得する

テキストとチュートリアル
『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
dlmodremove() − dlmodadd を使って登録された情報の削除

構文
cc [flag]... file... -ldl [library]...

#include <dlfcn.h>

int dlmodremove(void* handle);

マルチスレッド使用法
このルーチンはスレッドセーフです。

説明
dlmodremove() は、動的に生成された各関数の登録情報を削除します。

handle は、dlmodadd() が返したハンドルである必要があります。

dlmodremove() は、指定された関数の登録情報を削除し、dlmodadd() が作成したアンワインドヘッダー
やアンワインドテーブルによって使われていた領域を解放します。ユーザーによって割り当てられたアンワイ
ンド情報ブロックや生成されたコードで使われていた領域は解放しません。これらは、ユーザーが解放しなけ
ればなりません。

戻り値
dlmodremove() ルーチンは、正常終了時には 0 を返します。handle が有効なハンドルでない場合、
dlmodremove() ルーチンは０以外の値を返します。

エラー
dlmodremove() が失敗した直後に dlerrno() を呼び出すと、以下の値のいずれかが返されます。

[RTLD_ERR_CANT_APPLY_RELOC] ライブラリ内で再配置を適用できない場合

[RTLD_ERR_INV_HANDLE] handle が無効な場合

[RTLD_ERR_NO_MEMORY] メモリーが不足している場合

[RTLD_ERR_SETCANCELSTATE_FAILED] dlmodremove() の 開 始 ま た は 終 了 時 に
__thread_setcancelstate が失敗した場合

[RTLD_ERR_SIGENABLE_FAILED] dlmodremove() の終了時に sigenable が失敗し
た場合

[RTLD_ERR_SIGINHIBIT_FAILED] dlmodremove() の開始時に siginhibit が失敗
した場合

著者
dlmodremove() は、HP で開発されました。
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参照
ld(1), dlerrno(3C), dlerror(3C), dlmodadd(3C), a.out(4), dld.so(5)

テキストとチュートリアル
『HP-UX リンカー & ライブラリオンラインユーザーズガイド』

(ld(1) の +help オプションを参照)

『HP-UX リンカー & ライブラリユーザーズガイド』
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名称
dlopen() − 共有ライブラリのオープン

構文
特記事項

Itanium®ベース システムでは dlopen_ia(3C) を、PA-RISC システムでは dlopen_pa(3C) をそれぞれ参照し
てください。

ご使用のシステムがどちらのアーキテクチャなのかを判別するには uname コマンドを使用します。 uname

-m の出力が ia64 であれば Itaniumベースシステムで、それ以外の値であれば PA-RISC システムです。

参照
dlopen_ia(3C), dlopen_pa(3C), uname(1)
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名称
dlopen_ia: dlopen(), dlopene() − Integrity システム上の共有ライブラリをオープンする

構文
コマンド: cc [flag]... cfile... -ldl [library]...

#include <dlfcn.h>

void *dlopen(const char *file, int mode);

void *dlopene(const char *file, int mode, struct dlopen_opts *opts);

特記事項
このマンページは Integrity システム用の dlopen() について説明します。HP 9000 システム用の
dlopen() は dlopen_pa(3C) を参照してください。

マルチスレッド使用法
これらのルーチンは、スレッドセーフです。

注記: ダイナミックローダー dld.so は、再帰的 pthread mutex ロックを使用するマルチスレッドアプリ
ケーションでは、共有ライブラリのロードとアンロードを順次処理します。詳細は、『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』を参照してください。

説明
dlopen() と dlopene() は、ユーザーがダイナミックリンク機能を直接使用できるようにする一連のルー
チンのメンバーです (コンパイラまたは ld のコマンド行で −ldl オプションを指定する)。

dlopen() は、file によって指定される共有オブジェクトを実行中のプロセスから使用できるようにします。
共有オブジェクトが、正しく実行するために「必要な」他のオブジェクトを指定する可能性があります。この
ような従属関係は、元のオブジェクトの .dynamic セクション内の DT_NEEDED エントリーによって指定さ
れます。必要なオブジェクトが、それぞれ、さらに別の必要なオブジェクトを指定する可能性があります。
dlopen() を呼び出した結果、元のオブジェクトとともに、このようなオブジェクトがすべてロードされま
す。

dlopene() は、dlopen() の拡張であり、呼び出し元では、ライブラリが動的にロードされる際の共有ラ
イブラリのテキストセグメントとデータセグメントの配置を明示的に指定することができます。

dlopen() や dlopene() の呼び出しに成功すると、プロセスには、そのプロセスがその後 dlsym() およ
び dlclose() を呼び出す際に使用できる handle が返されます。どんな方法であろうとも、この値がそのプ
ロセスによって解釈されることはありません。

file は、オブジェクトファイルへのパス名を作成するために使用されます。file にスラッシュ文字が含まれてい
る場合、その file 引き数そのものがパス名として使用されます。それ以外の場合、dlopen() は file を探し
て一連のディレクトリを以下の順序で検索します。

• dlsetlibpath() を呼び出すことで設定される動的パスによって指定されるディレクトリ。
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• 環境変数 LD_LIBRARY_PATH によって指定されるディレクトリ。

• SHLIB_PATH によって指定されるディレクトリ。

• 元のプログラムオブジェクトの .dynamic セクション内の DT_RPATH エントリーによって指定される
ディレクトリ。

• 32 ビットモードではディレクトリ /usr/lib/hpux32、 64 ビットモードではディレクトリ
/usr/lib/hpux64。

• 現在の作業ディレクトリ。

file の値が 0 の場合、dlopen() は、「グローバルシンボル オブジェクト」上に handle を与えます。この
オブジェクトは、オリジナルの a.out、a.out とともにプログラムの起動時にロードされたすべてのオブ
ジェクト、および RTLD_GLOBAL フラグを指定した dlopen() 操作を使用してロードされるすべてのオブ
ジェクトの順に構成されるオブジェクトのセットからのシンボルへのアクセスを提供します。この中の最後の
オブジェクトのセットは実行中に変化する可能性があるので、handle により指定されるセットも動的に変化
する可能性があります。

あるオブジェクトファイルに関して dlopen() を複数回実行した場合でも、また、異なるパス名を使用して
オブジェクトファイルを参照した場合でも、アドレス空間に入るオブジェクトファイルのコピーは１つだけで
す。

共有オブジェクトは、あるプロセスのアドレス空間に入った場合、そのオブジェクトをロードするまではアド
レスが分からないシンボルへの参照を含む可能性があります。これらの参照を再配置してからでなければ、そ
のシンボルをアクセスすることはできません。mode パラメータは、これらの再配置の時期を管理するもの
で、次の値を指定することができます。

RTLD_TEXT_PRIVATE

この mode では、ロードされる共有ライブラリのテキストセグメントがプライベートに
マッピングされます。このモードは、デバッグの際に役に立ちます。

RTLD_LAZY この mode では、オブジェクトがロードされたときに、データシンボルへの参照だけが
再配置されます。関数への参照は、その関数が最初に呼び出されるまで再配置されませ
ん。この mode は、指定した共有オブジェクト内のすべての関数を参照するわけではな
いので、より効果的なパフォーマンスを達成することになります。

RTLD_NOW この mode では、オブジェクトが最初にロードされたときに、必要なすべての再配置が
実行されます。これは、参照されることのない関数に対して再配置が行われる場合、無
駄な処理になる可能性がありますが、実行中に参照されるすべてのシンボルが使用可能
であることを、オブジェクトをロードしたらすぐに知る必要のあるアプリケーションに
とって有効です。

dlopen() によりロードされるオブジェクトがグローバルシンボルに対して再配置を要求する場合、それらの
オブジェクトは、オリジナルの a.out、プログラムの起動時に、同じ dlopen() の呼び出しでロードされる
すべてのオブジェクト、すべての dlopen() の呼び出しでロードされるすべてのオブジェクト
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(RTLD_GLOBAL フラグを指定した場合) のシンボルを参照することができます。dlopen() の呼び出しによ
りロードされるシンボルの表示範囲を決めるには、mode パラメータと次の値とのビット単位の OR (論理和)

をとる必要があります。

RTLD_GLOBAL オブジェクトのシンボルは、他のすべてのオブジェクトの再配置処理に使用可能になり
ます。さらに、 dlopen(0,mode) および関連する dlsym() を使用したシンボルの
検索により、RTLD_GLOBAL によりロードされたオブジェクトを検索することができま
す。

RTLD_LOCAL オブジェクトのシンボルは、同じ dlopen() 呼び出しの中でロードされたオブジェク
トだけを対象とした再配置処理に使用可能になります。

RTLD_GLOBAL および RTLD_LOCAL のどちらも指定しないと、デフォルトは RTLD_LOCAL になります。

複数の dlopen() の呼び出しで file が指定されると、mode は呼び出しのたびに解釈されます。ただし、
RTLD_NOW を指定すると、すべての再配置が完了し、それ以降のすべての RTLD_NOW 操作については冗長で
あると解釈され、それ以降のすべての RTLD_LAZY 操作については不適切であると解釈されることに注意して
ください。

同様に、RTLD_GLOBAL を指定すると、そのオブジェクトがアドレス空間に残っている限り、以前または以後
の RTLD_LOCAL の指定に関係なく、オブジェクトは RTLD_GLOBAL ステータスを維持することに注意して
ください (dlclose(3C) を参照)。

dlopen() の呼び出しによりロードされるオブジェクトの再配置処理に使用できるシンボルのスコープを決め
るには、mode パラメータと以下の値のいずれかとのビット単位の OR (論理和) をとる必要があります。

RTLD_GROUP この mode では、指定されたオブジェクトとその依存対象は、-B group で構築され
たかのように動作します (ld(1) を参照)。同じ dlopen() の呼び出しでロードされたオ
ブジェクトのシンボルのみが、再配置に使用できます。これにより、すべての再配置
が、同じ dlopen() の呼び出しによるシンボル定義を使って確実に満たされます。

RTLD_WORLD この mode では、グローバルオブジェクトのシンボルと、そのオブジェクト自身のシン
ボルのみが、再配置処理に使用できます。dlopen() の呼び出しの一環としてロードさ
れた他のオブジェクトのシンボル定義は、使用されません。このフラグは、-B group

で構築されたオブジェクトには影響を与えません (ld(1) を参照)。

RTLD_PARENT この mode では、dlopen() を呼び出したオブジェクトのシンボルも、再配置に使用
できます。

dlopen() のデフォルトのモードは、RTLD_WORLD|RTLD_GROUP です。同じオブジェクトが別のモードで
ロードされると、これらのフラグは OR (論理和) がとられます。

以下のフラグは、再配置処理には影響を与えませんが、それ以外の機能があります。

RTLD_NODELETE この mode では、指定したオブジェクトとその依存対象は、-B nodelete で構築され
た場合と同じように動作します (ld(1) を参照)。dlclose() または shl_load() を
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使って明示的にアンロードすると、プロセスから共有ライブラリを切り離さず、何も表
示しないで正常終了します。その後、共有ライブラリのハンドルは、shl_findsym()

に対してのみ有効になります。このハンドルは、次に shl_load() または
dlclose() を用いて明示的にロードするまで、 dlsym() 、 dlclose() 、
shl_unload() に対しては無効になります。

RTLD_NOLOAD この mode では、指定したオブジェクトはプロセスのアドレス空間にはロードされませ
んが、プロセスのアドレス空間内にオブジェクトがすでに存在する場合、有効なハンド
ルが返されます。指定したオブジェクトが存在していない場合は、エラーが返されま
す。RTLD_NOLOAD は、既存のオブジェクトに関する存在の照会、またはモードのオー
バーライドに使用できます。

dlopen() の呼び出しによってプロセスに導入されたシンボルは、再配置処理に使用することができます。こ
のようにして導入されたシンボルは、プログラムまたは以前の dlopen() 操作によってすでに定義されてい
るシンボルと重複する可能性があります。このようなあいまいな状況を解決するために、シンボルの決定順序
に基づいて、シンボル定義へのシンボルの参照を決定します。

ロード順および従属順という２つの決定順序が定義されています。

ロード順は、定義を含むオブジェクトがロードされた時間的な順序を使用してシンボル定義間の順序を作成し
ます。つまり、最初にロードされた定義は後で追加された定義よりも高い優先順位を持ちます。ロード順は、
再配置処理に使用されます。

従属順を指定した場合は、オブジェクトの従属関係に基づいてシンボル定義が参照されます。指定したオブ
ジェクトから始まり、その後にそのオブジェクトのすべての従属オブジェクト、さらにそれらの従属オブジェ
クトのすべての従属オブジェクトと続き、すべての従属関係が満足されるまで繰り返していきます。file の値
が 0 の場合の dlopen() 操作によって得られるグローバルシンボル オブジェクトは例外ですが、従属順
は、dlsym() 関数によって使用されます。ロード順は、グローバルシンボル オブジェクトを対象とした
dlsym() 操作で使用されます。

あるオブジェクトを最初に dlopen() によってアクセス可能にすると、そのオブジェクトおよびその従属オ
ブジェクトは従属順で追加されます。すべてのオブジェクトが追加されてしまうと、再配置はロード順を使用
して実行されます。あるオブジェクトおよびその従属オブジェクトが、前の dlopen() の呼び出しによっ
て、または起動時にロードされている場合、ロード順および従属順により異なる決定が生じる可能性があるこ
とに注意してください。

dlopen() 操作により導入され、dlsym() を介して使用可能となるシンボルは、グローバルな範囲のシンボ
ルとして、そのオブジェクトにより「エクスポートされる」シンボルです。共有オブジェクトの場合、通常こ
のようなシンボルは、たとえば C ソースコード内で extern リンケージを持つように指定されています。
a.out の場合、通常、外部に表示可能なシンボルのサブセット、つまり、特に a.out がリンクされている
共有オブジェクトにより参照されるシンボルだけがエクスポートされます。

共有オブジェクトまたは a.out によってエクスポートされるシンボルのセットは、リンカーを使用して制御
することができます (ld(1) を参照してください)。
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dlopen_opts 構造体には以下のメンバーがあります。

struct dlopen_opts {

long flags;

char* text_addr;

char* data_addr;

};

flags はロードオプションであり、以下の値の論理和として定義されます。

RTLD_EXT_TEXT_ADDR 共有ライブラリのテキストセグメントのベースアドレスを明示的に指定す
ることを示します。

RTLD_EXT_DATA_ADDR 共有ライブラリのプライベートデータセグメントのベースアドレスを明示
的に指定することを示します。

RTLD_EXT_DATA_NO_ZERO_FILL

このフラグを設定すると、dlopene() は、データセグメントの bss 部を
ゼロクリアしません。大きな bss セクションのあるライブラリでは、この
フラグを設定することでロード時間を短縮できます。このフラグは、
RTLD_EXT_DATA_ADDR を設定している場合にのみ有効です。

ダイナミックローダーは、flags フィールドで指定されたアドレスフィールドにのみアクセスします。

text_addr には、共有ライブラリのテキストセグメントの明示的ベースアドレスを設定します。

data_addr には、共有ライブラリのデータセグメントの明示的ベースアドレスを設定します。

text_addr と data_addr の内容はどちらも、16 バイトの境界に合っていなければなりません。

呼び出し元は、dlgetfileinfo() を呼び出して、ロードセグメントにメモリーを割り当てるために必要な
情報を取得することができます。

dlopene() の呼び出し元は、適切なパーミッションを持ったメモリーを割り当てる必要があります。

• text_addr に対して、READ、WRITE および EXECUTE (RWX) のパーミッション

• data_addr に対して、READ および WRITE (RW) のパーミッション

戻り値
file が発見できない、読み込みのためにオープンできない、共有オブジェクトでない場合、あるいは、file の
ロード中またはそのシンボリック参照の再配置の処理中にエラーが発生した場合、dlopen() は NULL を返
します。さらに詳細な診断情報については、dlerror() や dlerrno() により得ることができます。

エラー
dlopen() または dlopene() が失敗した直後に dlerrno() を呼び出すと、以下の値のいずれかが返され
ます。
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[RTLD_ERR_ARCH_EXT_NO T_SUPPORTED]

必要な拡張をハードウェアが備えていないため、ライブラリをロードできな
かった場合

[RTLD_ERR_BAD_ABI1] 64 ビットプログラムが 32 ビット共有ライブラリを見つけた場合

[RTLD_ERR_BAD_ABI2] 32 ビットプログラムが 64 ビット共有ライブラリを見つけた場合

[RTLD_ERR_BAD_DLL] ライブラリが無効な場合

[RTLD_ERR_BAD_DLL_ALIGNMENT]

ライブラリが無効な場合 (整列の誤り)

[RTLD_ERR_BAD_DLL_BAD_MACHINE]

ライブラリが無効な場合 (マシンタイプの誤り).

[RTLD_ERR_BAD_DLL_BAD_OBJFILE]

ライブラリが無効な場合 (オブジェクトファイルタイプの誤り)

[RTLD_ERR_BAD_DLL_BAD_PHDR]

ライブラリが無効な場合 (プログラムヘッダーの欠落)

[RTLD_ERR_BAD_DLL_MAGIC_NUM]

ライブラリが無効な場合 (マジック番号の誤り)

[RTLD_ERR_BAD_DLL_NO_SYMTAB]

ライブラリが無効な場合 (シンボルテープルの欠落)

[RTLD_ERR_BAD_DLL_SEGMENT_COUNT]

データセグメントが複数あるためライブラリに必要な固定の共有アドレスが
使えなかった場合

[RTLD_ERR_BAD_ELF_VER] ライブラリの ELF バージョンが認識不能な場合

[RTLD_ERR_BAD_RELOC] 再配置タイプが認識不能な場合

[RTLD_ERR_CANT_APPLY_RELOC]

ライブラリ内で再配置を適用できない場合

[RTLD_ERR_CODE_UNSAT] ライブラリに未解決のコードシンボルがある場合

[RTLD_ERR_DATA_UNSAT] ライブラリに未解決のデータシンボルがある場合

[RTLD_ERR_DLDD_COMM_FAILURE]

ライブラリに必要な固定の共有アドレスを dldd から取得できなかった場合

[RTLD_ERR_DLOPEN_BAD_FLAGS]

dlopen() のフラグが無効な場合
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[RTLD_ERR_DLOPEN_TLS_LIB]

ライブラリに TLS データが含まれているため、ライブラリを dlopen() で
きない場合

[RTLD_ERR_DLOPENE_BAD_ADDR]

セグメントのロードアドレスが無効な場合 (dlopene() のみ)

[RTLD_ERR_DLOPENE_NO_EXEC_PERM]

共有ライブラリに実行パーミッションがない場合 (dlopene() のみ)

[RTLD_ERR_DYN_FILTER_STLS_REF]

ライブラリに、動的にロードされるライブラリで定義されているシンボルへ
の静的な TLS 参照が含まれている場合

[RTLD_ERR_FILTER_TLS] フィルター処理されたライブラリをオープンできない場合 (TLS サイズが、
フィルター内に記録されているサイズを超過)

[RTLD_ERR_INTERNAL_ERROR]

dld 内で内部エラーを検出した場合

[RTLD_ERR_IO] ライブラリのマッピングで I/O エラーが発生した場合

[RTLD_ERR_LIB_OPEN] ライブラリが見つからない場合

[RTLD_ERR_MMAP_FAILED] ライブラリに対する mmap() が失敗した場合

[RTLD_ERR_MPRO TECT_FAILED]

ライブラリで mprotect() が失敗した場合

[RTLD_ERR_NO_MEMORY] メモリーが足りない場合

[RTLD_ERR_NOMMAP_FAILED]

ライブラリのロード中にエラーが発生した場合 (dlopene() のみ)

[RTLD_ERR_NON_TLS_RELOC_T O_TLS_SYM]

スレッド固有でない再配置が TLS シンボルを参照している場合

[RTLD_ERR_OPEN] ライブラリをオープンできない場合

[RTLD_ERR_PREALLOC_ADDR_NO T_USE]

固定アドレスを必要とするライブラリのマッピングに事前割り当てのアドレ
スを使えない場合 (dlopene() のみ)

[RTLD_ERR_SETCANCELSTATE_FAILED]

dld API の開始または終了時に __thread_setcancelstate が失敗した
場合
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[RTLD_ERR_SIGENABLE_FAILED]

dld API から出る際の sigenable が失敗した場合

[RTLD_ERR_SIGINHIBIT_FAILED]

dld API に入る際の siginhibit が失敗した場合

[RTLD_ERR_TPREL_NON_TLS_SYM]

非 TLS シンボルでの TPREL 再配置の場合

例
次の例では、dlopene() を使って、データセグメントアドレスを明示的に指定して共有ライブラリをロード
する方法を示します。分かりやすくするために、エラーのチェックは省略しています。

#include <dlfcn.h>

#include <sys/mman.h>

int main() {

struct dlfileinfo info;

void *handle;

struct dlopen_opts opts;

int status;

memset(&info, 0, sizeof(info));

memset(&opts, 0, sizeof(opts));

/* Get file info */

status = dlgetfileinfo("libfoo.so", sizeof(info), &info);

opts.flags = RTLD_EXT_DATA_ADDR;

/* allocate memory for the data segment */

opts.data_addr = (char*) mmap(0, info.data_size,

PROT_READ|PROT_WRITE,

MAP_SHARED|MAP_ANONYMOUS,

-1, 0);

/* call dlopene */

handle = dlopene("libfoo.so", RTLD_NOW|RTLD_GLOBAL, &opts);

/* Insert user code to use library */

/* close library */
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status = dlclose(handle);

/* free memory */

munmap(opts.data_addr, info.data_size);

}

警告
環境変数 LD_LIBRARY_PATH および SHLIB_PATH には、コロンで区切ったディレクトリのリストが PATH

変数 (sh(1) を参照) と同じ形式で入っていなければなりません。 LD_LIBRARY_PATH および SHLIB_PATH

は、プログラムの実ユーザー ID が実効ユーザー ID と異なっていたり、実グループ ID が実効グループ ID と
異なっている場合 (exec(2) を参照) には無視されます。

+compat オプションが指定されていると、依存ライブラリの検索中は、 LD_LIBRARY_PATH および +b の
各埋め込みパスは無視されます。

外部ライブラリに依存する共有ライブラリを作成するときには、注意が必要です。スレッドローカル記憶領域
(TLS) が含まれていて静的 TLS モデルを使っているライブラリは、依存対象として使用しないようにしてく
ださい。詳細は、dld.so(5) の 「スレッドローカル記憶領域」を参照してください。依存対象ライブラリに
TLS が含まれており、しかもそのライブラリが静的 TLS モードでビルドされている場合、プログラム起動時
にそのライブラリがロードされていない (つまり、実行可能プログラムにリンクされていない) と、ダイナミッ
クローダーはプログラムを正常にロードできません。+tls=dynamic コンパイラオプションを指定してライ
ブラリを再コンパイルすることで、このエラーは回避できます。

参照
cc(1), ld(1), sh(1), exec(2), dlclose(3C), dlerrno(3C), dlerror(3C), dlgetfileinfo(3C), dlsetlibpath(3C),

dlsym(3C)

テキストとチュートリアル
『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
dlopen_pa: dlopen(), dlopene() − HP 9000 上の共有ライブラリをオープンする: ロードアドレスを明示的に指
定して HP 9000 の 64ビット共有ライブラリをオープンする

構文
コマンド: cc [flag]... cfile... -ldl [library]...

#include <dlfcn.h>

void *dlopen(const char *file, int mode);

void *dlopene(const char *file, int mode, struct dlopen_opts *opts);

特記事項
このマンページは HP 9000 システム用の dlopen() について説明します。 Integrity システム用の
dlopen() は dlopen_ia(3C) を参照してください。

マルチスレッド使用法
これらのルーチンは、スレッドセーフです。

注記: ダイナミックローダー dld.sl は、再帰的 pthread mutex ロックを使用するマルチスレッドアプリ
ケーションでは、共有ライブラリのロードとアンロードを順次処理します。詳細は、『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』を参照してください。

説明
dlopen() と dlopene() は、ユーザーがダイナミックリンク機能を直接使用できるようにする一連のルー
チンのメンバーです。 (コンパイラまたは ld のコマンド行で −ldl オプションを指定する)。

dlopen() は、file によって指定される共有オブジェクトを実行中のプロセスから使用できるようにします。
共有オブジェクトが、正しく実行するために「必要な」他のオブジェクトを指定する可能性があります。この
ような従属関係は、元のオブジェクトの .dynamic セクション内の DT_NEEDED エントリーによって指定さ
れます。必要なオブジェクトが、それぞれ、さらに別の必要なオブジェクトを指定する可能性があります。
dlopen() を呼び出した結果、元のオブジェクトとともに、このようなオブジェクトがすべてロードされま
す。

dlopene() は、dlopen() の拡張であり、呼び出し元では、ライブラリが動的にロードされる際の共有ラ
イブラリのテキストセグメントとデータセグメントの配置を明示的に指定することができます。

dlopen() や dlopene() の呼び出しに成功すると、プロセスには、そのプロセスがその後 dlsym() およ
び dlclose() を呼び出す際に使用できる handle が返されます。どんな方法であろうとも、この値がそのプ
ロセスによって解釈されることはありません。

file は、オブジェクトファイルへのパス名を作成するために使用されます。file にスラッシュ文字が含まれてい
る場合、その file 引き数そのものがパス名として使用されます。それ以外の場合、dlopen() は file を探し
て一連のディレクトリを以下の順序で検索します。
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• dlsetlibpath() を呼び出すことで設定される動的パスによって指定されるディレクトリ。

• 環境変数 LD_LIBRARY_PATH によって指定されるディレクトリ。

• SHLIB_PATH によって指定されるディレクトリ。

• ELF アプリケーションの場合、元のプログラムオブジェクトの .dynamic セクション内の DT_RPATH

エントリーによって指定されるディレクトリ。

• 32ビットモードではディレクトリ /usr/lib と /usr/ccs/lib、64ビットモードではディレクトリ
/usr/lib/pa20_64 と /usr/ccs/lib/pa20_64。

• 現在の作業ディレクトリ。

SHLIB_PATH の使用は、静的です。つまり、ダイナミックローダー dld は、プログラムの起動時に環境変数
SHLIB_PATH の値を使用します。プログラムの実行時に SHLIB_PATH を変更しても、効果はありません。
dld_getenv() 関数により、この制限を取り除くことができます。 dld_getenv() を使うと、
SHLIB_PATH の値を変更し (putenv を使用)、dld_getenv() を呼び出して dld に現在の SHLIB_PATH

の値を読み取らせることができます。この新しい SHLIB_PATH の値は、その後のライブラリ検索で使うこと
ができます。

shl_load() や dlopen() を使って共有ライブラリをロードする際に、dld_getenv() を使うことができ
ます。前述のとおり、chatr +s enable オプションを使って、SHLIB_PATH による検索を有効にする必要
があります。shl_load() の場合は、DYNAMIC_PATH フラグを使う必要があります。

次の例では、dld_getenv() 関数の使い方を示します。

#include <stdio.h>

#include <dl.h>

main(int argc, char **argv) {

char * str;

shl_t shl;

void (*fptr)(void);

char *strpath[267];

sprintf(strpath, "%s%s", "SHLIB_PATH=", argv[1]);

putenv(strpath);

dld_getenv();

shl = shl_load("a.sl", BIND_IMMEDIATE | DYNAMIC_PATH, 0);

if(!shl) {

printf("shl_load failed\n");

exit(-1);

}
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}

file の値が 0 の場合、dlopen() は、「グローバルシンボルオブジェクト」上に handle を与えます。この
オブジェクトは、オリジナルの a.out、a.out とともにプログラムの起動時にロードされたすべてのオブ
ジェクト、および RTLD_GLOBAL フラグを指定した dlopen() 操作を使用してロードされるすべてのオブ
ジェクトの順に構成されるオブジェクトのセットからのシンボルへのアクセスを提供します。この中の最後の
オブジェクトのセットは実行中に変化する可能性があるので、handle により指定されるセットも動的に変化
する可能性があります。

あるオブジェクトファイルに関して dlopen() を複数回実行した場合でも、また、異なるパス名を使用して
オブジェクトファイルを参照した場合でも、アドレス空間に入るオブジェクトファイルのコピーは１つだけで
す。

共有オブジェクトは、あるプロセスのアドレス空間に入った場合、そのオブジェクトをロードするまではアド
レスが分からないシンボルへの参照を含む可能性があります。これらの参照を再配置してからでなければ、そ
のシンボルをアクセスすることはできません。mode パラメータは、これらの再配置の時期を管理するもの
で、次の値を指定することができます。

RTLD_TEXT_PRIVATE

この mode では、ロードされる共有ライブラリのテキストセグメントがプライベートに
マッピングされます。このモードは、デバッグの際に役に立ちます。

RTLD_LAZY この mode では、オブジェクトがロードされたときに、データシンボルへの参照だけが
再配置されます。関数への参照は、その関数が最初に呼び出されるまで再配置されませ
ん。この mode は、指定した共有オブジェクト内のすべての関数を参照するわけではな
いので、より効果的なパフォーマンスを達成することになります。

RTLD_NOW この mode では、オブジェクトが最初にロードされたときに、必要なすべての再配置が
実行されます。これは、参照されることのない関数に対して再配置が行われる場合、無
駄な処理になる可能性がありますが、実行中に参照されるすべてのシンボルが使用可能
であることを、オブジェクトをロードしたらすぐに知る必要のあるアプリケーションに
とって有効です。

dlopen() によりロードされるオブジェクトがグローバルシンボルに対して再配置を要求する場合、それらの
オブジェクトは、オリジナルの a.out、プログラムの起動時に、同じ dlopen() の呼び出しでロードされる
すべてのオブジェクト、すべての dlopen() の呼び出しでロードされるすべてのオブジェクト
(RTLD_GLOBAL フラグを指定した場合) のシンボルを参照することができます。dlopen() の呼び出しによ
りロードされるシンボルの表示範囲を決めるには、mode パラメータと次の値とのビット単位の OR (論理和)

をとる必要があります。

RTLD_GLOBAL オブジェクトのシンボルは、他のすべてのオブジェクトの再配置処理に使用可能になり
ます。さらに、 dlopen(0,mode) および関連する dlsym() を使用したシンボルの
検索により、RTLD_GLOBAL によりロードされたオブジェクトを検索することができま
す。
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RTLD_LOCAL オブジェクトのシンボルは、同じ dlopen() 呼び出しの中でロードされたオブジェク
トだけを対象とした再配置処理に使用可能になります。

RTLD_GLOBAL および RTLD_LOCAL のどちらも指定しないと、デフォルトは RTLD_LOCAL になります。

複数の dlopen() の呼び出しで file が指定されると、mode は呼び出しのたびに解釈されます。ただし、
RTLD_NOW を指定すると、すべての再配置が完了し、それ以降のすべての RTLD_NOW 操作については冗長で
あると解釈され、それ以降のすべての RTLD_LAZY 操作については不適切であると解釈されることに注意して
ください。同様に、RTLD_GLOBAL を指定すると、そのオブジェクトがアドレス空間に残っている限り、以前
または以後の RTLD_LOCAL の指定に関係なく、オブジェクトは RTLD_GLOBAL ステータスを維持すること
に注意してください (dlclose(3C) を参照)。

dlopen() の呼び出しによりロードされるオブジェクトの再配置処理に使用できるシンボルのスコープを決め
るには、mode パラメータと以下の値のいずれかとのビット単位の OR (論理和) をとる必要があります。

RTLD_GROUP この mode では、指定されたオブジェクトとその依存対象は、-B group で構築され
たかのように動作します (ld(1) を参照)。同じ dlopen() の呼び出しでロードされたオ
ブジェクトのシンボルのみが、再配置に使用できます。これにより、すべての再配置
が、同じ dlopen() の呼び出しによるシンボル定義を使って確実に満たされます。

RTLD_WORLD この mode では、グローバルオブジェクトのシンボルと、そのオブジェクト自身のシン
ボルのみが、再配置処理に使用できます。dlopen() の呼び出しの一環としてロードさ
れた他のオブジェクトのシンボル定義は、使用されません。このフラグは、-B group

で構築されたオブジェクトには影響を与えません (ld(1) を参照)。

RTLD_PARENT この mode では、dlopen() を呼び出したオブジェクトのシンボルも、再配置に使用
できます。

モードの RTLD_GROUP、RTLD_WORLD、および RTLD_PARENT は、現在、64ビットアプリケーションでのみ
サポートされます。

dlopen() のデフォルトのモードは、RTLD_WORLD|RTLD_GROUP です。同じオブジェクトが別のモードで
ロードされると、これらのフラグは OR (論理和) がとられます。

以下のフラグは、再配置処理には影響を与えませんが、それ以外の機能があります。

RTLD_NODELETE この mode では、指定したオブジェクトとその依存対象は、-B nodelete で構築され
た場合と同じように動作します (ld(1) を参照)。dlclose() または shl_load() を
使って明示的にアンロードすると、プロセスから共有ライブラリを切り離さず、何も表
示しないで正常終了します。その後、共有ライブラリのハンドルは、shl_findsym()

に対してのみ有効になります。このハンドルは、次に shl_load() または
dlclose() を用いて明示的にロードするまで、 dlsym() 、 dlclose() 、
shl_unload() に対しては無効になります。

RTLD_NOLOAD この mode では、指定したオブジェクトはプロセスのアドレス空間にはロードされませ
んが、プロセスのアドレス空間内にオブジェクトがすでに存在する場合、有効なハンド
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ルが返されます。指定したオブジェクトが存在していない場合は、エラーが返されま
す。RTLD_NOLOAD は、既存のオブジェクトに関する存在の照会、またはモードのオー
バーライドに使用できます。

RTLD_VERBOSE この mode では、解決できないかもしれないシンボルについて、その詳細メッセージを
出力することができます。このフラグの機能は、shl_load() ルーチンの BIND_VER-

BOSE フラグと同じです。この機能は、環境変数 HP_DLDOPTS を設定してそこに
-load_verbose オプションを含めることで、すべての dlopen() 呼び出しに対して
オンにすることもできます。

現時点でこのフラグが適用されるのは PA32 だけです。

dlopen() の呼び出しによってプロセスに導入されたシンボルは、再配置処理に使用することができます。こ
のようにして導入されたシンボルは、プログラムまたは以前の dlopen() 操作によってすでに定義されてい
るシンボルと重複する可能性があります。

このようなあいまいな状況を解決するために、シンボルの決定順序に基づいて、シンボル定義へのシンボルの
参照を決定します。ロード順および従属順という２つの決定順序が定義されています。

ロード順は、定義を含むオブジェクトがロードされた時間的な順序を使用してシンボル定義間の順序を作成し
ます。つまり、最初にロードされた定義は後で追加された定義よりも高い優先順位を持ちます。ロード順は、
再配置処理に使用されます。

従属順を指定した場合は、オブジェクトの従属関係に基づいてシンボル定義が参照されます。指定したオブ
ジェクトから始まり、その後にそのオブジェクトのすべての従属オブジェクト、さらにそれらの従属オブジェ
クトのすべての従属オブジェクトと続き、すべての従属関係が満足されるまで繰り返していきます。

file の値が 0 の場合の dlopen() 操作によって得られるグローバルシンボルオブジェクトは例外ですが、従
属順は、dlsym() 関数によって使用されます。ロード順は、グローバルシンボルオブジェクトを対象とした
dlsym() 操作で使用されます。

あるオブジェクトを最初に dlopen() によってアクセス可能にすると、そのオブジェクトおよびその従属オ
ブジェクトは従属順で追加されます。すべてのオブジェクトが追加されてしまうと、再配置はロード順を使用
して実行されます。あるオブジェクトおよびその従属オブジェクトが、前の dlopen() の呼び出しによっ
て、または起動時にロードされている場合、ロード順および従属順により異なる決定が生じる可能性があるこ
とに注意してください。

dlopen() 操作により導入され、dlsym() を介して使用可能となるシンボルは、グローバルな範囲のシンボ
ルとして、そのオブジェクトにより「エクスポートされる」シンボルです。共有オブジェクトの場合、通常こ
のようなシンボルは、たとえば C ソースコード内で extern リンケージを持つように指定されています。
a.out の場合、通常、外部に表示可能なシンボルのサブセット、つまり、特に a.out がリンクされている
共有オブジェクトにより参照されるシンボルだけがエクスポートされます。

共有オブジェクトまたは a.out によってエクスポートされるシンボルのセットは、リンカーを使用して制御
することができます (ld(1) を参照してください)。
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HP 9000 64ビット dlopene()
dlopen_opts 構造体には以下のメンバーがあります。

struct dlopen_opts {

long flags;

char* text_addr;

char* data_addr;

};

flags はロードオプションであり、以下の値の論理和として定義されます。

RTLD_EXT_TEXT_ADDR

共有ライブラリのテキストセグメントのベースアドレスを明示的に指定することを示し
ます。

RTLD_EXT_DATA_ADDR

共有ライブラリのプライベートデータセグメントのベースアドレスを明示的に指定する
ことを示します。

RTLD_EXT_DATA_NO_ZERO_FILL

このフラグを設定すると、dlopene() は、データセグメントの bss 部をゼロクリアし
ません。大きな bss セクションのあるライブラリでは、このフラグを設定することで
ロード時間を短縮できます。

このフラグは、RTLD_EXT_DATA_ADDR を設定している場合にのみ有効です。

ダイナミックローダーは、flags フィールドで指定されたアドレスフィールドにのみアクセスします。

text_addr には、共有ライブラリのテキストセグメントの明示的ベースアドレスを設定します。

data_addr には、共有ライブラリのデータセグメントの明示的ベースアドレスを設定します。

text_addr と data_addr の内容はどちらも、16 バイトの境界に合っていなければなりません。

呼び出し元は、dlgetfileinfo() を呼び出して、ロードセグメントにメモリーを割り当てるために必要な
情報を取得することができます。

dlopene() の呼び出し元は、適切なパーミッションを持ったメモリーを割り当てる必要があります。

• text_addr に対して、READ、WRITE および EXECUTE (RWX) のパーミッション

• data_addr に対して、READ および WRITE (RW) のパーミッション

戻り値
file が発見できない、読み込みのためにオープンできない、共有オブジェクトでない場合、あるいは、file の
ロード中またはそのシンボリック参照の再配置の処理中にエラーが発生した場合、dlopen() は NULL を返
します。さらに詳細な診断情報については、dlerror() や dlerrno() により得ることができます (64ビッ
トのみ)。
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エラー
dlopen() または dlopene() が失敗した直後に dlerrno() を呼び出すと、以下の値のいずれかが返され
ます。

[RTLD_ERR_BAD_ABI1] 64ビットプログラムが 32ビット共有ライブラリ
を見つけた場合

[RTLD_ERR_BAD_ABI2] 32ビットプログラムが 64ビット共有ライブラリ
を見つけた場合

[RTLD_ERR_BAD_DLL] ライブラリが無効な場合

[RTLD_ERR_BAD_DLL_ALIGNMENT] ライブラリが無効な場合 (整列の誤り)

[RTLD_ERR_BAD_DLL_BAD_MACHINE] ライブラリが無効な場合 (マシンタイプの誤り)

[RTLD_ERR_BAD_DLL_BAD_PHDR] ライブラリが無効な場合 (プログラムヘッダーの
欠落)

[RTLD_ERR_BAD_DLL_BAD_OBJFILE] ライブラリが無効な場合 (オブジェクトファイル
タイプの誤り)

[RTLD_ERR_BAD_DLL_MAGIC_NUM] ライブラリが無効な場合 (マジック番号の誤り)

[RTLD_ERR_BAD_DLL_NO_SYMTAB] ライブラリが無効な場合 (シンボルテープルの欠
落)

[RTLD_ERR_BAD_DLL_SEGMENT_COUNT] データセグメントが複数あるためライブラリに
必要な固定の共有アドレスが使えなかった場合

[RTLD_ERR_BAD_ELF_VER] ライブラリの ELF バージョンが認識不能な場合

[RTLD_ERR_BAD_RELOC] 再配置タイプが認識不能な場合

[RTLD_ERR_CANT_APPLY_RELOC] ライブラリ内で再配置を適用できない場合

[RTLD_ERR_CODE_UNSAT] ライブラリに未解決のコードシンボルがある場
合

[RTLD_ERR_DATA_UNSAT] ライブラリに未解決のデータシンボルがある場
合

[RTLD_ERR_DLDD_COMM_FAILURE] ライブラリに必要な固定の共有アドレスを dldd

から取得できなかった場合

[RTLD_ERR_DLOPEN_BAD_FLAGS] dlopen() のフラグが無効な場合

[RTLD_ERR_DLOPEN_TLS_LIB] ライブラリに TLS データが含まれているため、
ライブラリを dlopen() できない場合
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[RTLD_ERR_DLOPENE_BAD_ADDR] セグメントのロードアドレスが無効な場合
(dlopene() のみ)

[RTLD_ERR_DLOPENE_NO_EXEC_PERM] 共有ライブラリに実行パーミッションがない場
合 (dlopene() のみ)

[RTLD_ERR_DYN_FILTER_STLS_REF] ライブラリに、動的にロードされるライブラリ
で定義されているシンボルへの静的な TLS 参照
が含まれている場合

[RTLD_ERR_FILTER_TLS] フィルター処理されたライブラリをオープンで
きない場合 (TLS サイズが、フィルター内に記
録されているサイズを超過)

[RTLD_ERR_INTERNAL_ERROR] dld 内で内部エラーを検出した場合

[RTLD_ERR_IO] ライブラリのマッピングで I/O エラーが発生し
た場合

[RTLD_ERR_LIB_OPEN] ライブラリが見つからない場合

[RTLD_ERR_MMAP_FAILED] ライブラリに対する mmap() が失敗した場合

[RTLD_ERR_MPRO TECT_FAILED] ライブラリで mprotect() が失敗した場合

[RTLD_ERR_NO_MEMORY] メモリーが足りない場合

[RTLD_ERR_NOMMAP_FAILED] ライブラリのロード中にエラーが発生した場合
(dlopene() のみ)

[RTLD_ERR_NON_TLS_RELOC_T O_TLS_SYM] スレッド固有でない再配置が TLS シンボルを参
照している場合

[RTLD_ERR_OPEN] ライブラリをオープンできない場合

[RTLD_ERR_PREALLOC_ADDR_NO T_USE] 固定アドレスを必要とするライブラリのマッピ
ングに事前割り当てのアドレスを使えない場合
(dlopene() のみ)

[RTLD_ERR_SETCANCELSTATE_FAILED] dld API の 開 始 ま た は 終 了 時 に
__thread_setcancelstate が失敗した場合

[RTLD_ERR_SIGENABLE_FAILED] dld API から出る際の sigenable が失敗した
場合

[RTLD_ERR_SIGINHIBIT_FAILED] dld API に入る際の siginhibit が失敗した場
合
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[RTLD_ERR_TPREL_NON_TLS_SYM] 非 TLS シンボルでの TPREL 再配置の場合

例
次の例では、dlopene() を使って、データセグメントアドレスを明示的に指定して共有ライブラリをロード
する方法を示します。分かりやすくするために、エラーのチェックは省略しています。

#include <dlfcn.h>

#include <sys/mman.h>

int main() {

struct dlfileinfo info;

void *handle;

struct dlopen_opts opts;

int status;

memset(&info, 0, sizeof(info));

memset(&opts, 0, sizeof(opts));

/* Get file info */

status = dlgetfileinfo("libfoo.so", sizeof(info), &info);

opts.flags = RTLD_EXT_DATA_ADDR;

/* allocate memory for the data segment */

opts.data_addr = (char*) mmap(0, info.data_size,

PROT_READ|PROT_WRITE,

MAP_SHARED|MAP_ANONYMOUS,

-1, 0);

/* call dlopene */

handle = dlopene("libfoo.so", RTLD_NOW|RTLD_GLOBAL, &opts);

/* Insert user code to use library */

/* close library */

status = dlclose(handle);

/* free memory */

munmap(opts.data_addr, info.data_size);

}
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警告
64ビットモードでは、環境変数 LD_LIBRARY_PATH および SHLIB_PATH には、コロンで区切ったディレク
トリのリストが PATH 変数 (sh(1) を参照) と同じ形式で入っていなければなりません。LD_LIBRARY_PATH

および SHLIB_PATH は、プログラムの実際のユーザーID が実効ユーザーID と異なっていたり、実際のグ
ループID が実効グループID と異なっている場合 (exec(2) を参照) には無視されます。

+compat オプションが指定されている 64 ビットモードでは、依存ライブラリの検索中は、
LD_LIBRARY_PATH および +b の各埋め込みパスは無視されます。

外部ライブラリの依存関係を使って共有ライブラリを構成する場合には、注意してください。スレッドローカ
ル ストレージ (TLS) が含まれているライブラリは、依存関係として使用できません。依存ライブラリに TLS

が含まれており、それがプログラム起動時にロードされていない (つまり、実行可能プログラムに対してリン
クされていない) 場合には、ダイナミックローダーは操作を実行することができません。

参照
cc(1), ld(1), sh(1), exec(2), dlclose(3C), dlerrno(3C), dlerror(3C), dlsym(3C), dlgetfileinfo(3C), dlsetlib-

path(3C)

テキストとチュートリアル
『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
dlsetlibpath() − 共有ライブラリの検索に使う動的検索パスの設定

構文
cc [flag]... file... -ldl [library]...

#include <dlfcn.h>

int dlsetlibpath(const char *libpath, int flags)

マルチスレッド使用法
このルーチンはスレッドセーフです。 dlsetlibpath() の呼び出しは、それ以降のすべてのスレッド上での
dlopen()、 dlopene()、および dlgetfileinfo() の呼び出しに影響します。

説明
dlsetlibpath() は、ユーザーがダイナミックリンク機能に直接アクセスできるようにする一連のルーチン
の１つです (コンパイラ、または ld コマンド行で -ldl オプションを指定する)。 dlsetlibpath() は、
dlopen()、 dlopene()、および dlgetfileinfo() が共有ライブラリの検索に使う動的検索パスを設定
します。

libpath は、動的検索パスです。このパスは、コロン (:) で区切られた１つ以上のパス名のリストです。

ライブラリを検索するとき、ダイナミックローダーは以下のデフォルトの順序で検索パスを使います。

1. dlsetlibpath() の呼び出しで指定された動的検索パス。

2. LD_LIBRARY_PATH 環境変数。

3. SHLIB_PATH 環境変数。

4. dlopen()、 dlopene()、または dlgetfileinfo() の呼び出しで指定されたライブラリ用
の、呼び出し元モジュール (実行可能プログラムまたは共有ライブラリ) の埋め込みパス。依存ラ
イブラリの場合、依存として指定したライブラリの埋め込みパスが使われます。

5. 標準ライブラリパス。

6. 現在の作業ディレクトリ。(これは、 dlopen()、 dlopene()、および dlgetfileinfo() で
指定されたライブラリだけが対象で、依存ライブラリは対象ではありません。)

(検索パスについての詳細情報や、上記の順序を変更するオプションについては、 dld.so(5) を参照してくださ
い。)

以下のフラグ値の１つ以上の論理和を flags に設定することで、これらのパスの任意の組み合わせを無効にす
ることができます。以下の値を設定すると、ダイナミックローダーは指定された場所を検索しなくなります。

RTLD_FLAG_DISABLE_DYNAMIC_PATH

動的検索パスに指定されたディレクトリ。
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RTLD_FLAG_DISABLE_LD_LIBRARY_PATH

LD_LIBRARY_PATH 環境変数で指定されたディレクトリ。

RTLD_FLAG_DISABLE_SHLIB_PATH SHLIB_PATH 環境変数で指定されたディレクトリ。

RTLD_FLAG_DISABLE_EMBEDDED_PATH

埋め込みパスで指定されたディレクトリ。

RTLD_FLAG_DISABLE_STD_PATH 標準ライブラリディレクトリ。

RTLD_FLAG_DISABLE_CWD_PATH 現在の作業ディレクトリ。

個々のフラグの論理和をとることで、複数の検索パスを無効にできます。

flags = RTLD_FLAG_DISABLE_STD_PATH | RTLD_FLAG_DISABLE_CWD_PATH

検索パスを１つ有効にするには、その検索パスを無効にするフラグ値の補数を flags に設定します。

flags = ˜RTLD_FLAG_DISABLE_DYNAMIC_PATH

例
次の例は、 dlsetlibpath() を使って動的検索パスを設定し、他の検索パスを無効にする方法を示していま
す。分かりやすくするために、エラーのチェックは省略しています。

#include <dlfcn.h>

int main() {

void *handle;

int status;

int flags;

/* Set dynamic search path and disable the embedded

* path and the standard library directory.

*/

flags = RTLD_FLAG_DISABLE_EMBEDDED_PATH |

RTLD_FLAG_DISABLE_STD_PATH;

status = dlsetlibpath("/opt/lib:/opt/usr/lib", flags);

/* Call dlopen to load a library using the dynamic

* search path.

*/

handle = dlopen("mylib.so", RTLD_LAZY);

/* Remove the dynamic search path and reenable all

* disabled search paths.
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*/

status = dlsetlibpath(NULL, 0);

}

戻り値
dlsetlibpath() は、成功すると 0 を返し、失敗すると 0 以外の値を返します。詳細な診断情報は、
dlerror() または dlerrno() を使って取得することができます。

エラー
dlsetlibpath() が失敗した直後に dlerrno() を呼び出すと、以下の値のいずれかが返されます。

[RTLD_ERR_NO_MEMORY] 動的メモリーを割り当てられない場合

[RTLD_ERR_CANT_APPLY_RELOC]

dlsetlibpath() への呼び出しを解決する際に、再配置を適用で
きない場合

[RTLD_ERR_SIGINHIBIT_FAILED]

dlsetlibpath() の開始時に siginhibit の呼び出しが失敗し
た場合

[RTLD_ERR_SIGENABLE_FAILED]

dlsetlibpath() の終了時に sigenable の呼び出しが失敗した
場合

[RTLD_ERR_SETCANCELSTATE_FAILED]

dlsetlibpath() の開始または終了時に __thread_setcancel-

state が失敗した場合

[RTLD_ERR_INV_DLSETLIBPATH_ARGUMENT]

dlsetlibpath() 呼び出しの引き数が無効な場合

参照
dlopen(3C), dlopene(3C), dlgetfileinfo(3C), dlerrno(3C), dlerror(3C), dld.so(5)

テキストとチュートリアル
『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』
(入手方法については、 manuals(5) を参照)
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名称
dlsym() − 共有ライブラリ内のシンボルのアドレスの取得

構文
cc [flag]... file... -ldl [library]...

#include <dlfcn.h>

void *dlsym(void *handle, const char *name);

マルチスレッド使用法
このルーチンはスレッドセーフです。

説明
dlsym() は、ユーザーがダイナミックリンク機能を直接使用できるようにする一連のルーチンの１つです (

コンパイラまたは ld のコマンド行で -ldl オプションを指定する)。dlsym() によって、プロセスは、以
前に dlopen() によってオープンた共有オブジェクト内に定義されているシンボルのアドレスを取得するこ
とができます。 handle は、 dlopen() の呼び出しにより返された値であるか、または特殊フラグ
RTLD_NEXT、RTLD_SELF、RTLD_DEFAULT のいずれかです。前者の場合、dlclose() を使用して、該当
する共有オブジェクトをクローズしてしまわないでください。name は文字列で表したシンボルの名前です。

dlsym() は、handle (dlopen(3C) を参照) が示すオブジェクトをロードした結果として自動的にロードされ
ているすべての共有オブジェクト内で、指定したシンボルを検索します。

handle が RTLD_NEXT の場合、検索は、dlsym() を呼び出したオブジェクトの後にある「次の」オブジェ
クトから始まります。オブジェクトは、ロード順シンボル決定アルゴリズム (dlopen(3C) を参照) を使用して
検索されます。この「次の」オブジェクト、および検索される他のすべてのオブジェクトは、グローバル範囲
(これらのオブジェクトは、起動時にロードされたか、または RTLD_GLOBAL フラグを指定した dlopen()

操作の一部としてロードされたので)、あるいは dlsym() の呼び出し元をロードしたのと同じ dlopen() 操
作によってロードされたオブジェクトのどちらかです。

handle が RTLD_SELF の場合、検索は dlsym() を起動したオブジェクトから始まります。オブジェクト
は、load 順シンボル決定アルゴリズムを使って検索されます。

handle が RTLD_DEFAULT の場合、シンボルの検索は dlsym() を起動したオブジェクトのスコープ内で行
われます。たとえば、呼び出し元のオブジェクトが、RTLD_GROUP を指定した dlopen() の結果としてロー
ドされていた場合 (dlopen(3C) を参照)、呼び出し元オブジェクトと同じ dlopen() の呼び出しでロードされ
ていないオブジェクトのシンボルは、検索されません。

戻り値
handle が dlopen() によりオープンされた正しいオブジェクトを示していない場合、または指定したシンボ
ルを handle に関連するどのオブジェクト内でも見つけることができない場合、dlsym() は NULL を返しま
す。さらに詳細の診断情報については、dlerror() により得ることができます。

434 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



dlsym(3C) dlsym(3C)

エラー
dlsym() が失敗した直後に dlerrno() を呼び出すと、以下の値のいずれかが返されます。

[RTLD_ERR_CANT_APPLY_RELOC] ライブラリ内で再配置を適用できない場合

[RTLD_ERR_INTERNAL_ERROR] dlsym() で内部エラーを検出した場合

[RTLD_ERR_INV_HANDLE] handle が無効な場合

[RTLD_ERR_INV_NEXT_HANDLE] liblist の終わりで、RTLD_NEXT 引き数が無効な場合

[RTLD_ERR_NO_MEMORY] メモリーが不足している場合

[RTLD_ERR_SETCANCELSTATE_FAILED] dlsym() の開始または終了時に __thread_set-

cancelstate が失敗した場合

[RTLD_ERR_SIGENABLE_FAILED] dlsym() の終了時に sigenable が失敗した場合

[RTLD_ERR_SIGINHIBIT_FAILED] dlsym() の開始時に siginhibit が失敗した場合

[RTLD_ERR_UNKNOWN_SYMBOL] シンボルが認識不能な場合

アプリケーションでの使用法
RTLD_NEXT を使用すると、interposition によって作成されている複雑に定義されたシンボルの、意図的に作
成された階層をナビゲートすることができます。たとえば、あるプログラムでメモリー割り当てに関するいく
つかの統計値の集まりを含んだ malloc() の処理を作成したいとすると、このような処理では、必要な情報
を収集する固有の malloc() を定義し、現実のメモリー割り当てを実行する「実際の」 malloc() を見つ
けるために、RTLD_NEXT を指定して dlsym() を実行することになります。もちろん、この「実際の」
malloc() は、その固有の値を追加した後システムの malloc() を見つけるために RTLD_NEXT を使用し
た別のユーザー定義インタフェースであってもかまいません。

例
次の例では、dlopen() および dlsym() を使用して、関数オブジェクトまたはデータオブジェクトをアク
セスする方法を示します。簡単にするために、エラーチェックは省略してあります。

void *handle;

int i, *iptr;

int (*fptr)(int);

/* open the needed object */

handle = dlopen("/usr/mydir/mylib.sl", RTLD_LAZY);

/* find address of function and data objects */

fptr = (int (*)(int))dlsym(handle, "some_function");

iptr = (int *)dlsym(handle, "int_object");
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/* invoke function, passing value of integer as a parameter */

i = (*fptr)(*iptr);

次の例では、RTLD_NEXT を指定して dlsym() を使用し、既存のインタフェースに機能を追加する方法を示
します。この場合も、エラーチェックは省略してあります。

extern void record_malloc(void *, size_t);

void *

malloc(size_t sz)

{

void *ptr;

void *(*real_malloc)(size_t);

real_malloc = (void * (*) (size_t))

dlsym(RTLD_NEXT, "malloc");

ptr = (*real_malloc)(sz);

record_malloc(ptr, sz);

return ptr;

}

参照
dlclose(3C), dlerrno(3C), dlerror(3C), dlopen(3C)

テキストとチュートリアル
『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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CURSES

名称
doupdate(), refresh(), wnoutrefresh(), wrefresh() − ウィンドウおよび行のリフレッシュ

構文
#include <curses.h>

int doupdate(void);

int refresh(void);

int wnoutrefresh(WINDOW *win);

int wrefresh(WINDOW *win);

説明
refresh() および wrefresh() の両関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウをリフレッ
シュします。本関数は、端末のカーソルをウィンドウのカーソル位置に置きます。ただし、leaveok() モー
ドが使用可能になっていると、カーソルは任意の位置に置かれます。

wnoutrefresh() 関数は、端末のどの部分にアップデートが必要かを決定します。doupdate() 関数は端
末に対して、必要な変更を実行させるコマンドを送ります。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
概して、ウィンドウ全体をリフレッシュする方が、いくつものサブウィンドウを別々にリフレッシュするより
効率的です。効率的な順序は、変更されたサブウィンドウごとに wnoutrefresh() を呼び出し、その後に
doupdate() を呼び出して端末をアップデートさせるというものです。

端末に出力を送るには refresh() または wrefresh() 関数 (あるいは wnoutrefresh() の後に doup-

date()) を呼び出さなければなりません。他の Curses 関数は単にデータ構造を操作するだけです。

参照
clearok(3X), redrawwin(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース

本エントリーは X/Open Curses 第３版のエントリー refresh() および wnoutrefresh() を統合したもの
です。分かりやすくするために 説明部分は 変更されました。また、関数 doupdate() および refresh()

の引き数リストは明示的に void で宣言されています。その他は機能的には X/Open Curses 第３版で定義され
ているものと同一です。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 437



drand48(3C) drand48(3C)

名称
drand48(), erand48(), lrand48(), nrand48(), mrand48(), jrand48(), srand48(), seed48(), lcong48() − 均等に分
散される疑似乱数の生成

構文
#include <stdlib.h>

double drand48(void);

double erand48(unsigned short int xsubi[3]);

long int lrand48(void);

long int nrand48(unsigned short int xsubi[3]);

long int mrand48(void);

long int jrand48(unsigned short int xsubi[3]);

void srand48(long int seedval);

unsigned short int *seed48(unsigned short int seed16v[3]);

void lcong48(unsigned short int param[7]);

廃止インタフェース
int drand48_r(struct drand48_data *dp, double *randval);

int erand48_r(

unsigned short int xsubi[3],

struct drand48_data *dp,

double *randval);

int lrand48_r(struct drand48_data *dp, long int *randval);

int nrand48_r(

unsigned short int xsubi[3],

struct drand48_data *dp,

long int *randval);

int mrand48_r(struct drand48_data *dp, long int *randval);

int jrand48_r(

unsigned short int xsubi[3],

struct drand48_data *dp,

long int *randval);

int srand48_r(long int seedval, struct drand48_data *dp);
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int seed48_r(unsigned short int seed16v[3], struct drand48_data *dp);

int lcong48_r(unsigned short int param[7], struct drand48_data *dp);

説明
この関数ファミリーは、有名な線形合同アルゴリズムおよび 48ビットの整数演算を使って疑似乱数を生成しま
す。

以下では、 [low,high) という形式で数値が表記されている場合は low を含み、high を含まない区間を示すも
のとします。

drand48() および erand48() は、区間 [0.0,1.0) に均等に分散される負でない倍精度の浮動小数点値を返
します。

lrand48() および nrand48() は、区間 [0,2ˆ31) に均等に分散される負でない long 整数の値を返します。

mrand48() および jrand48() は、区間 [−2ˆ31,2ˆ31) に均等に分散される符号付きの long 整数を返しま
す。

srand48(), seed48() および lcong48() は初期化エントリーポイントです。うちひとつが、
drand48(), lrand48() または mrand48() のいずれかが呼び出される前に実行されなければなりません (

おすすめできる例ではありませんが、drand48(), lrand48() または mrand48() が初期化エントリーポイ
ントより先に呼び出された場合は、定数のデフォルトイニシアライザ値が自動的に与えられます )。
erand48(), nrand48() および jrand48() では、これより前に初期化エントリーポイントが呼び出される
必要はありません。

すべてのルーチンは、線形合同公式に従って、ひと続きの 48ビットの整数値 X [i] が生成されることによって
動作します。

X[n+1] = m を法とした (a*X[n] + c) n>=0

パラメータ m = 2ˆ48; なので、48ビットの整数演算が実行されます。

lcong48() が実行されない限り、乗算値 a および加算値 c は以下によって与えられます。

a = 0x5DEECE66D (16進数) = 0273673163155 (８進数)

c = 0xB (16進数) = 013 (８進数)

関数 drand48(), erand48(), lrand48(), nrand48(), mrand48()または jrand48() から返される値
は、シーケンス内にある次の 48ビットの X [i] を最初に生成することによって算出されます。その後、返され
る値のデータ型に従って適切なビット数が X [i] の上位ビット (一番左) からコピーされ、戻り値に変換されま
す。

関数 drand48(), lrand48() および mrand48() は内部バッファーで生成された最後の 48ビットの X [i]

を保存します。これらの関数を実行前に初期化しなければならないのはこのためです。関数 erand48(),

nrand48() および jrand48() を呼び出すプログラムは、関数が実行されるときに、引き数として指定され
た配列内の連続的な値 X [i] 用の記憶領域を供給する必要があります。これらのルーチンに初期化が不要なの
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はこのためです。このプログラムは、X [i] の初期値を配列内に保存し、それを引き数としてパスするだけのも
のです。デフォルトの引き数を使うことによって、erand48(), nrand48() および jrand48() が大きなプ
ログラムの各モジュールをいくつかの疑似乱数の非依存性ストリームとして生成できるようになります。つま
り、各ストリーム内の番号の順序は、別のストリームの番号を生成するためにルーチンが何度呼び出されたか
ということに依存しないということです。

初期化関数 srand48() は X [i] の上位 32ビットを、その引き数に含まれる 32ビットにセットします。X [i]

の下位の 16ビットは任意の値の 0x330E (16進数) にセットされます。

初期化関数 seed48() は、X [i] の値を引き数配列内に指定された 48ビット値にセットします。さらに X [i]

の前の値は、seed48() だけが使われて 48ビットの内部バッファー内にコピーされ、このバッファーを指す
ポインターは seed48() が返す値になります。ここで返されたポインターは (必要に応じて無視されます)、
その後にプログラムが特定の箇所から再開される場合に利用されます。ポインターを使って最後の X [i] 値を
取得して保存し、プログラムが再開されたときはこの値を使って seed48() 経由で再初期化します。

初期化関数 lcong48() では、ユーザーが初期 X [i]、乗算値 a および加算値 c を指定できます。引き数の配
列エレメント param[0-2] は X [i] を、param[3-5] は乗算値 a を、param[6] は 16ビットの加算値 c を指定し
ます。lcong48() が呼び出された後、それに続く srand48() または seed48() の呼び出しで、上記で指
定したデフォルトの乗算値と加算値 a と c が復元されます。

廃止インタフェース
均等に分散される疑似乱数を生成する drand48_r()、erand48_r()、lrand48_r()、nrand48_r()、
mrand48_r()、jrand48_r()、srand48_r()、seed48_r()、lcong48_r()

警告
drand48_r() 、 erand48_r() 、 lrand48_r() 、 nrand48_r() 、 mrand48_r() 、 jrand48_r() 、
srand48_r()、seed48_r() および lcong48_r() インタフェースは廃止され、現在では既存の DCE ア
プリケーションとの互換性を保つためにだけサポートされています。新しいマルチスレッドアプリケーション
では、drand48()、erand48()、lrand48()、nrand48()、mrand48()、jrand48()、srand48()、
seed48()、および lcong48() を使用してください。

参照
rand(3C), random(3M), thread_safety(5), random(7)

標準準拠
drand48(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4

erand48(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4

jrand48(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4

lcong48(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4

lrand48(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4

mrand48(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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nrand48(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4

seed48(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4

srand48(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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ENHANCED CURSES

名称
dupwin() − ウィンドウの複写

構文
#include <curses.h>

WINDOW *dupwin(WINDOW *win);

説明
dupwin() 関数は、ウィンドウ win のコピーを作成します。

戻り値
正常に終了すると、dupwin() は新しいウィンドウにポインターを返します。そうでなければ、ヌルポイン
ターを返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
derwin(3X), doupdate(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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CURSES

名称
echo(), noecho() − ターミナルエコーを使用可能/使用不能にする

構文
#include <curses.h>

int echo(void);

int noecho(void);

説明
echo() 関数は、現在の画面の Echo モードを使用可能にします。noecho() 関数は、現在の画面の Echo

モードを使用不能にします。初期設定では、curses ソフトウェアのエコーモードは使用不能となっており、
tty ドライバーのハードウェアエコーモードは使用不能となっています。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
getch(3X), curses_intro(3X) の「入力処理」の項, <curses.h>, X/Open System Interface Definitions, Issue 4,

Version 2 specification, Section 9.2, Parameters That Can Be Set

変更履歴
本版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。echo() および noecho() の各関数の引き数
リストは明示的に void で宣言されています。
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ENHANCED CURSES

名称
echo_wchar(), wecho_wchar() − 複情報文字の書き出しおよびそのウィンドウの速やかなリフレッシュ

構文
#include <curses.h>

int echo_wchar(const cchar_t *wch);

int wecho_wchar(WINDOW *win, const cchar_t *wch);

説明
echo_wchar() 関数は、add_wch() を呼び出した後 refresh() を呼び出すのに相当します。

wecho_wchar() 関数は、wadd_wch() を呼び出した後 wrefresh() を呼び出すのに相当します。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
addch(3X), add_wch(3X), doupdate(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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ENHANCED CURSES

名称
echochar(), wechochar() − １バイト文字と修飾情報のウィンドウへのエコーおよびリフレッシュ

構文
#include <curses.h>

int echochar(const chtype ch);

int wechochar(WINDOW *win, const chtype ch);

説明
echochar() 関数は、addch() を呼び出した後に refresh() を呼び出すのに相当します。

wechochar() 関数は、waddch() を呼び出した後に wrefresh() を呼び出すのに相当します。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
これらの関数は、各文字が１バイトで、その属性が A_ で始まる定数だけで表現することができるキャラク
ターセットでのみ確実に動作することが保証されています。

参照
addch(3X), doupdate(3X), echo_wchar(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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名称
ecvt( ), fcvt( ), gcvt( ) − 浮動小数点数値から文字列への変換

構文
#include <stdlib.h>

char *ecvt(double value, int ndigit, int *decpt, int *sign);

char *fcvt(double value, int ndigit, int *decpt, int *sign);

char *gcvt(double value, int ndigit, char *buf);

廃止インタフェース
int ecvt_r(

double value,

int ndigit,

int *decpt,

int *sign,

char *buffer,

int buflen);

int fcvt_r(

double value,

int ndigit,

int *decpt,

int *sign,

char *buffer,

int buflen);

説明
ecvt() value を ndigit 桁の null で終わる文字列に変換し、その文字列を指すポインターを返します。

最上位桁は数値が０でない限り０以外の数字です。最下位桁は丸められます。文字列の先頭から
の小数点キャラクタの相対位置は、 decpt を通して間接的に格納されます (負の値は返される数
字の左側を意味します)。小数点キャラクタは返される文字列の中にはありません。結果が負の場
合、 sign で示されるワードは０以外の値に、そのほかの場合には０になります。

変換された値が範囲外の場合、数字以外の文字からなる文字列３種類のうちの１つが返されま
す。値が指数部に収まらないほど大きい場合、値が負であれば --、正であれば ++ が返されま
す。３番目の文字列は、０除算など数値が不正の場合に返されます。結果の値は非数 (NAN) で、
文字 ? を返します。

fcvt() ecvt() と同じですが、 ndigit で指定した桁数を、printf %f (FORTRAN F-format) の出力に合
うように正しい桁数で丸められます。
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gcvt() value を null で終わる文字列に変換し、 buf の指す配列に格納し、 buf を返します。 ndigit 桁
が意味をもつように、可能なら FORTRAN F-format の結果を生じます。そうでなければ E-for-

mat になります。 - 符号および小数点キャラクタは、必要であれば返される文字列に含まれま
す。先頭の０は省略されます。小数点キャラクタは現在ロードされている NLS 環境 (setlo-

cale(3C) 参照) によって決められます。 setlocale() が失敗した場合、デフォルトの NLS 環
境である "C" が使用されます (lang(5) 参照)。デフォルトの環境では小数点キャラクタにピリオ
ド (.) が指定されています。

廃止インタフェース
ecvt_r() および fcvt_r() は、浮動小数点の数値を文字列に変換します。

多言語化対応
ロケール

LC_NUMERIC の種類により、現在の NLS環境の中から小数点キャラクタを決めます。

警告
ecvt() と fcvt() が返す値は配列を指しています。配列の内容は、次に同じスレッドで当該インタフェー
スを呼び出すと上書きされます。

ecvt_r() および fcvt_r() インタフェースは廃止される予定です。現在では既存の DCE アプリケーショ
ンとの互換性を保つためにだけサポートされています。新しいマルチスレッドアプリケーションでは、
ecvt() と fcvt() を使用してください。

著者
ecvt() および fcvt() は AT&T で開発されました。 gcvt() は AT&T および HP で開発されました。

参照
setlocale(3C), printf(3S), lang(5), thread_safety(5)

標準準拠
ecvt(): XPG2

fcvt(): XPG2

gcvt(): XPG2
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名称
elf − オブジェクトファイルのアクセスライブラリ

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

説明
ELF アクセスライブラリの各種機能を使用すると、プログラムは ELF (実行可能およびリンク形式) オブジェ
クトファイル、アーカイブファイル、およびアーカイブメンバーを操作することができます。ヘッダーファイ
ルは、すべてのライブラリサービスに対する型宣言と関数宣言を提供します。

プログラムは、 ELF 記述子を使って、多くの上位ルーチンと通信します。つまり、プログラムがファイルを
使って作業を始めると、 elf_begin によって ELF 記述子が作成され、プログラムはこれを使ってファイル
の構造やファイル内の情報を操作します。この ELF 記述子は、ファイルの読み取りと書き込みの両方に使用
できます。ファイルに ELF 記述子を設定した後、プログラムはセクション記述子を入手して、ファイルのセ
クションを操作できるようになります (elf_getscn(3E) を参照)。セクションには、テキスト、データ、シンボ
ルテーブル等、オブジェクトファイルの実情報が大量に保存されます。セクションがファイルに属するよう
に、セクション記述子は特定の ELF 記述子に「属します」。最後に、データ記述子がセクション記述子から
使用できます。プログラムはこれを使って、セクションに関連付けられている情報を操作することができま
す。データ記述子は、セクション記述子に「属します」。

記述子は、ファイルとその各部のプライベートハンドルとして機能します。つまり、データ記述子は 1 つのセ
クション記述子に関連付けられており、セクション記述子は 1 つの ELF 記述子に関連付けられており、ELF

記述子は 1 つのファイルに関連付けられています。記述子はプライベートなものですが、共有データにアクセ
スするためにも使えます。入力ファイルを組み合わせたプログラムで、着信データを使って別のファイルを作
成したりアップデートするプログラムを考えてみましょう。このようなプログラムは、入力セクションと出力
セクション用に記述子を入手することがあります。これによって、プログラムは、入力記述子のデータを再使
用するために出力記述子をアップデートすることができます。つまり、記述子はそれぞれ別個のものですが、
関連したデータバイトを共有することができます。このような共有によって、重複したバッファーによるス
ペースオーバーヘッドを避け、データの不要なコピー操作によるパフォーマンスオーバーヘッドを避けること
ができます。

ファイルクラス
ELF によって提供されるワークフレームは、1 つのファミリのオブジェクトファイルを定義して、複数のプロ
セッサとアーキテクチャをサポートします。オブジェクトファイルの間で区別しなければならない重要なこと
は、ファイルのクラス、すなわち容量です。32 ビットのクラスは、次に示すように、32 ビットのオブジェク
トがアドレス、ファイルサイズ、その他を表現できるアーキテクチャをサポートします。
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名前 目的

Elf32_Addr 符合なしアドレス
Elf32_Half 符合なし単精度整数
Elf32_Off 符合なしファイルオフセット
Elf32_Sword 符合付き倍精度整数
Elf32_Word 符合なし倍精度整数
unsigned char 符合なし 8 ビット整数

その他のクラスは、大型の (または、小型の) マシンをサポートするために、必要に応じて定義されます。ライ
ブラリサービスの中には、特定のクラスのデータオブジェクトだけを処理するものもあれば、クラスには依存
しないものもあります。この区別を明確にするために、ライブラリ関数は、次に説明するように、それぞれの
ステータスを反映しています。

データ表現
概念上は、2 つのオブジェクトのパラレルセットで異なるコンパイル環境をサポートしています。一方のセッ
トはファイル内容に対応し、もう一方はファイルを操作しているプログラムのネイティブメモリーイメージに
対応しています。ヘッダーファイルによって提供される型定義はネイティブマシンで機能しますが、このネイ
ティブマシンのデータ符号化 (サイズ、バイト順序、その他) がターゲットマシンのものと異なる場合がありま
す。ネイティブメモリーオブジェクトは少なくともファイルオブジェクトと同じ大きさでなければなりません
が (情報が失われないようにするため)、ホストマシンにとって大きい方が適当であれば、ネイティブメモリー
オブジェクトが大きくなってもかまいません。

変換機能は、ファイルとメモリーの表現方法を変換するためにあります。ライブラリルーチンの中には、自動
的にデータを変換するものもあれば、変換をプログラムに任せるものもあります。いずれにしても、オブジェ
クトファイルを作成するプログラムは、ファイルタイプの付いたオブジェクトをそのファイルに書き込まなけ
ればならず、オブジェクトファイルを読み取るプログラムは、同じような表示形式を取らなければなりませ
ん。詳しくは、 elf_xlate(3E) および elf_fsize(3E) を参照してください。

プログラムは、オブジェクトファイルのレイアウトとセマンティックスを完全に管理して、データを明示的に
変換することができます。プログラムに完全な管理能力を与え、プログラムがそれを実行できるようにしたく
ない場合は、ライブラリはより高度なインタフェースを使って、オブジェクトファイルの詳細を非表示にしま
す。プログラムは elf_begin および関連する関数を使ってネイティブメモリーの型を処理し、オブジェクト
ファイルを読み取ったり書き込むときに、メモリーオブジェクトとそれに対応するファイルとの間で変換しま
す。

ELF バージョン
オブジェクトファイルのバージョンにより、ELF は新しい要件に適応できます。プログラムに重要なバージョ
ンとして、3 つの独立したバージョンが考えられます。まず、アプリケーションプログラムは特定のヘッダー
ファイルでコンパイルされるために、特定のバージョンを認識します。2 番目として、アクセスライブラリ
は、それが認識しているバージョンを制御するヘッダーファイルによって同様にコンパイルされます。3 番目
として、ELF オブジェクトファイルにはそのバージョンを識別する値が保存されますが、これは、そのファイ
ルの作成者が認識している ELF バージョンによって決められたものです。この 3 つのバージョンがすべて同
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じであることが理想ですが、違っていてもかまいません。

プログラムのバージョンがアクセスライブラリよりも新しい場合、プログラムはライブラリに認識されていな
い情報を使うことがあります。この場合、変換ルーチンが正しく機能せずに、未定義の動作が起こることがあ
ります。この状態では、新しいライブラリをインストールした方が安全です。

ライブラリのバージョンがプログラムおよびファイルのバージョンよりも新しい場合があります。ライブラリ
は旧バージョンを認識するため、この場合は互換性の問題は起こりません。

最後に、ファイルのバージョンがプログラムまたはライブラリが認識しているバージョンよりも新しい場合が
あります。ファイルに特別な情報があるかどうか、また、その情報を無視しても問題ないかどうかによって、
プログラムがファイルを正しく処理できる場合とできない場合があります。この場合も、ファイルのバージョ
ンを認識できる新しいライブラリをインストールするのが、安全な方法です。

このような相違に対応するために、プログラムは elf_version を使ってそのバージョンをライブラリに渡
し、プロセス用に作業バージョンを設定しなければなりません。これを使って、ライブラリは適切な表現方式
のデータをプログラムから受け取ったり、プログラムに提供します。ライブラリは、オブジェクトファイルを
読み取るときに、各ファイルのバージョンを使ってデータを解釈します。ファイルを書き込んだり、メモリー
の型をファイルの同等の型に変換する場合、ライブラリはファイルデータ用にプログラムの作業バージョンを
使います。

システムサービス
前に説明したように、 elf_begin および関連するルーチンは ELF ファイルにとってより高度なインタ
フェースとして機能し、アプリケーションプログラムのために入出力を実行します。このルーチンは、一時
ファイルを明示的に使わなくても、プログラムがファイル全体をメモリーに保持できるものと想定します。
ファイルを読み取るときに、ライブラリルーチンはデータをメモリーに保存して、メモリーのコピー上でそれ
以降の操作を実行します。このモデルで大きなオブジェクトファイルの読み取りまたは書き込みを行うプログ
ラムは、大きいプロセス仮想アドレス空間を持つマシン上で実行する必要があります。オープンしているファ
イル数が基本オペレーティングシステムによって限られている場合には、 elf_cntl を使ってファイルから
必要なデータをすべて取り出し、プログラムがファイル記述子をクローズしたり、それを再使用できるように
します。

elf_begin インタフェースは多くのプログラムにとって便利であり、効率的ですが、一部のプログラムには
不適切な場合があります。このような場合には、アプリケーションで elf_xlate データ変換ルーチンを直接
起動してもかまいません。このルーチンは入出力は行わず、それをアプリケーションに任せます。アプリケー
ションは、ジョブの大きい方のシェアを引き受けて、入出力モデルを制御します。

ライブラリ名
ライブラリに関連付けられる名前には、いくつかの形式があります。

elf_name クラスに依存しないこの名前は、プログラムに対して一部のサービス、 name を
実行します。
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elf32_name 埋め込みクラスのあるサービス名。ここで、 32 はファイルの指定クラスだけに
機能することを示します。

elf64_name 埋め込みクラスのあるサービス名。ここで、 64 はファイルの指定クラスだけに
機能することを示します。

Elf_Type データ型もクラスに依存せず、 Type によって区別します。

Elf32_Type クラスに依存するデータ型で、埋め込みクラス名 (ここでは 32) を持っています。

Elf64_Type クラスに依存するデータ型で、埋め込みクラス名 (ここでは 64) を持っています。

ELF_C_CMD いくつかの関数は、自らのアクションを制御するコマンドを取ります。この値
は、 Elf_Cmd 列挙のメンバーであり、ゼロから ELF_C_NUM-1 の範囲にわたり
ます。

ELF_F_FLAG いくつかの関数は、ライブラリのステータスとアクション、またはどちらか一方
を制御するフラグを取ります。フラグは、結合できるビットです。

ELF32_FSZ_TYPE この定数は、ファイルの 32 ビットのクラスに対して、基本的な ELF 型のファイ
ルサイズをバイト数で指定します。詳しくは、 elf_fsize を参照してくださ
い。

ELF64_FSZ_TYPE この定数は、ファイルの 64 ビットのクラスに対して、基本的な ELF 型のファイ
ルサイズをバイト数で指定します。詳しくは、 elf_fsize を参照してくださ
い。

ELF_K_KIND 関数 elf_kind は、ELF 記述子に関連付けられたファイルの種類を識別しま
す。この値は、 Elf_Kind 列挙のメンバーであり、ゼロから ELF_K_NUM-1 の
範囲にわたります。

ELF_T_TYPE elf_xlate などのサービス関数が複数の型を処理する場合、この形式の名前に
よって目的の型を指定します。例えば、 ELF_T_EHDR は直接 Elf32_Ehdr に
関連します。この値は Elf_Type 列挙のメンバーであり、ゼロから
ELF_T_NUM-1 の範囲にわたります。

注意
ELF ヘッダーファイル内の情報は、共通部分とプロセッサ固有の部分に分かれています。プログラムは、適切
なヘッダーファイルを含めることによって、プロセッサの情報を使えるようになります。例えば、
sys/elf_NAME.h を使います (ここで、 NAME はELF ファイルヘッダーに使用したプロセッサ名と同じ名
前です)。

記号 プロセッサ

parisc PA RISC

他のプロセッサは、必要に応じてこの表に追加されます。例えば、プログラムは次のコードを使って、WE
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32100 用にプロセッサ固有の情報を「表示」することができます。

#include <libelf.h>

#include <sys/elf_M32.h>

sys/elf_M32.h 定義がない場合は、共通の ELF 情報だけが表示されます。

参照
a.out(4), ar(4), elf_begin(3E), elf_cntl(3E), elf_end(3E), elf_error(3E), elf_fill(3E), elf_flag(3E), elf_fsize(3E),

elf_getarhdr(3E), elf_getarsym(3E), elf_getbase(3E), elf_getdata(3E), elf_getehdr(3E), elf_getident(3E),

elf_getphdr(3E), elf_getscn(3E), elf_getshdr(3E), elf_hash(3E), elf_kind(3E), elf_next(3E), elf_rand(3E),

elf_rawfile(3E), elf_strptr(3E), elf_update(3E), elf_version(3E), elf_xlate(3E)
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名称
elf_begin() − ファイル記述子を作成

構文
cc [flag]... file... -lelf [library]...

#include <libelf.h>

Elf *elf_begin(int fildes, Elf_Cmd cmd, Elf *ref);

説明
elf_begin、elf_next、elf_rand、および elf_end は一緒に機能して、個別に、またはアーカイブのメ
ンバーとして ELF オブジェクトファイルを処理します。プログラムは elf_begin から ELF 記述子を入手
して、既存のファイルを読み取ったり、既存のファイルをアップデートしたり、または、新しいファイルを作
成します。fildes はオープンしているファイルの記述子であり、elf_begin がこれを使って読み取りや書き
込みを行います。初期ファイルオフセット (lseek(2) を参照) は強制的なものではなく、処理結果として生成さ
れるファイルオフセットは未定義になります。cmd には、次の値が使用できます。

ELF_C_NULL cmd がこの値に設定されると、elf_begin は、新しい記述子をオープンせずにヌルポイ
ンターを戻します。このコマンドが指定されると、 ref は無視されます。詳しくは、
elf_next(3E) および、以下の例を参照してください。

ELF_C_READ プログラムで既存ファイルの内容を調べたい場合は、cmd をこの値に設定します。ref の
値に応じて、このコマンドはアーカイブメンバーまたはファイル全体を調べます。次の 3

つのケースが起こります。

第 1 に、ref がヌルポインターの場合、elf_begin は新しい ELF 記述子を割り当て
て、ファイル全体を処理するように準備します。読み取り中のファイルがアーカイブの場
合、elf_begin は、elf_next または elf_rand を使用した場合と同様に、プログラ
ムが処理結果として記述子を作成し、次に elf_begin を呼び出されたときに、最初の
アーカイブメンバーを調べるように準備します。

第 2 に、ref がアーカイブファイルに関連付けられているヌルでない記述子の場合、プロ
グラムは elf_begin により、個々のメンバーに関連付けられている個別の ELF 記述子
を入手します。プログラムは、elf_next または elf_rand を使って ref を正しく位置
付けていなければなりません (elf_begin によって準備される初期メンバーを除きま
す。以下の例を参照してください)。この場合、fildes は親アーカイブに使用したファイル
記述子と同じでなければいけません。

最後に、ref がアーカイブではないヌル以外の ELF 記述子の場合、elf_begin は記述子
のアクティブ化の回数を増やし、新しい記述子を割り当てずに、また記述子の読み取り/書
き込み許可を変更せずに、ref を戻します。ref に対して記述子を終了させるには、プログ
ラムはアクティブ化するたびに elf_end を 1 回呼び出さなければなりません。詳しく
は、elf_next(3E) と以下の例を参照してください。
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ELF_C_RDWR このコマンドは ELF_C_READ のアクションを繰り返すものであり、プログラムはファイ
ルイメージをもう 1 回アップデートできます (elf_update(3E) を参照 )。つまり、
ELF_C_READ を使うとファイルの読み取り専用表示が指定されるのに対し、
ELF_C_RDWR を使うと、プログラムはファイルの読み取りと書き込みを行えます。
ELF_C_RDWR は、アーカイブメンバーについては無効です。ref がヌルでない場合、
ELF_C_RDWR コマンドを使ってファイルを作成しておかなければなりません。

ELF_C_WRITE プログラムで、おそらく新しいファイルを作成するために、前のファイル内容を無視する
ようにしたい場合は、cmd をこの値に設定する必要があります。このコマンドでは、ref

は無視されます。

elf_begin は、内部構造にメモリーを割り当てて、ファイルから必要な情報を読み取る場合に、あらゆる
ファイル (ゼロバイトのファイルも含む) に対して「機能」します。従って、オブジェクトファイルを読み取る
プログラムは elf_kind または elf_getehdr を呼び出して、ファイルタイプを決定できます (オブジェク
トファイルだけが ELF ヘッダーを持ちます)。ファイルが、それ以上処理するメンバーのないアーカイブで
あったり、エラーが発生した場合、elf_begin はヌルポインターを戻します。それ以外の場合、戻り値はヌ
ルでない ELF 記述子です。elf_begin を最初に呼び出す前に、プログラムは elf_version を呼び出して
バージョンを調整する必要があります。

システムサービス
ファイルを処理するときに、ライブラリはプログラムの要求に応じて、ファイルを読み取ったり書き込むタイ
ミングを決定します。通常、ライブラリは ELF 記述子が有効の間、ファイル記述子が使用できるものと想定
します。ただし、プログラムが多くのファイルを同時に処理しなければならず、しかも、オープンしている
ファイルの数が基本オペレーティングシステムによって制限される場合、プログラムで elf_cntl を使って
ファイル記述子を再使用できるように指定できます。適切な引き数を使って elf_cntl を呼び出した後で、
プログラムはライブラリの処理に影響を与えずにファイル記述子をクローズできます。

ELF 記述子に関連付けられたデータはすべて、elf_end によって記述子の最後のアクティブ化が終了するま
で、記憶領域に割り当てられたままでいます。記述子が終了した後で、記憶領域が解放されます。このような
データを参照しようとすると、未定義の動作が起こります。このため、複数の入力 (または出力) ファイルを処
理するプログラムは、その処理が終わるまで ELF 記述子をアクティブな状態にしておかなければなりませ
ん。

注記
COFF ファイルに対して、プログラムから elf_begin を呼び出した場合、プログラムが COFF ファイルを
ELF であるかのように読み取る (書き込みは不可) ことができるように、ライブラリが COFF 構造体を等価な
ELF に変換します。この変換は、ファイルに対してではなく、メモリーイメージに対して行われます。

例
ファイルを読み取る場合のプロトタイプを、以下に示します。ファイルが単純なオブジェクトファイルの場
合、プログラムはループを 1 回実行して、2 回目の繰り返しでヌル記述子を受け取ります。この場合、elf

と arf にはどちらも同じ値が指定され、アクティブ化のカウント数は 2 となり、プログラムは elf_end を
2 回呼び出して記述子を終了させます。ファイルがアーカイブの場合、ループによってすべてのアーカイブメ
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ンバーが順番に処理され、オブジェクトファイルでないものは無視されます。

if (elf_version(EV_CURRENT) == EV_NONE)

{

/* library out of date */

/* recover from error */

}

cmd = ELF_C_READ;

arf = elf_begin(fildes, cmd, (Elf *)0);

while ((elf = elf_begin(fildes, cmd, arf)) != 0)

{

if ((ehdr = elf32_getehdr(elf)) != 0)

{

/* process the file . . . */

}

cmd = elf_next(elf);

elf_end(elf);

}

elf_end(arf);

また、次の例にランダムアーカイブ処理を示します。ファイルをアーカイブと識別した後で、プログラムは該
当するアーカイブメンバーを繰り返し処理します。この例では、分かりやすくするためにエラーチェックを省
略し、単純なオブジェクトファイルを無視しています。更に、この例ではすべてのアーカイブメンバーに対し
て ELF 記述子を保存していますが、その理由は、elf_end を呼び出してその ELF 記述子を終了していない
ためです。

elf_version(EV_CURRENT);

arf = elf_begin(fildes, ELF_C_READ, (Elf *)0);

if (elf_kind(arf) != ELF_K_AR)

{

/* not an archive */

}

/* initial processing */

/* set offset = . . . for desired member header */

while (elf_rand(arf, offset) == offset)

{

if ((elf = elf_begin(fildes, ELF_C_READ, arf)) == 0)

break;

if ((ehdr = elf32_getehdr(elf)) != 0)

{

/* process archive member . . . */
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}

/* set offset = . . . for desired member header */

}

次に、新しい ELF ファイルの作成方法の概要を示します。この例は、全体の流れを示すために単純化してい
ます。

elf_version(EV_CURRENT);

fildes = open("path/name", O_RDWR|O_TRUNC|O_CREAT, 0666);

if ((elf = elf_begin(fildes, ELF_C_WRITE, (Elf *)0)) == 0)

return;

ehdr = elf32_newehdr(elf);

phdr = elf32_newphdr(elf, count);

scn = elf_newscn(elf);

shdr = elf32_getshdr(scn);

data = elf_newdata(scn);

elf_update(elf, ELF_C_WRITE);

elf_end(elf);

最後に、既存の ELF ファイルをアップデートする方法の概要を示します。この例でも、全体の流れを示すた
めに単純化しています。

elf_version(EV_CURRENT);

fildes = open("path/name", O_RDWR);

elf = elf_begin(fildes, ELF_C_RDWR, (Elf *)0);

/* add new or delete old information . . . */

close(creat("path/name", 0666));

elf_update(elf, ELF_C_WRITE);

elf_end(elf);

上記の例では、creat を呼び出したことによってファイルが縮小され、処理の結果生成されるファイルは
「適切な」サイズになります。切り捨てを行わないと、アップデートされたファイルは、情報が削除されてい
ても、オリジナルファイルと同じくらい大きなものになってしまいます。ライブラリは、可能な場合は、
ftruncate を使ってファイルを縮小します (truncate(2)

を参照)。ただし、一部のシステムでは ftruncate が使用できず、creat を呼び出すことによって、これ
に対処します。どちらのファイル作成例でも、書き込みおよび読み取り許可でファイルをオープンしている点
に注意してください。mmap をサポートしているシステムでは、ライブラリはこれを使ってパフォーマンスを
向上させており、mmap は読み取り可能なファイル記述子を必要とします。ライブラリでは書き込み専用の
ファイル記述子が使えますが、この場合、アプリケーションは mmap によるパフォーマンス上の利点を得られ
ません。
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参照
ar(4), creat(2), elf(3E), elf_cntl(3E), elf_end(3E), elf_getarhdr(3E), elf_getbase(3E), elf_getdata(3E),

elf_getehdr(3E), elf_getphdr(3E), elf_getscn(3E), elf_kind(3E), elf_next(3E), elf_rand(3E), elf_rawfile(3E),

elf_update(3E), elf_version(3E), lseek(2), mmap(2), open(2), truncate(2)
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名称
elf_cntl − ファイル記述子を制御

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

int elf_cntl(Elf *elf, Elf_Cmd cmd);

説明
elf_cntl は、ELF 記述子 elf に関連して動作を変更するようにライブラリに指示します。 elf_begin(3E) で
説明したように、ELF 記述子は複数のアクティブ化操作を行うことができ、複数の ELF 記述子で 1 つのファ
イル記述子を共有できます。一般に、 elf_cntl コマンドは elf のすべてのアクティブ化操作に適用できま
す。更に、ELF 記述子がアーカイブファイルに関連付けられている場合は、そのアーカイブファイル内のメン
バーの記述子も、以下に説明するように影響を受けます。特に規定のない限り、アーカイブメンバーに対する
操作によって、それを含んでいるアーカイブの記述子が影響を受けることはありません。

cmd 引き数は取るべきアクションを指示し、次の値を使うことができます。

ELF_C_FDDONE この値は、 elf に関連付けられたファイル記述子を使わないようにライブラリに指示しま
す。プログラムが、使用したい情報をすべて要求しており、ファイルの残りを読み取る
オーバーヘッドを避けたい場合には、このコマンドを使わなければなりません。完了した
すべての操作のメモリーはそのまま有効ですが、セクションに対する最初の elf_get-

data のように、それ以降のファイル操作は、データがメモリーに入っていない場合は異
常終了します。

ELF_C_FDREAD このコマンドは ELF_C_FDDONE と似ていますが、ファイルの残りをライブラリに強制的
に読み取らせる点が異なります。プログラムは、ファイル記述子をクローズしなければな
らないにもかかわらず、必要なデータをファイルからまだ全部読み取っていない場合に、
このコマンドを使う必要があります。 elf_cntl によって ELF_C_FDREAD コマンドを
完了した後に、 elf_getdata などの将来の操作を行う場合は、ファイルのメモリー
バージョンを使用するので、ファイル記述子を使う必要はありません。

elf_cntl が正常終了すると、ゼロを戻します。それ以外の場合は elf がヌルであったり、エラーが発生して
おり、この関数は -1 を戻します。

注意
プログラムで「raw」操作を使いたい場合 (elf_getdata(3E) に説明する elf_rawdata 、および elf_raw-

file(3E) を参照)、 ELF_C_FDDONE または ELF_C_FDREAD を使ってファイル記述子を使用不能にした後で、
前もって raw 操作を明示的に実行しなければなりません。そうしないと、raw ファイル操作は異常終了しま
す。 elf_rawfile を呼び出すとイメージ全体が使用できるようになるため、後続の elf_rawdata 呼び出
しもサポートされます。
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参照
elf(3E), elf_begin(3E), elf_getdata(3E), elf_rawfile(3E)
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名称
elf_end − オブジェクトファイルの使用を終了

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

int elf_end(Elf *elf);

説明
プログラムは elf_end を使って ELF 記述子 elf を終了し、その記述子に関連付けられているデータを割り
当て解除します。プログラムが記述子を終了するまで、データは割り当てられたままです。 elf は以前に
elf_begin によって戻された値でなければなりません。エラー処理を簡単にするために、ヌルポインターを
引き数として使用できます。プログラムで ELF 記述子に関連付けられているデータをファイルに書き込むよ
うにしたい場合は、 elf_update を使った後で elf_end を呼び出します。

elf_begin(3E) で説明したように、記述子には複数のアクティブ化操作を指定できます。 elf_end を呼び出
すと、1 回のアクティブ化操作を除去して、残りのアクティブ化操作の回数が戻されます。アクティブ化操作
のカウント数がゼロになるまで、ライブラリは記述子を終了しません。従って、ゼロの戻り値は ELF 記述子
が無効になったことを意味します。

参照
elf(3E), elf_begin(3E), elf_update(3E)
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名称
elf_errmsg, elf_errno − エラー処理

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

const char *elf_errmsg(int err);

int elf_errno(void);

説明
ELF ライブラリ関数が異常終了した場合、プログラムは elf_errno を呼び出してライブラリの内部エラー
番号を取り出します。副次効果として、この関数は内部エラー番号をゼロにリセットして、エラーがないこと
を示します。

elf_errmsg はエラー番号 err を取り、問題を記述したヌル終了エラーメッセージ (後続の改行がないもの)

を戻します。ゼロの err は、最新のエラーメッセージを取り出します。エラーが生じなかった場合、戻り値は
ヌルポインター (ヌル文字列へのポインターではない) になります。-1 の err を使っても最新のエラーを取り
出しますが、エラーが発生しなかった場合でもヌル以外の戻り値が保証される点が異なります。指定された番
号にメッセージがない場合、 elf_errmsg は適切なメッセージへのポインターを戻します。この関数には、
内部エラー番号をクリアするという副次効果はありません。

例
次の例では、内部エラー番号をクリアし、後でエラーがないかチェックします。最初に elf_errno を呼び出
した後でエラーが発生しない限り、2 回目の呼び出しでゼロを戻します。

(void)elf_errno();

while (more_to_do)

{

/* processing ... */

if ((err = elf_errno()) != 0)

{

msg = elf_errmsg(err);

/* print msg */

}

}

参照
elf(3E), elf_version(3E)
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名称
elf_fill − フィルバイトを設定

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

void elf_fill(int fill);

説明
ELF ファイルにはデータの整列型式上の制約があるため、「ホール」の存在が必要な場合があります。例え
ば、8 バイトの境界上から開始するのにあるセクションのデータが必要であっても、その前のセクションが
「短すぎる」場合には、ライブラリは仲介バイトを埋め込まなければなりません。これらのバイトは、フィル
文字に設定されています。アプリケーションによって値が与えられるまで、ライブラリはゼロバイトを使用し
ます。このようなホールについては、 elf_getdata(3E) を参照してください。

注意
アプリケーションは、 ELF_F_LAYOUT ビットを設定することによって、オブジェクトファイル編成の制御を
引き受けることができます (elf_flag(3E) を参照)。この処理が行われると、ライブラリはホールを埋め込みま
せん。

参照
elf(3E), elf_getdata(3E), elf_flag(3E), elf_update(3E)
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名称
elf_flagdata, elf_flagehdr, elf_flagelf, elf_flagphdr, elf_flagscn, elf_flagshdr − フラグを操作

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

unsigned elf_flagdata(Elf_Data *data, Elf_Cmd cmd, unsigned flags);

unsigned elf_flagehdr(Elf *elf, Elf_Cmd cmd, unsigned flags);

unsigned elf_flagelf(Elf *elf, Elf_Cmd cmd, unsigned flags);

unsigned elf_flagphdr(Elf *elf, Elf_Cmd cmd, unsigned flags);

unsigned elf_flagscn(Elf_Scn *scn, Elf_Cmd cmd, unsigned flags);

unsigned elf_flagshdr(Elf_Scn *scn, Elf_Cmd cmd, unsigned flags);

説明
これらの関数は、ELF ファイルのさまざまな構造に関連付けられたフラグを操作します。ELF 記述子 elf 、
データ記述子 data 、またはセクション記述子 scn を指定した場合に、関数は関連したステータスビットを設
定またはクリアして、アップデートされたビットを戻します。エラー処理を簡単にするために、ヌル記述子を
使用できますが、その場合すべての関数はゼロを戻します。

cmd には、次の値が使用できます。

ELF_C_CLR 関数は flags で指定されたビットをクリアします。 flags 内の非ゼロビットだけがクリア
されます。ゼロビットによって、記述子のステータスが変わることはありません。

ELF_C_SET 関数は flags で指定されたビットを設定します。 flags 内の非ゼロビットだけが設定され
ます。ゼロビットによって、記述子のステータスが変わることはありません。

次に、定義済みフラグビットについて説明します。

ELF_F_DIRTY プログラムが ELF ファイルを書き込もうとすると、このフラグはファイルの関連情報の
書き込みを指示します。従って、例えば、プログラムが既存ファイルの ELF ヘッダーを
アップデートしたい場合には、このビットを flags で設定し、 ELF_C_SET に cmd を設
定した状態で elf_flagehdr を呼び出します。後で elf_update を呼び出すと、マー
クしたヘッダーがファイルに書き込まれます。

ELF_F_LAYOUT 通常、ライブラリは出力ファイルの扱い方を決定します。つまり、セクションをどこに置
くか、セクションをファイル内にどのように整列させるかなどを自動的に決定します。こ
のビットが ELF 記述子に対して設定されている場合、プログラムはすべてのファイル位
置を決定します。このビットは elf_flagelf だけに意味があり、記述子に関連付けら
れたファイル全体に適用されます。

フラグビットがある項目に対して設定されている場合、すべての副項目に対して、そのフラグビットが適用さ
れます。従って、例えばプログラムが elf_flagelf と一緒に ELF_F_DIRTY ビットを設定した場合、論理
ファイル全体に「適用」されます。
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例
次の例は、出力ファイルに書き込む ELF ヘッダーにマークを付ける方法を示しています。

ehdr = elf32_getehdr(elf);

/* dirty ehdr . . . */

elf_flagehdr(elf, ELF_C_SET, ELF_F_DIRTY);

参照
elf(3E), elf_end(3E), elf_getdata(3E), elf_getehdr(3E), elf_update(3E)
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名称
elf32_fsize, elf64_fsize − それぞれ、elf32 ファイルのオブジェクトファイル タイプのサイズを戻し、elf64

ファイルのオブジェクトファイルタイプのサイズを戻す

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

size_t elf32_fsize(Elf_Type type, size_t count, unsigned ver);

size_t elf64_fsize(Elf_Type type, size_t count, unsigned ver);

説明
elf32_fsize は、指定された型の count データオブジェクトの 32 ビットファイル表現のサイズをバイト数
で指定します。ライブラリはバージョン ver を使ってサイズを計算します (elf (3E) および elf_version(3E) を
参照)。

基本型のサイズには定数値が使用できます。

Elf_Type ファイルサイズ メモリーサイズ

ELF_T_ADDR ELF32_FSZ_ADDR sizeof(Elf32_Addr)

ELF_T_BYTE 1 sizeof(unsigned char)

ELF_T_HALF ELF32_FSZ_HALF sizeof(Elf32_Half)

ELT_T_OFF ELF32_FSZ_OFF sizeof(Elf32_Off)

ELF_T_SWORD ELF32_FSZ_SWORD sizeof(Elf32_Sword)

ELF_T_WORD ELF32_FSZ_WORD sizeof(Elf32_Word)

type または ver の値が不明の場合、 elf32_fsize はゼロを戻します。 type 値のリストについては、
elf_xlate(3E) を参照してください。

elf64_fsize は、指定された型の count データオブジェクトの 64 ビットファイル表現のサイズをバイト数
で指定します。ライブラリはバージョン ver を使ってサイズを計算します (elf (3E) および elf_version(3E) を
参照)。

基本型のサイズには定数値が使用できます。

Elf_Type ファイルサイズ メモリーサイズ

ELF_T_ADDR ELF64_FSZ_ADDR sizeof(Elf64_Addr)

ELF_T_BYTE 1 sizeof(unsigned char)

ELF_T_HALF ELF64_FSZ_HALF sizeof(Elf64_Half)

ELT_T_OFF ELF64_FSZ_OFF sizeof(Elf64_Off)

ELF_T_SWORD ELF64_FSZ_SWORD sizeof(Elf64_Sword)

ELF_T_WORD ELF64_FSZ_WORD sizeof(Elf64_Word)

type または ver の値が不明の場合、 elf64_fsize はゼロを戻します。 type 値のリストについては、
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elf_xlate(3E) を参照してください。

参照
elf(3E), elf_version(3E), elf_xlate(3E)
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名称
elf_getarhdr − アーカイブメンバーヘッダーを取り出す

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

Elf_Arhdr *elf_getarhdr(Elf *elf);

説明
ELF 記述子 elf に使えるものがあれば、 elf_getarhdr はアーカイブメンバーヘッダーへのポインターを 1

つ戻します。ポインターを戻さない場合は、アーカイブメンバーヘッダーがないか、エラーが発生したか、ま
たは elf がヌルであったと考えられます。その場合、 elf_getarhdr はヌル値を戻します。ヘッダーには、
次のメンバーが含まれます。

char *ar_name;

time_t ar_date;

long ar_uid;

long ar_gid;

unsigned long ar_mode;

off_t ar_size;

char *ar_rawname;

ar_name によって得られるアーカイブメンバー名はヌル終了文字列であり、 ar フォーマット制御文字を除
去したものです。 ar_rawname メンバーには、ファイル内の制御文字列を除去しない、オリジナルのメン
バー名がヌル付きで保持されており、アーカイブフォーマットで指定されたように終了スラッシュと後続の空
白が含まれています。

「通常の」アーカイブメンバーの他に、アーカイブフォーマットでは特殊なメンバーがいくつか定義されてい
ます。特殊メンバー名はすべてスラッシュ (/) で始まり、通常のメンバー (その名前にはスラッシュは含まれ
ません) と区別しています。特殊メンバーには、以下に定義する名前 (ar_name) が付いています。

/ これは、アーカイブ シンボルテーブルです。これが存在する場合は、最初のアーカイブメンバーにな
ります。プログラムは、 elf_getarsym を通してアーカイブ シンボルテーブルにアクセスできま
す。シンボルテーブル内の情報は、アーカイブのランダム処理の場合に役立ちます (elf_rand(3E) を参
照)。

// このメンバーが存在する場合、これには長いアーカイブメンバー名用の文字列テーブルが保持されま
す。アーカイブメンバーのヘッダーには名前用に 16 バイトの領域がありますが、これは一部のファイ
ルシステムでは超過することもあります。ライブラリは文字列テーブルから自動的に長いメンバー名
を取り出して、 ar_name を適切な値に設定します。

一部のエラー状況では、メンバーの名前が使えないことがあります。この場合、ライブラリは ar_name にヌ
ルポインターを設定しますが、 ar_rawname メンバーは通常通りに設定されます。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 467



elf_getarhdr(3E) elf_getarhdr(3E)

参照
ar(4), elf(3E), elf_begin(3E), elf_getarsym(3E), elf_rand(3E)
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名称
elf_getarsym() − アーカイブシンボルテーブルを取り出す

構文
cc [flag...] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

Elf_Arsym *elf_getarsym(Elf *elf, size_t *ptr);

説明
elf_getarsym() は、ELF 記述子 elf に使用できるアーカイブ シンボルテーブルがある場合、それに対
するポインターを戻します。アーカイブにシンボルテーブルがなかったり、エラーが発生したり、または elf

がヌルの場合には、elf_getarsym はヌル値を戻します。シンボルテーブルは構造体の配列であり、次のメ
ンバーが含まれます。

char *as_name;

size_t as_off;

unsigned long as_hash;

これらのメンバーは、次のセマンティックスを持っています。

as_name ヌル終了の記号名へのポインターは、ここに常駐します。

as_off この値は、アーカイブの先頭からメンバーのヘッダーまでのバイトオフセットです。指定され
たオフセットに常駐しているアーカイブメンバーが、関連する記号を定義します。as_off

の値を elf_rand への引き数として渡して、目的のアーカイブメンバーにアクセスすること
ができます。

as_hash これは、elf_hash によって計算された、名前のハッシュ値です。

ptr がヌル以外の場合、ライブラリはテーブルエントリーの数を、ptr が指し示す位置に保存します。戻り値が
ヌルの場合、この値はゼロに設定されます。カウントに含まれているテーブルの最後のエントリーは、ヌルの
as_name、as_off に対するゼロ値、および、as_hash に対する ˜0UL を示します。

参照
elf(3E), elf_getarhdr(3E), elf_hash(3E), elf_rand(3E), ar(4)
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名称
elf_getbase − オブジェクトファイルの基底オフセットを入手

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

off_t elf_getbase(Elf *elf);

説明
elf_getbase は、 elf に関連付けられたファイルまたはアーカイブメンバーの第 1 バイトのファイルオフ
セットが認識されていたり、または入手可能な場合には、それを戻し、そうでない場合は -1 を戻します。エ
ラー処理を簡単にするために、ヌルの elf が使用できます。この場合の戻り値は -1 です。アーカイブメンバー
の基底オフセットは、そのメンバーの情報の先頭であり、アーカイブ メンバーヘッダーの先頭ではありませ
ん。

参照
ar(4), elf(3E), elf_begin(3E)
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名称
elf_getdata, elf_newdata, elf_rawdata − セクションデータを取得

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

Elf_Data *elf_getdata(Elf_Scn *scn, Elf_Data *data);

Elf_Data *elf_newdata(Elf_Scn *scn);

Elf_Data *elf_rawdata(Elf_Scn *scn, Elf_Data *data);

説明
これらの関数は、セクション記述子 scn に関連付けられたデータにアクセスして、操作します。既存のファイ
ルを読み取る場合、セクションはファイルに１つのデータバッファーを関連付けます。ただし、プログラムは
複数のデータバッファーから新しいデータを構成して、新しいセクションを個別に作成できます。このため、
セクションの「その」データはバッファーのリストとして表示され、各バッファーはデータ記述子を通して使
用できます。

elf_getdata を使うことによって、プログラムはセクションのデータリスト全体を処理します。着信データ
記述子 data がヌルの場合、この関数はセクションに関連付けられた最初のバッファーを返します。そうでな
い場合、 data は scn に関連付けられたデータ記述子でなければならず、プログラムにはこの関数からセク
ションの次のデータ要素へのアクセスが与えられます。 scn がヌルであったり、エラーが発生した場合、
elf_getdata はヌルポインターを返します。

elf_getdata は、データをファイル表現からメモリー表現に変換し (elf_xlate(3E) を参照)、ファイルのクラ
スに基づいて、オブジェクトをメモリーデータ型と一緒にプログラムに提供します (elf (3E) を参照)。作業ラ
イブラリバージョン (elf_version(3E) を参照) は、プログラムが elf_getdata を使って提供したいメモリー
構造のバージョンを指定します。

elf_newdata はセクション用に新しいデータ記述子を作成し、そのセクションにすでに関連付けられている
どのデータにもそれを付加します。次に説明するように、この新しいデータ記述子は空として表示され、要素
にデータがないことを示します。便宜上、記述子の型 (d_type 以下) は ELF_T_BYTE に設定されており、
バージョン (d_version 以下) は作業バージョンに設定されています。プログラムは、必要に応じて記述子を
設定 (または変更) しなければなりません。この関数はセクションのデータに対して ELF_F_DIRTY ビットを
暗黙に設定します (elf_flag(3E) を参照)。 scn がヌルであったり、エラーが発生した場合には、 elf_new-

data はヌルポインターを返します。

elf_rawdata は、セクション型には関係なく、未解釈のバイトだけを返す点が elf_getdata と異なりま
す。この関数は通常は、読み取り中のファイルからセクションイメージを取り出すためだけに、また、プログ
ラムが以下に説明する自動データ変換を避けなければならない場合だけに使用します。さらに、プログラム
は、最初の raw 操作の前に elf に関連付けられているファイル記述子をクローズまたは使用不能にすることは
できません (elf_cntl(3E) を参照)。その理由は、 elf_rawdata は、 elf_getdata のに影響しないように
ファイルからデータを読み取っている場合があるからです。ファイル全体に適用される関連機能については、
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elf_rawfile(3E) を参照してください。 elf_getdata で正しく変換できる場合には、 elf_rawdata よりも
それを使うことをお勧めします。 scn がヌルであったり、エラーが発生した場合、 elf_rawdata はヌルポ
インターを返します。

Elf_Data 構造には、次のメンバーが含まれています。

Elf_Void *d_buf;

Elf_Type d_type;

Elf64_Xword d_size;

Elf64_Off d_off;

Elf64_Xword d_align;

unsigned d_version;

プログラムは、これらのメンバーを使って直接操作します。次に、それぞれについて説明します。

d_buf データバッファーへのポインターはここに常駐します。データのないデータ要素は、ヌルポイ
ンターを持ちます。

d_type このメンバーの値によって、 d_buf が指し示すデータの型が指定されます。セクションの型
は、次に要約するように、セクションの内容を解釈する方法を決定します。

d_size このメンバーには、データが占有しているメモリーの合計サイズ (バイト数) が保持されま
す。このサイズは、ファイルで表されるサイズと異なる場合があります。データが存在しない
場合、サイズはゼロになります。(詳しくは、以下の SHT_NOBITS の説明を参照してくださ
い。)

d_off このメンバーは、バッファーが常駐しているセクション内でオフセットを指定します。このオ
フセットは、メモリーオブジェクトのセクションではなく、ファイルのセクションに関連する
ものです。

d_align このメンバーには、バッファーが必要とするセクションの先頭からのデータ整列型式が保持さ
れます。つまり、 d_off はこのメンバーの値の倍数になります。たとえば、このメンバーの
値が４であれば、バッファーの先頭はセクション内で４バイトで整列されます。さらに、セク
ション全体はその構成要素の最大値に合わせて整列されるため、バッファーはセクション内と
ファイル内で適切に整列できます。

d_version このメンバーには、バッファー内のオブジェクトのバージョン番号が保持されます。ライブラ
リが最初にオブジェクトファイルからデータを読み取るときに、ライブラリは作業バージョン
を使ってメモリーオブジェクトへの変換を制御します。

データの整列型式
前述したように、データバッファーにはセクション内に明示的な整列型式上の制約があります。そのため、隣
同士のバッファーが隣接していない場合があり、セクションの中に「ホール」が生じます。出力ファイルを作
成するプログラムは、２通りの方法でこのようなホールに対処します。

第１に、プログラムは elf_fill を使って、仲介バイトの設定方法をライブラリに指示することができま
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す。ファイルの中にギャップを生じなければならない場合、ライブラリはフィルバイトを使ってそこでデータ
を初期化します。ライブラリの初期フィル値はゼロであり、アプリケーションが elf_fill を使ってこの値
を変更できるようにしています。

第２に、アプリケーションは、ギャップを埋める独自のデータバッファーを生成して、作成中のセクションに
適した値でギャップを埋め込むことができます。プログラムは、セクションごとに別々のフィル値を使用する
こともできます。たとえば、テキストセクションのバイトを操作なし手順に設定し、その間にデータセクショ
ンのホールをゼロで埋めていきます。この方法を使うと、アプリケーションがホールを削除するので、ライブ
ラリには埋めるべきホールが見つかりません。

セクション型とメモリー型
elf_getdata は、 elf_getshdr(3E) の使用できるセクションヘッダーで説明したように、セクション型に
従ってセクションのデータを解釈します。次の表に、セクション型と、ライブラリが 32 ビットファイルのク
ラス用のメモリーデータ型を使ってセクション型を表記する方法を示します。その他のクラスにも、同様の表
があります。メモリーデータ型は、暗黙のうちに、 elf_xlate(3E) によって変換を制御します。

セクション型 Elf_Type 32 ビット型

SHT_DYNAMIC ELF_T_DYN Elf32_Dyn

SHT_DYNSYM ELF_T_SYM Elf32_Sym

SHT_HASH ELF_T_WORD Elf32_Word

SHT_NOBITS ELF_T_BYTE unsigned char

SHT_NOTE ELF_T_BYTE unsigned char

SHT_NULL なし なし
SHT_PROGBITS ELF_T_BYTE unsigned char

SHT_REL ELF_T_REL Elf32_Rel

SHT_RELA ELF_T_RELA Elf32_Rela

SHT_STRTAB ELF_T_BYTE unsigned char

SHT_SYMTAB ELF_T_SYM Elf32_Sym

その他 ELF_T_BYTE unsigned char

elf_rawdata は、型 ELF_T_BYTE のバッファーを作成します。

前述したように、プログラムの作業バージョンはライブラリがアプリケーション用にどの構造を作成するかを
制御します。ライブラリは、同じように、バージョンに従ってセクション型を解釈します。セクション型が
「属している」バージョンがアプリケーションの作業バージョンよりも新しい場合、ライブラリはセクション
データを変換しません。この場合、アプリケーションはデータフォーマットを認識できないため、ライブラリ
は型 ELF_T_BYTE の未変換バッファーを提供します。これは、ちょうど認識されていないセクション型に対
して行うことと同じです。

特殊な型 SHT_NOBITS を持つセクションは、セクションヘッダーが非ゼロサイズを示していても、オブジェ
クトファイルの中にスペースを占めていません。 elf_getdata および elf_rawdata はこのようなセク
ションに対して「作用」し、ヌル バッファーポインターと上記の型を持つように data 構造を設定します。
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データは存在しませんが、 d_size 値はセクションヘッダーからのサイズに設定されます。プログラムが
SHT_NOBITS 型の新しいセクションを作成しているときは、 elf_newdata を使ってセクションにデータ
バッファーを追加しなければなりません。これらの「空の」データバッファーでは、 d_size メンバーを目
的のサイズに設定し、 d_buf メンバーをヌルに設定する必要があります。

例
次のフラグメントでは、セクション名を保持している文字列テーブルを入手します (エラーチェックは無視し
ています)。文字列テーブルのさまざまな処理方法については、 elf_strptr(3E) を参照してください。

ehdr = elf32_getehdr(elf);

scn = elf_getscn(elf, (size_t)ehdr->e_shstrndx);

shdr = elf32_getshdr(scn);

if (shdr->sh_type != SHT_STRTAB)

{

/* not a string table */

}

data = 0;

if ((data = elf_getdata(scn, data)) == 0

|| data->d_size == 0)

{

/* error or no data */

}

ELF ヘッダー内の e_shstrndx メンバーは、文字列テーブルのセクションテーブル索引を保持します。プロ
グラムはそのセクションのセクション記述子を入手して、それが文字列テーブルであることを確認した後で、
データを取り出します。このフラグメントが終了すると、 data−>d_buf は文字列テーブルの最初のバイト
を指し示し、 data−>d_size は文字列テーブルのバイト数によるサイズを保持します。

参照
elf(3E), elf_cntl(3E), elf_fill(3E), elf_flag(3E), elf_getehdr(3E), elf_getscn(3E), elf_getshdr(3E), elf_raw-

file(3E), elf_strptr(3E), elf_version(3E), elf_xlate(3E)

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



elf_getehdr(3E) elf_getehdr(3E)

名称
elf32_getehdr(), elf32_newehdr(), elf64_getehdr(), elf64_newehdr − elf32 ファイルおよび elf64 ファイル用
にそれぞれ、クラス依存のオブジェクトファイルを取り出す

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

Elf32_Ehdr *elf32_getehdr(Elf *elf);

Elf32_Ehdr *elf32_newehdr(Elf *elf);

Elf64_Ehdr *elf64_getehdr(Elf *elf);

Elf64_Ehdr *elf64_newehdr(Elf *elf);

説明
32ビットクラスのファイルに対して、elf32_getehdr は、ELF 記述子 elf 用に ELF ヘッダーがある場合
は、その ELF ヘッダーへのポインターを戻します。記述子用にヘッダーがない場合は、elf32_newehdr は
「空の」ものを割り当てますが、そうしない場合には、これは elf32_getehdr と同じ動作をします。既に
1 つ存在している場合は、新しいヘッダーを割り当てません。ヘッダーが存在しない場合 (elf_getehdr の
場合)、ヘッダーを作成できない場合 (elf_newehdr の場合)、システムエラーが発生した場合、ファイルが
32ビットクラスのファイルでない場合、または、elf がヌルの場合は、どちらの関数もヌルポインターを戻し
ます。ヘッダーには、次のメンバーが含まれます。

unsigned char e_ident[EI_NIDENT];

Elf32_Half e_type;

Elf32_Half e_machine;

Elf32_Word e_version;

Elf32_Addr e_entry;

Elf32_Off e_phoff;

Elf32_Off e_shoff;

Elf32_Word e_flags;

Elf32_Half e_ehsize;

Elf32_Half e_phentsize;

Elf32_Half e_phnum;

Elf32_Half e_shentsize;

Elf32_Half e_shnum;

Elf32_Half e_shstrndx;

elf32_newehdr は自動的に ELF_F_DIRTY ビットを設定します (elf_flag(3E) を参照 )。プログラムは
elf_getident を使って、ファイルから識別バイトを調べることができます。

64ビットクラスのファイルに対して、elf64_getehdr は、ELF 記述子 elf 用に ELF ヘッダーがある場合
は、その ELF ヘッダーへのポインターを戻します。記述子用にヘッダーがない場合は、elf64_newehdr は
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「空の」ものを割り当てますが、そうしない場合には、これは elf64_getehdr と同じ動作をします。既に
1 つ存在している場合は、新しいヘッダーを割り当てません。ヘッダーが存在しない場合 (elf_getehdr の
場合)、ヘッダーを作成できない場合 (elf_newehdr の場合)、システムエラーが発生した場合、ファイルが
64ビットクラスのファイルでない場合、または、elf がヌルの場合は、どちらの関数もヌルポインターを戻し
ます。ヘッダーには、次のメンバーが含まれます。

unsigned char e_ident[EI_NIDENT];

Elf64_Half e_type;

Elf64_Half e_machine;

Elf64_Word e_version;

Elf64_Addr e_entry;

Elf64_Off e_phoff;

Elf64_Off e_shoff;

Elf64_Word e_flags;

Elf64_Half e_ehsize;

Elf64_Half e_phentsize;

Elf64_Half e_phnum;

Elf64_Half e_shentsize;

Elf64_Half e_shnum;

Elf64_Half e_shstrndx;

elf64_newehdr は自動的に ELF_F_DIRTY ビットを設定します (elf_flag(3E) を参照 )。プログラムは
elf_getident を使って、ファイルから識別バイトを調べることができます。

参照
elf(3E), elf_begin(3E), elf_flag(3E), elf_getident(3E)
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名称
elf_getident − ファイル識別データを取り出す

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

char *elf_getident(Elf *elf, size_t *ptr);

説明
elf (3E) で説明したように、ELF はファイルの各種クラス用にフレームワークを提供します。この場合、基本
的なオブジェクトは 32 ビット、64 ビットなどです。このような相違を調整するために、大きいサイズを小さ
いマシンで強制的に使うことはせずに、ELF ファイルの初期バイトにはすべてのファイルクラスに共通の識別
情報が保持されます。すべての ELF ヘッダーの e_ident には EI_NIDENT バイトがあり、それぞれ次のよ
うに解釈されます。

e_ident の添え字 値 目的

EI_MAG0 ELFMAG0 ファイル識別
EI_MAG1 ELFMAG1

EI_MAG2 ELFMAG2

EI_MAG3 ELFMAG3

EI_CLASS ELFCLASSNONE ファイルクラス
ELFCLASS32

ELFCLASS64

EI_DATA ELFDATANONE データ符号化
ELFDATA2LSB

ELFDATA2MSB

EI_VERSION EV_CURRENT ファイルバージョン

EI_OSABI ELFOSABI_NONE OS/ABI 識別
ELFOSABI_HPUX

EI_ABIVERSION 0 ABI バージョン
1

EI_PAD パディングバイトの開始

10-15 0 未使用、ゼロに設定

他の種類のファイル (elf_kind(3E) を参照) にも識別データがありますが、それは e_ident には準拠しませ
ん。

elf_getident は、ファイルの「初期バイト」へのポインターを返します。ライブラリがファイルを認識し
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た場合、ファイルイメージからメモリーイメージへの変換が行われることがあります。いずれにしても、初期
バイトは変更できないように保証されています。ただし、未変更領域のサイズは、ファイルタイプによって異
なります。 ptr がヌル以外の場合、ライブラリは ptr が指し示す位置に識別バイト数を保存します。データが
存在しない場合、 elf がヌルの場合、またはエラーが発生した場合には、戻り値はヌルポインターとなり、ゼ
ロは ptr を通して任意に保存されます。

参照
elf(3E), elf_begin(3E), elf_getehdr(3E), elf_kind(3E), elf_rawfile(3E)
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名称
elf32_getphdr, elf32_newphdr, elf64_getphdr, elf64_newphdr − それぞれ elf32 ファイルと elf64 ファイル用
に、クラス依存プログラムのヘッダーテーブルを取り出す

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

Elf32_Phdr *elf32_getphdr(Elf *elf);

Elf32_Phdr *elf32_newphdr(Elf *elf, size_t count);

Elf64_Phdr *elf64_getphdr(Elf *elf);

Elf64_Phdr *elf64_newphdr(Elf *elf, size_t count);

説明
32 ビットクラスのファイルに対して、 elf32_getphdr は、ELF 記述子 elf にプログラム実行ヘッダーテー
ブルがある場合は、それに対するポインターを返します。

elf32_newphdr は、前に１つ存在していたかどうかには関係なく、 count 個のエントリーのある新しい
テーブルを割り当てて、そのテーブル用に ELF_F_DIRTY ビットを設定します (elf_flag(3E) を参照)。ゼロの
count を指定すると、既存のテーブルが削除されます。この動作は、 elf32_newehdr の動作とは異なり
(elf_getehdr(3E) を参照)、プログラムはプログラムヘッダーテーブルを置換または削除することができ、必要
に応じてそのサイズを変更できます。

プログラムヘッダーテーブルが存在しない場合、ファイルが 32 ビットクラスのファイルでない場合、エラー
が発生した場合、または elf がヌルの場合は、どちらの関数もヌルポインターを返します。さらに、 count が
ゼロの場合、 elf32_newphdr はヌルポインターを返します。

このテーブルは Elf32_Phdr 構造体の配列であり、それぞれの構造体には次のメンバーが含まれます。

Elf32_Word p_type;

Elf32_Off p_offset;

Elf32_Addr p_vaddr;

Elf32_Addr p_paddr;

Elf32_Word p_filesz;

Elf32_Word p_memsz;

Elf32_Word p_flags;

Elf32_Word p_align;

ELF ヘッダーの e_phnum メンバーは、プログラム ヘッダーテーブルにあるエントリー数を知らせます
(elf_getehdr(3E) を参照 )。プログラムはこの値を調べて、既存のテーブルのサイズを決定できます。
elf32_newphdr は自動的にこのメンバーの値を count に設定します。プログラムが新しいファイルを作成
している場合は、ファイルの ELF ヘッダーを作成してから、プログラム ヘッダーテーブルを作成しなければ
なりません。
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64 ビットクラスのファイルに対して、 elf64_getphdr は、ELF 記述子 elf にプログラム実行ヘッダーテー
ブルがある場合は、それに対するポインターを返します。

elf64_newphdr は、前に１つ存在していたかどうかには関係なく、 count 個のエントリーのある新しい
テーブルを割り当てて、そのテーブル用に ELF_F_DIRTY ビットを設定します (elf_flag(3E) を参照)。ゼロの
count を指定すると、既存のテーブルが削除されます。この動作は、 elf64_newehdr の動作とは異なり
(elf_getehdr(3E) を参照)、プログラムはプログラムヘッダーテーブルを置換または削除することができ、必要
に応じてそのサイズを変更できます。

プログラムヘッダーテーブルが存在しない場合、ファイルが 64 ビットクラスのファイルでない場合、エラー
が発生した場合、または elf がヌルの場合は、どちらの関数もヌルポインターを返します。さらに、 count が
ゼロの場合、 elf64_newphdr はヌルポインターを返します。

このテーブルは Elf64_Phdr 構造体の配列であり、それぞれの構造体には次のメンバーが含まれます。

Elf64_Word p_type;

Elf64_Off p_offset;

Elf64_Addr p_vaddr;

Elf64_Addr p_paddr;

Elf64_Xword p_filesz;

Elf64_Xword p_memsz;

Elf64_Word p_flags;

Elf64_Xword p_align;

ELF ヘッダーの e_phnum メンバーは、プログラム ヘッダーテーブルにあるエントリー数を知らせます
(elf_getehdr(3E) を参照 )。プログラムはこの値を調べて、既存のテーブルのサイズを決定できます。
elf64_newphdr は自動的にこのメンバーの値を count に設定します。プログラムが新しいファイルを作成
している場合は、ファイルの ELF ヘッダーを作成してから、プログラム ヘッダーテーブルを作成しなければ
なりません。

参照
elf(3E), elf_begin(3E), elf_flag(3E), elf_getehdr(3E)
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名称
elf_getscn(), elf_ndxscn(), elf_newscn(), elf_nextscn − セクション情報を入手

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

Elf_Scn *elf_getscn(Elf *elf, size_t index);

size_t elf_ndxscn(Elf_Scn *scn);

Elf_Scn *elf_newscn(Elf *elf);

Elf_Scn *elf_nextscn(Elf *elf, Elf_Scn *scn);

説明
これらの関数は、ELF 記述子 elf に関連付けられたセクションに添え字付きの順次アクセスを提供します。プ
ログラムが新しいファイルを作成している場合は、ファイルの ELF ヘッダーを作成した後でセクションを作
成しなければなりません。elf_getehdr(3E) を参照してください。

elf_getscn は、ファイルのセクションヘッダーテーブルに添え字を付けてセクション記述子を戻します。
最初の「実際の」セクションの添え字は 1 です。プログラムは 添え字がゼロのセクションに対しても、セク
ション記述子を設定できますが (SHN_UNDEF 、未定義セクション)、このセクションにデータはなく、セク
ションヘッダーは (存在していても)「空」です。指定されたセクションが存在しない場合、エラーが発生した
場合、または elf がヌルの場合、elf_getscn はヌルポインターを戻します。

elf_newscn は新しいセクションを作成し、それを elf のリストに付加します。SHN_UNDEF セクションは
必須であり、アプリケーションではなく、ライブラリがこれを自動的に作成します。従って、既存のセクショ
ンのない ELF 記述子に対してはじめて elf_newscn を呼び出すと、セクション 1 の記述子が戻されます。
エラーが発生したり、elf がヌルの場合には、elf_newscn はヌルポインターを戻します。

新しいセクション記述子を作成した後で、プログラムは elf_getshdr を使って、新たに作成された「空
の」セクションヘッダーを取り出すことができます。新しいセクション記述子には、関連付けられたデータは
ありません (elf_getdata(3E) を参照)。このように新しいセクションを作成すると、ライブラリは ELF ヘッ
ダーの e_shnum メンバーをアップデートして、セクション用に ELF_F_DIRTY ビットを設定します
(elf_flag(3E) を参照)。プログラムが新しいファイルを作成している場合は、ファイルの ELF ヘッダーを作成
した後で (elf_getehdr(3E) を参照)、新しいセクションを作成しなければなりません。

elf_nextscn は既存のセクション記述子 scn を取り、次に上位のセクション用にセクション記述子を戻しま
す。 ヌルの scn を使って、1 の添え字のあるセクション用にセクション記述子を入手することもできます
(SHN_UNDEF の添え字を持つセクションを飛ばします)。それ以上セクションがなかったり、エラーが発生し
た場合には、elf_nextscn はヌルポインターを戻します。

elf_ndxscn は既存のセクション記述子 scn を取り、そのセクションテーブルの添え字を戻します。scn が
ヌルであったり、エラーが発生した場合には、elf_ndxscn は SHN_UNDEF を戻します。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 481



elf_getscn(3E) elf_getscn(3E)

例
次に、順次アクセスの例を示します。ループを通るそれぞれのパスは、ファイル内の次のセクションを処理し
ます。すべてのセクションが処理されると、ループは終了します。

scn = 0;

while ((scn = elf_nextscn(elf, scn)) != 0)

{

/* process section */

}

参照
elf(3E), elf_begin(3E), elf_flag(3E), elf_getdata(3E), elf_getehdr(3E), elf_getshdr(3E)

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



elf_getshdr(3E) elf_getshdr(3E)

名称
elf32_getshdr, elf64_getshdr − それぞれ elf32 ファイルと elf64 ファイル用にクラス依存のセクションヘッ
ダーを取り出す

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

Elf32_Shdr *elf32_getshdr(Elf_Scn *scn);

Elf64_Shdr *elf64_getshdr(Elf_Scn *scn);

説明
32 ビットクラスのファイルの場合、 elf32_getshdr は、セクション記述子 scn のセクションヘッダーへの
ポインターを返します。それ以外で、ファイルが 32 ビットクラスのファイルでなかったり、 scn がヌルで
あったり、エラーが発生した場合には、 elf32_getshdr はヌルを返します。ヘッダーには、次のメンバー
が含まれます。

Elf32_Word sh_name;

Elf32_Word sh_type;

Elf32_Word sh_flags;

Elf32_Addr sh_addr;

Elf32_Off sh_offset;

Elf32_Word sh_size;

Elf32_Word sh_link;

Elf32_Word sh_info;

Elf32_Word sh_addralign;

Elf32_Word sh_entsize;

64 ビットクラスのファイルの場合、 elf64_getshdr は、セクション記述子 scn のセクションヘッダーへの
ポインターを返します。それ以外で、ファイルが 64 ビットクラスのファイルでなかったり、 scn がヌルで
あったり、エラーが発生した場合には、 elf64_getshdr はヌルを返します。ヘッダーには、次のメンバー
が含まれます。

Elf64_Word sh_name;

Elf64_Word sh_type;

Elf64_Xword sh_flags;

Elf64_Addr sh_addr;

Elf64_Off sh_offset;

Elf64_Xword sh_size;

Elf64_Word sh_link;

Elf64_Word sh_info;

Elf64_Xword sh_addralign;
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Elf64_Xword sh_entsize;

プログラムが新しいファイルを作成している場合は、セクションを作成する前に、ファイルの ELF ヘッダー
を作成しなければなりません。

参照
elf(3E), elf_flag(3E), elf_getscn(3E), elf_strptr(3E)
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名称
elf_hash − ハッシュ値を計算

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

unsigned long elf_hash(const char *name);

説明
elf_hash は与えられた文字列(nullで終る) name のハッシュ値を算出します。戻されるハッシュ値 h は、
通常は適切な境界を確保するために h mod x を計算した後で、バケット添え字として使用できます。

ハッシュテーブルは作成するマシンと使用するマシンが異なってもかまいません。その理由は、さまざまなマ
シンの符合付き演算で相違が生じないようにするために、 elf_hash は符合なし演算を使っているからで
す。 name は上記では char* として示されていますが、 elf_hash はそれを unsigned char* として
扱って、符合拡張の相違が生じないようにします。 char* を使用すると、 elf_hash ("name") などの式と
の型の衝突がなくなります。

ELF ファイルのシンボル ハッシュテーブルは、この関数を使って計算されます (elf_getdata(3E) および
elf_xlate(3E) を参照 )。戻されるハッシュ値はすべて 1 のビットパターンではないことが保証されます
(˜0UL)。

参照
elf(3E), elf_getdata(3E), elf_xlate(3E)
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名称
elf_kind − ファイルタイプを決定

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

Elf_Kind elf_kind(Elf *elf);

説明
この関数は、ELF 記述子 elf に関連付けられたファイルの種類を識別する値を戻します。現在定義されている
値は、次の通りです。

ELF_K_AR このファイルはアーカイブです (ar(4) を参照)。ELF 記述子はアーカイブそのものではな
く、アーカイブメンバーに関連付けることもでき、それによって elf_kind はメンバーの型
を識別します。

ELF_K_ELF このファイルは ELF ファイルです。プログラムは elf_getident を使って、クラスを決定
することができます。 elf_getehdr などのその他の関数は、他のファイル情報を取り出す
ために使用できます。

ELF_K_NONE これは、ライブラリに認識されていないファイルの種類を示します。

他の値は予約されており、必要に応じてファイルの新しい種類に割り当てられます。 elf は、前に elf_begin

によって戻された値でなければなりません。エラー処理を簡単にするためにヌルポインターが使用できます。
この場合は、 elf_kind によって ELF_K_NONE が戻されます。

参照
ar(4), elf(3E), elf_begin(3E), elf_getehdr(3E), elf_getident(3E)
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名称
elf_next − 順次アーカイブメンバーアクセス

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

Elf_Cmd elf_next(Elf *elf);

説明
elf_next 、 elf_rand 、および elf_begin は、簡単なオブジェクトファイルとアーカイブを操作しま
す。 elf は、前に elf_begin から戻された ELF 記述子です。

elf_next は、次のアーカイブメンバーに順次アクセスを提供します。つまり、 elf_next は ELF 記述子
elf をアーカイブメンバーに関連付けることによって、プログラムが elf_begin を呼び出したときに、その
メンバーを含んでいるアーカイブが次のメンバーにアクセスできるように準備します。次のメンバーに対して
アーカイブを正常に位置付けた後、 elf_next は値 ELF_C_READ を戻します。正常に位置付けられなかっ
た場合は、オープンしているファイルがアーカイブでなかったり、 elf がヌルであったり、または、エラーが
発生しており、戻り値は ELF_C_NULL になります。どちらの場合にも、戻り値を elf_begin の引き数とし
て渡して、適切なアクションを指定できます。

参照
ar(4), elf(3E), elf_begin(3E), elf_getarsym(3E), elf_rand(3E)
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名称
elf_rand − ランダムアーカイブメンバーアクセス

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

size_t elf_rand(Elf *elf, size_t offset);

説明
elf_rand 、 elf_next 、および elf_begin は、単純なオブジェクトファイルとアーカイブを操作しま
す。 elf は、前に elf_begin から戻された ELF 記述子です。

elf_rand はランダムアーカイブ処理を指定して、 elf が任意のアーカイブメンバーにアクセスできるように
準備します。 elf は、アーカイブ内のメンバーではなく、アーカイブ自身の記述子でなければなりません。
offset は、アーカイブの先頭から目的のメンバーのアーカイブヘッダーまでのバイトオフセットを指定しま
す。アーカイブメンバーのオフセットについては、 elf_getarsym(3E) を参照してください。 elf_rand が作
用しているときは、 offset を戻します。そうでない場合は 0 を戻します。その理由は、エラーが発生したり、
elf がヌルであったり、またはファイルがアーカイブでなかった (ゼロオフセットを持つことのできるアーカイ
ブメンバーがない) ためです。プログラムでは、ランダムと順次のアーカイブ処理を混ぜて使ってもかまいま
せん。

例
アーカイブは、 SARMAG バイトを持っている「マジック文字列」で始まります。そのすぐ後に、最初のアー
カイブメンバーが続きます。従って、アプリケーションは次の関数を指定してアーカイブの先頭に位置付ける
ことができます (関数はエラーに対して -1 を戻し、それ以外の場合は 0 を戻します)。

#include <ar.h>

#include <libelf.h>

int

rewindelf(Elf *elf)

{

if (elf_rand(elf, (size_t)SARMAG) == SARMAG)

return 0;

return -1;

}

参照
ar(4), elf(3E), elf_begin(3E), elf_getarsym(3E), elf_next(3E)
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名称
elf_rawfile − 未解釈のファイル内容を取り出す

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

char *elf_rawfile(Elf *elf, size_t *ptr);

説明
elf_rawfile は、ファイルの未解釈バイトイメージへのポインターを戻します。この関数は、読み取り中の
ファイルを取り出す場合だけ使用します。例えば、プログラムは elf_rawfile を使ってアーカイブメン
バー用のバイトを取り出すことができます。

プログラムは、 elf_rawfile を最初に呼び出さないうちに、 elf に関連付けられたファイル記述子をクロー
ズしたり使用不能にすることはできません (elf_cntl(3E) を参照)。その理由は、メモリー内にまだオリジナル
バイトを持っていない場合は、 elf_rawfile はファイルからデータを読み取らなければならないためで
す。通常、この関数はオブジェクトファイルに対してよりも、認識されていないファイルタイプに対して使う
方が効果的です。ライブラリはメモリー内にあるオブジェクトファイルを暗黙のうちに変換しますが、認識さ
れていないファイルは変更せずに残しておきます。このため、オブジェクトファイルの未解釈イメージを要求
すると、メモリー内に重複したコピーが作成されることがあります。

elf_rawdata (elf_getdata(3E) を参照) は関連関数の 1 つであり、ファイル内のセクションにアクセスでき
るようにします。

ptr がヌル以外の場合、ライブラリはファイルサイズ (バイト数) を ptr が指し示す位置に保存します。データ
が存在しなかったり、 elf がヌルであったり、または、エラーが発生した場合には、戻り値はヌルポインター
となり、ゼロは ptr によって任意に保存されます。

注意
elf_rawfile を使用し、オブジェクトファイルと同じファイルを処理するプログラムは、バイトのコピーを
2 つメモリー内に持っている可能性があります。このようなプログラムが、変換済みの情報を
(elf_getehdr、 elf_getdata などの関数を通して) 要求する前に raw イメージを先に要求した場合、ラ
イブラリは raw イメージのオリジナルのメモリーコピーを「凍結」します。ライブラリは、ファイルをもう一
度読み取らずに、この凍結されたコピーを変換済みオブジェクトを作成するためのソースとして使用します。
その結果、アプリケーションは、後で変換されたデータのアプリケーション独自の表示を変更しない限り、
elf_rawfile によって戻された raw ファイルイメージを読み取り専用バッファーとして表示しなければな
りません。いずれにしても、アプリケーションは、raw イメージ内で見えるバイトを変更せずに、変換済みオ
ブジェクトを変更することができます。

同じ ELF 記述子を使って elf_rawfile を何回呼び出しても、同じ値が戻されます。ライブラリはファイル
の重複するコピーを作成しません。
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参照
elf(3E), elf_begin(3E), elf_cntl(3E), elf_getdata(3E), elf_getehdr(3E), elf_getident(3E), elf_kind(3E)
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名称
elf_strptr() − 文字列ポインターを作成

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

char *elf_strptr(Elf *elf, size_t section, size_t offset);

説明
この関数は、文字列セクション offset を文字列ポインターに変換します。elf は文字列セクションが常駐して
いるファイルを識別し、section は文字列用にセクションテーブルの索引を指定します。

注記
プログラムは、elf_getdata() を呼び出して、文字列テーブルセクション全体を取り出すこともできます。
いくつかのアプリケーションにとっては、この方が elf_strptr() を使うよりも効率的で、ずっと便利で
す。

戻り値
elf_strptr() は通常は文字列へのポインターを戻しますが、elf がヌルであったり、section が無効か、ま
たは SHT_STRTAB 型のセクションでなかったり、セクションデータを入手できなかったり、offset が無効で
あったり、またはエラーが発生した場合には、ヌルポインターを戻します。

例
次に、セクション名を取り出すプロトタイプを示します。ファイルヘッダーは e_shstrndx メンバー内のセ
クション名文字列テーブルを指定します。次のコードではセクションを通ってループし、それぞれのセクショ
ン名を印刷します。

if ((ehdr = elf32_getehdr(elf)) == 0)

{

/* handle the error */

return;

}

ndx = ehdr->e_shstrndx;

scn = 0;

while ((scn = elf_nextscn(elf, scn)) != 0)

{

char *name = 0;

if ((shdr = elf32_getshdr(scn)) != 0)

name = elf_strptr(elf, ndx,

(size_t)shdr->sh_name);

printf("’%s’¥n", name? name: "(null)");
}
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参照
elf(3E), elf_getdata(3E), elf_getshdr(3E), elf_xlate(3E)
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名称
elf_update − ELF 記述子をアップデート

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

off_t elf_update(Elf *elf, Elf_Cmd cmd);

説明
elf_update によって、ライブラリは ELF 記述子 elf に関連付けられている情報を調べ、ファイルのイメー
ジを生成するのに必要な構造体データを再計算します。

cmd には、次の値が使用できます。

ELF_C_NULL この値は、さまざまな値を再計算して、ELF 記述子のメモリー構造体だけをアップデート
するように elf_update に指示します。変更された構造体には、 ELF_F_DIRTY ビッ
トによってフラグが立てられます。このため、プログラムは構造体情報をアップデート
し、その後で、ELF 記述子に関連付けられたファイルを変更せずにその情報を再調査する
ことができます。この操作によってファイルが変更されることはないため、ELF 記述子は
読み取り、書き込み、またはその両方を実行できます (elf_begin(3E) を参照)。

ELF_C_WRITE cmd にこの値が指定されている場合、 elf_update はその ELF_C_NULL アクションを
複写し、ELF 記述子に関連付けられ、「適用される」情報をすべてファイルに書き込みま
す。つまり、プログラムが elf_getdata 機能または elf_flag 機能を使って ELF 記
述子用に新しい情報を提供 (または、既存の情報をアップデート) している場合、これらの
データが調べられ、調整され、必要であれば変換されて (elf_xlate(3E) を参照)、ファイル
に書き込まれます。ファイルの一部が書き込まれると、すべての ELF_F_DIRTY ビット
はリセットされて、これらの項目をファイルに書き込む必要がなくなったことを示します
(elf_flag(3E) を参照)。セクションのデータはセクション ヘッダーエントリーの順序で書
き込まれ、セクションヘッダーテーブルはファイルの終わりに書き込まれます。

ELF 記述子が elf_begin によって作成されたとき、ファイルの書き込みが可能になっ
ていなければなりません。つまり、 elf_begin コマンドは ELF_C_RDWR または
ELF_C_WRITE のどちらかでなければなりません。

elf_update が正常終了した場合は、(メモリーイメージではなく) ファイルイメージの、合計サイズ (バイ
ト数) が戻されます。正常に終了しなかった場合はエラーが発生しており、この関数は -1 を戻します。

内部構造体をアップデートする場合、 elf_update はメンバーそのものをいくつか設定します。次に示すメ
ンバーについてはアプリケーションが責任を持ち、プログラムによって指定された値を保持しています。
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メンバー 注記

e_ident[EI_DATA] ライブラリが他の
e_ident 値を制御

e_type

e_machine

e_version

ELF ヘッダー e_entry

e_phoff ELF_F_LAYOUT を
指定した場合のみ

e_shoff ELF_F_LAYOUT を
指定した場合のみ

e_flags

e_shstrndx

メンバー 注記

p_type アプリケーションがすべての
p_offset プログラム ヘッダーエントリーを制御
p_vaddr

p_paddr

プログラムヘッダー p_filesz

p_memsz

p_flags

p_align

メンバー 注記

sh_name

sh_type

sh_flags

sh_addr

sh_offset ELF_F_LAYOUT を
指定した場合のみ

セクションヘッダー sh_size ELF_F_LAYOUT を
指定した場合のみ

sh_link

sh_info

sh_addralign ELF_F_LAYOUT を
指定した場合のみ

sh_entsize
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メンバー 注記

d_buf

d_type

d_size

データ記述子 d_off ELF_F_LAYOUT を
指定した場合のみ

d_align

d_version

プログラムは、ELF ヘッダー内のメンバーのうち、特に重要な 2 つのメンバーについて責任を持つことに注
意してください。 e_version メンバーは、ファイルに書き込まれたデータ構造体のバージョンを制御しま
す。このバージョンが EV_NONE の場合、ライブラリはそれ自身の内部バージョンを使います。
e_ident[EI_DATA] エントリーは、ファイル内で使われているデータ符号化を制御します。特殊な例とし
て、この値が ELFDATANONE の場合には、ホストマシンのネイティブのデータ符号化を要求することができ
ます。この場合、ネイティブの符号化がライブラリによって認識されているファイル符号化と一致しないと、
エラーが発生します。

更に、プログラムは sh_entsize セクションヘッダーメンバーに対して責任を持っています。ライブラリは
認識されている型のセクションに対してこれを設定しますが、すべてのセクションについて正しい値を正確に
認識できるとは限りません。そのため、認識されていないセクション型については、ライブラリはプログラム
に値の指定を依存します。エントリーサイズが不明であったり適用できない場合には、この値をゼロに設定し
なければなりません。

出力ファイルの構築方法を決めるときに、 elf_update は出力セクションを作成するための個別データバッ
ファーの整列型式に従います。セクションの中でもっとも厳密に整列されたデータバッファーが、そのセク
ションのデータ整列型式を制御します。また、ライブラリは必要に応じてバッファー間にパディングを挿入し
て、それぞれのバッファーが正しく整列するようにします。

注意
前述したように、 ELF_C_WRITE コマンドとコマンドは必要に応じてデータを変換してから、それをファイ
ルに書き込みます。この変換は常にアプリケーションプログラムに透過的であるとは限りません。プログラム
がファイルに関連付けられているデータへのポインターを入手した場合 (例えば、 elf_getehdr(3E) および
elf_getdata(3E) を参照)、そのプログラムは elf_update を呼び出した後でポインターを再設定しなければ
なりません。

elf_begin(3E) で説明したように、プログラムは COFF ファイルを「アップデート」して、イメージに ELF

との一貫性を持たせることができます。(COFF は、特定のコンピュータアーキテクチャ (例: Intel) で ELF よ
りも優先されるオブジェクトファイル フォーマットです。プログラムが COFF ファイルで elf_begin を呼び
出すと、ライブラリは COFF 構造体を ELF と同等の構造体に変換して、プログラムが COFF ファイルを、
ELF であるかのように読み取れるようにします (ただし、書き込みはできません)。この変換はメモリーイ
メージに対してだけ行われ、ファイル自身には行われません)。 ELF_C_NULL コマンドはメモリーイメージだ
けをアップデートします。 ELF_C_WRITE コマンドを使ってファイルを変更することもできます。絶対実行
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可能ファイル (a.out ファイル) には特別のデータ整列型式が必要であり、これは通常は COFF と ELF の間
で保存できません。そのため、 ELF_C_WRITE コマンドを使って実行可能な COFF ファイルをアップデート
することはできません (ただし、 ELF_C_NULL は使用できます)。

参照
elf(3E), elf_begin(3E), elf_flag(3E), elf_fsize(3E), elf_getdata(3E), elf_getehdr(3E), elf_getshdr(3E),

elf_xlate(3E)
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名称
elf_version − ELF ライブラリとアプリケーションのバージョンを調整

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library]...

#include <libelf.h>

unsigned elf_version(unsigned ver);

説明
elf (3E) で説明したように、プログラム、ライブラリ、およびオブジェクトファイルは「最新の」ELF バー
ジョンについてそれぞれ独自の概念を持っています。elf_version によって、プログラムは ELF ライブラ
リの内部バージョンを決定します。更に、プログラムは、プログラム独自の作業バージョン、ver をライブラ
リに示すことによって、どのメモリー型を使用するかを指定できます。ELF ライブラリを使用するプログラム
はすべて、次に説明するようにバージョンを調整しなければなりません。

ヘッダーファイル libelf.h は、マクロ EV_CURRENT を使ってバージョンをプログラムに提供します。ラ
イブラリの内部バージョン (ライブラリに認識されている最上位のバージョン) がプログラム自身が認識してい
るバージョンよりも下位の場合には、ライブラリはプログラムが想定しているセマンティックスの知識を持て
ない場合があります。従って、elf_version はライブラリに認識されていない作業バージョンを受け入れま
せん。

EV_NONE に等しい ver を渡すと、elf_version は、作業バージョンを変更せずに、ライブラリの内部バー
ジョンを戻します。ver がライブラリに認識されているバージョンであれば、elf_version は前の (または
最初の ) 作業バージョン番号を戻します。そうでない場合、作業バージョンはそのまま変更されず、
elf_version は EV_NONE を戻します。

例
次のアプリケーションプログラムからの抜粋例では、旧ライブラリを使わないように自己保護しています。

if (elf_version(EV_CURRENT) == EV_NONE)

{

/* library out of date */

/* recover from error */

}

注意
作業バージョンは、１つの elf 記述子のすべての演算について同じでなければなりません。１つの記述子に関
して演算ごとにバージョンを変更すると、おそらく予想外の結果になります。

参照
elf(3E), elf_begin(3E), elf_xlate(3E)
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名称
elf32_xlatetof, elf32_xlatetom, elf64_xlatetof, elf64_xlatetom − それぞれ elf32 ファイルと elf64 ファイルに
対するクラス依存のデータ変換

構文
cc [flag... ] file... -lelf [library] ...

#include <libelf.h>

Elf_Data *elf32_xlatetof(Elf_Data *dst, const Elf_Data *src, unsigned encode);

Elf_Data *elf32_xlatetom(Elf_Data *dst, const Elf_Data *src, unsigned encode);

Elf_Data *elf64_xlatetof(Elf_Data *dst, const Elf_Data *src, unsigned encode);

Elf_Data *elf64_xlatetom(Elf_Data *dst, const Elf_Data *src, unsigned encode);

説明
elf32_xlatetom は、さまざまなデータ構造をその 32 ビットクラスのファイル表現からメモリー表現に変
換します。 elf64_xlatetom は、さまざまなデータ構造をその 64 ビットクラスのファイル表現からメモ
リー表現に変換します。 elf32_xlatetof と elf64_xlatetof は逆の機能を持っています。この変換
は、異なる開発環境で特に重要です。 src は、オリジナルのデータを保持している送り元のバッファーへのポ
インターです。 dst は、変換されたコピーを保持するあて先バッファーへのポインターです。 encode はファ
イルオブジェクトを表現する ( 予定の ) バイト符号化を指定します。この値は、ELF ヘッダーの
e_ident[EI_DATA] エントリーに定義した値の 1 つでなければなりません (elf_getident(3E) を参照)。デー
タを変換できる場合、関数は dst を戻します。変換できない場合は、型に互換性がなかったり、あて先バッ
ファーのオーバーフローなどのエラーが発生したために、ヌルを戻します。

elf_getdata(3E) は Elf_Data 記述子について記述します。変換ルーチンは、これを次のように使います。

d_buf 送り元とあて先は、どちらも有効なバッファーポインターを持っていなければなりま
せん。

d_type このメンバーの値は、 d_buf によって指し示されるデータの型と、あて先で作成さ
れるデータの型を指定します。プログラムは送り元の中に d_type 値を提供し、ラ
イブラリは、あて先の d_type をその同じ値に設定します。これらの値について、
以下に要約します。

d_size このメンバーは、送り元のデータが占めているメモリーの合計サイズ (バイト数 )

と、あて先データ用に割り当てられたサイズを保持します。あて先バッファーの大き
さが十分でない場合、ルーチンはそのオリジナルの内容を変更しません。変換ルーチ
ンは、変換が行われた後で、あて先の d_size メンバーを実際に必要なサイズにリ
セットします。送り元とあて先のサイズは、違っていてもかまいません。

d_version このメンバーは、バッファー内にあるオブジェクト (目的のもの) のバージョン番号
を保持します。送り元とあて先のバージョンは依存していません。

変換ルーチンで、送り元とあて先のバッファーを一致させることができます。つまり、 dst->d_buf が
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src->d_buf に等しくなることがあります。送り元とあて先のバッファーがオーバーラップするその他の場
合には、動作は未定義になります。

elf32 ファイルの場合:

Elf_Type 32 ビットメモリー型

ELF_T_ADDR Elf32_Addr

ELF_T_BYTE 符号なし char

ELF_T_DYN Elf32_Dyn

ELF_T_EHDR Elf32_Ehdr

ELF_T_HALF Elf32_Half

ELT_T_OFF Elf32_Off

ELF_T_PHDR Elf32_Phdr

ELF_T_REL Elf32_Rel

ELF_T_RELA Elf32_Rela

ELF_T_SHDR Elf32_Shdr

ELF_T_SWORD Elf32_Sword

ELF_T_SYM Elf32_Sym

ELF_T_WORD Elf32_Word

elf64 ファイルの場合:

Elf_Type 64 ビットメモリー型

ELF_T_ADDR Elf64_Addr

ELF_T_BYTE 符号なし char

ELF_T_DYN Elf64_Dyn

ELF_T_EHDR Elf64_Ehdr

ELF_T_HALF Elf64_Half

ELT_T_OFF Elf64_Off

ELF_T_PHDR Elf64_Phdr

ELF_T_REL Elf64_Rel

ELF_T_RELA Elf64_Rela

ELF_T_SHDR Elf64_Shdr

ELF_T_SWORD Elf64_Sword

ELF_T_SYM Elf64_Sym

ELF_T_WORD Elf64_Word

ELF_T_BYTE 型のバッファーを「変換」しても、バイト順序は変更されません。

参照
elf(3E), elf_fsize(3E), elf_getdata(3E), elf_getident(3E)
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名称
end, etext, edata, __data_start, __text_start − プログラムの最終位置

構文
extern void *_end, *end, *_etext, *etext, *_edata, *edata, *__data_start,

*__text_start;

説明
これらの名前が参照する位置はルーチンでもなく、内容をもった場所でもありません。シンボル _etext お
よび etext はプログラムテキストの終端の次のアドレスです。_edata および edata は初期化されたデー
タ領域の終端の次のアドレスです。_end および end は、初期化されていないのデータ領域の終端の次のア
ドレスです。

シンボル __data_start のアドレスは、プログラムのデータ領域のアドレスの始まりであり、
__text_start は、プログラムのテキスト領域のアドレスの始まりです。

プログラムでこれらのシンボルを参照しているが定義していない場合、リンカは適切な値でこれらのシンボル
を定義します。ユーザーが _etext, _edata, _end, __data_start または __text_start を定義しよう
とした場合、リンカによりエラーとなります。

プログラムが実行されたとき、プログラムブレーク (データを越えた最初の位置) は _end に一致しています
が、brk(2), malloc(3C), などのルーチンや、標準入出力 (stdio(3S))、cc(1) のプロファイルオプション (-p) な
どによってリセットされます。したがって、現在のプログラムブレークの値は sbrk(0)( brk(2) 参照) によっ
て決定しなければなりません。

警告
Cでは、これらの名前はアドレスのように見えるので、現在の end の値にアクセスするには、end ではなく
&end を使用します。

参照
システムツール

cc(1) HP-UX C コンパイラの実行
ld(1) リンクエディタの実行

その他
brk(2) データセグメントの領域の割当ての変更
crt0(3) 起動ルーチンの実行
malloc(3C) メインメモリー割当て
stdio(3S) 標準的にバッファーされた入力/出力ストリームファイルパッケージ

標準準拠
end(): XPG2

edata(): XPG2

etext(): XPG2
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CURSES

名称
endwin() − Curses のセッションの一時停止

構文
#include <curses.h>

int endwin(void);

説明
endwin() 関数は、Curses のアクティビティーの後に端末を復元します。少なくとも保存されたシェルター
ミナルモードを復元させ、出力のいずれかを端末に表示し、カーソルを画面の最終行の第一カラムに移動しま
す。ウィンドウをリフレッシュするとプログラムモードが再開します。アプリケーションは終了前に、使用中
の端末ごとに endwin() を呼び出さなければなりません。同一端末で newterm() が２回以上呼び出された
場合は、最初に作成された画面が endwin() が呼び出されるときに (最後に) 表示されていなければなりませ
ん。

戻り値
正常に終了すると endwin() は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
endwin() 関数は、画面に関連した記憶領域を解放しないので、ある画面がもう必要がなくなった場合は
endwin() の後に delscreen() を呼び出さなければなりません。

Curses モードから一時的に離れるときは、移植可能なアプリケーションは endwin() を呼び出さなければな
りません。その後、Curses モードに戻るには doupdate()、refresh() 、または wrefresh() を呼び出
します。

参照
delscreen(3X), doupdate(3X), initscr(3X), isendwin(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。引き数リストは明示的に void で宣言されてい
ます。
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CURSES

名称
erasechar(), killchar() − シングルバイト端末環境照会関数

構文
#include <curses.h>

char erasechar(void);

char killchar(void);

説明
erasechar() 関数は、カーソルの前の１文字を消去するための文字を返します。erasewchar() 関数は、
カーソルの前の１文字を ch がポイントするオブジェクトに格納します。消去用文字がなにも定義されない場
合は、本機能は実行できなくなり、ch がポイントするオブジェクトは変更されません。

killchar() 関数は、入力されたコマンド列を一度に消去する文字を返します。

戻り値
erasechar() 関数は、消去用文字を、killchar() は行抹消文字を返します。これらの文字がマルチバイ
ト文字の場合、戻り値は不定です。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
erasechar() および killchar() の両関数は各文字が１バイトで、その属性が A_ で始まる定数だけで表
現することができるキャラクターセットでのみ確実に動作することが保証されています。さらに、これらの関
数は消去用文字または行抹消文字がそれぞれ定義されていない場合を正確には示しません。erasewchar()

および killwchar() の両関数は、これらの制限を受けません。

参照
clearok(3X), delscreen(3X), erasewchar(3X), curses_intro(3X) の「属性」の項 , <curses.h>, tcattribute(3C)

(X/Open System Interfaces and Headers, Issue 4, Version 2 specification)

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
killchar() 関数は、本エントリーに統合されました。旧版では、それぞれのエントリーに含まれていまし
た。

分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。erasechar() および killchar() の各関数
は明示的に void で宣言されています。
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ENHANCED CURSES

名称
erasewchar(), killwchar() − 端末環境照会関数

構文
#include <curses.h>

int erasewchar(wchar_t *ch);

int killwchar(wchar_t *ch);

説明
erasewchar() 関数は、カーソルの前の１文字を ch がポイントするオブジェクトに格納します。消去用文
字が何も定義されない場合は、本機能は実行できなくなり、 ch がポイントするオブジェクトは変更されませ
ん。

killwchar() 関数は、入力されたコマンド列を一度に消去する文字を ch がポイントするオブジェクトに格
納します。行抹消文字が何も定義されない場合は、本機能は実行できなくなり、ch がポイントするオブジェク
トは変更されません。

戻り値
正常に終了すると、erasewchar() および killwchar() は OK を返します。そうでなければ ERR を返
します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
curses_intro(3X) 中の属性 , clearok(3X), delscreen(3X), <curses.h>, tcattribute(3C) (in X/Open System

Interfaces and Headers, Issue 4, version 2 specifications)

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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名称
erf( ), erff( ), erfl( ), erfw( ), erfq( ), erfc( ), erfcf( ), erfcl( ), erfcw( ), erfcq( ) − 誤差関数および誤差関数の補数

構文
#include <math.h>

double erf(double x);

double erfc(double x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
float erff(float x);

long double erfl(long double x);

extended erfw(extended x);

quad erfq(quad x);

float erfcf(float x);

long double erfcl(long double x);

extended erfcw(extended x);

quad erfcq(quad x);

説明
erf() は x の誤差関数を返します。誤差関数は次のように定義されます。

(2/sqrt(pi)) *

( (exp(pow(−t,2))) の０から x まで t に関して積分)

erfc() は補数 1.0 − erf(x) を返します。大きな x に対して erf(x) を呼び出してその結果を 1.0 から減
算したときに、相対精度が大きく失われるのを防ぎます (たとえば、 x = 5 の場合、10 進数で 12 桁が失われ
ます)。

Itaniumベースシステムのみ
erff() と erfcf() は、それぞれ erf() と erfc() の float バージョンで、 float 型の引き数をと
り、 float 型の結果を返します。

erfl() と erfcl() は、それぞれ erf() と erfc() の long double バージョンで、 long double

型の引き数をとり、 long double 型の結果を返します。

erfw() と erfcw() は、それぞれ erf() と erfc() の extended バージョンで、 extended 型の引
き数をとり、 extended 型の結果を返します。

erfq() と erfcq() は、HP-UX システムではそれぞれ erfl() と erfcl() と同等です。
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使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルします。

Itaniumベース システムで、 erfw()、 erfcw()、 erfq()、または erfcq() を使うには、 −fpwide-

types オプションも指定してコンパイルしてください。

これらの関数を使うには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイ
ラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
erf(±0) は ±0 を返します。

x が +INFINITY の場合、 erf() は 1.0 を返します。

x が −INFINITY の場合、 erf() は −1.0 を返します。

x が +INFINITY の場合、 erfc() はゼロを返します。

x が −INFINITY の場合、 erfc() は 2.0 を返します。

erf() および erfc() で不正確例外が発生するかどうかは規定されていません。

x が NaN の場合、 erf() および erfc() は NaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
exp(3M), pow(3M), sqrt(3M), math(5)

標準準拠
erf(), erfc() : SVID3, XPG4.2, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

erff(), erfl(), erfcf(), erfcl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含
む)

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 2 −  Hewlett-Packard Company 505



exp(3M) exp(3M)

名称
exp( ), expf( ), expl( ), expw( ), expq( ) − 指数関数

構文
#include <math.h>

double exp(double x);

float expf(float x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
long double expl(long double x);

extended expw(extended x);

quad expq(quad x);

説明
exp() は ex を返します。

expf() は exp() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返します。

Itaniumベースシステムのみ
expl() は、 exp() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long double

型の結果を返します。

expw() は、 exp() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の結果
を返します。

expq() は、HP-UX システムでは expl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベースシステムで、 expw() または expq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指定して
コンパイルしてください。

これらの関数を使用するには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コン
パイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

PA-RISC のみ
関数 exp() のミリコードバージョンが提供されています。数学ライブラリ関数のミリコードバージョンは、
通常は標準ライブラリのものより処理が高速です。これらのバージョンを使用するには、 +Olibcalls また
は +Oaggressive の最適化オプションを指定してプログラムをコンパイルしてください。
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特殊な場合に、ミリコードバージョンは標準ライブラリと同じ値を返しますが (「戻り値」の項を参照)、
errno は設定しません。

戻り値
exp(±0) は１を返します。

x が +INFINITY の場合、 exp() は +INFINITY を返します。

x が −INFINITY の場合、 exp() は +0 を返します。

x が NaN の場合、 exp() は NaN を返します。

exp() は、値が大きすぎる場合これに代えて無限大 (HUGE_VAL に等しい) を返し、オーバーフロー例外と不
正確例外を発生させます。

exp() では、結果が非常に小さく (本質的にはデノーマル値やゼロ) 正確な値でなくなるときには必ず、アン
ダーフロー例外と不正確例外が発生します。また、結果が非常に小さいというだけで、これらの例外が発生す
ることがあります。

exp() で他の例外が発生しないときに、不正確例外が発生するかどうかは規定されていません。

エラー
正しい値がオーバーフローする場合には、 exp() は errno に [ERANGE] を設定します。

Itaniumベースシステムのみ
Itaniumベースシステムでの HP-UX の libm 関数は、デフォルトでは errno を設定しません。 errno を
設定するには、 +Olibmerrno オプションを指定してコンパイルしてください。

参照
cbrt(3M), cexp(3M), exp10(3M), exp2(3M), expm1(3M), log(3M), pow(3M), sqrt(3M), math(5)

標準準拠
exp() : SVID3, XPG4.2, ANSI C, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

expf(), expl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
exp10( ), exp10f( ), exp10l( ), exp10w( ), exp10q( ) − 10 を底とする指数関数

構文
#include <math.h>

Itanium(R)ベースシステムのみ
double exp10(double x);

float exp10f(float x);

long double exp10l(long double x);

extended exp10w(extended x);

quad exp10q(quad x);

説明
Itaniumベースシステムのみ

exp10() は 10x を返します。

exp10f() は、 exp10() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返し
ます。

exp10l() は、 exp10() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long

double 型の結果を返します。

exp10w() は、 exp10() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の
結果を返します。

exp10q() は、HP-UX システムでは exp10l() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

exp10w() または exp10q() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指定してコンパイルしてくださ
い。

これらの関数を使うには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイ
ラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
exp10(±0) は１を返します。

x が +INFINITY の場合、 exp10() は +INFINITY を返します。

x が −INFINITY の場合、 exp10() はゼロを返します。
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x が NaN の場合、 exp10() は NaN を返します。

exp10() は、値が大きすぎる場合これに代えて無限大を返し、オーバーフロー例外と不正確例外を発生させ
ます。

exp10() では、結果が非常に小さく (本質的にはデノーマル値やゼロ) 正確な値でなくなるときには必ず、ア
ンダーフロー例外と不正確例外が発生します。また、結果が非常に小さいというだけで、これらの例外が発生
することがあります。

exp10() では、丸めた結果が数学上の結果と等しくないときには必ず、不正確例外が発生します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
cbrt(3M), exp(3M), exp2(3M), expm1(3M), log10(3M), pow(3M), sqrt(3M), math(5)

標準準拠
これらの関数は、どの標準にも規定されていません。
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名称
exp2( ), exp2f( ), exp2l( ), exp2w( ), exp2q( ) − ２を底とする指数関数

構文
#include <math.h>

double exp2(double x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
float exp2f(float x);

long double exp2l(long double x);

extended exp2w(extended x);

quad exp2q(quad x);

説明
exp2() は、 2x を返します。

Itaniumベースシステムのみ
exp2f() は、 exp2() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返しま
す。

exp2l() は、 exp2() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long dou-

ble 型の結果を返します。

exp2w() は、 exp2() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の結
果を返します。

exp2q() は、HP-UX システムでは exp2l() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベース システムで、 exp2w() または exp2q() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指定
してコンパイルしてください。

これらの関数を使用するには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コン
パイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
exp2(±0) は１を返します。

x が +INFINITY の場合、 exp2() は +INFINITY を返します。
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x が −INFINITY の場合、 exp2() は０を返します。

x が NaN の場合、 exp2() は NaN を返します。

exp2() は、値が大きすぎる場合これに代えて無限大 (HUGE_VAL に等しい) を返し、オーバーフロー例外と
不正確例外を発生させます。

exp2() では、結果が非常に小さく (本質的にはデノーマル値やゼロ) 正確な値でなくなるときには必ず、ア
ンダーフロー例外と不正確例外が発生します。また、結果が非常に小さいというだけで、これらの例外が発生
することがあります。

exp2() では、丸めた結果が数学上の結果と等しくないときには必ず、不正確例外が発生します。

エラー
Itanium(R)ベースシステムのみ

正しい値がオーバーフローする場合には、 exp2() は errno に [ERANGE] を設定します。

Itaniumベースシステムでの HP-UX の libm 関数は、デフォルトでは errno を設定しません。 errno を
設定するには、 +Olibmerrno オプションを指定してコンパイルしてください。

参照
cbrt(3M), exp(3M), exp10(3M), expm1(3M), log2(3M), pow(3M), sqrt(3M), math(5)

標準準拠
exp2(), exp2f(), exp2l() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
expm1( ), expm1f( ), expm1l( ), expm1w( ), expm1q( ) − 指数関数の計算

構文
#include <math.h>

double expm1(double x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
float expm1f(float x);

long double expm1l(long double x);

extended expm1w(extended x);

quad expm1q(quad x);

説明
expm1() 関数は、 exp(x) − 1 に等価ですが、 x の値が非常に小さいときには、誤差が小さくなります。

expm1() と log1p() 関数は、財務計算での (((1+x)**n)−1)/x の計算で、 x の値が非常に小さい場合の精度
を確保するときに、役立ちます。たとえば、次の計算は、小さい値の日歩を使った利息の計算に適用できま
す。

expm1(n * log1p(x))/x

annuity() も参照してください。

Itaniumベースシステムのみ
expm1f() は、 expm1() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返し
ます。

expm1l() は、 expm1() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long

double 型の結果を返します。

expm1w() は、 expm1() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の
結果を返します。

expm1q() は、HP-UX システムでは expm1l() と同等です。

使用方法
これらの関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベース システムで、 expm1w() または expm1q() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指
定してコンパイルしてください。

プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマン
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ド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
expm1(±0) は ±0 を返します。

x が +INFINITY の場合、 expm1() は +INFINITY を返します。

x が −INFINITY の場合、 expm1() は −1.0 を返します。

x が NaN の場合、 expm1() は NaN を返します。

expm1() は、値が大きすぎる場合これに代えて無限大 (HUGE_VAL に等しい) を返し、オーバーフロー例外
と不正確例外を発生させます。

expm1() で他の例外が発生しないときに、不正確例外が発生するかどうかは規定されていません。

エラー
正しい値がオーバーフローする場合には、 expm1() は errno に [ERANGE] を設定します。

Itaniumベースシステムのみ
Itaniumベースシステムでの HP-UX の libm 関数は、デフォルトでは errno を設定しません。 errno を
設定するには、 +Olibmerrno オプションを指定してコンパイルしてください。

参照
annuity(3M), compound(3M), exp(3M), log1p(3M), math(5)

標準準拠
expm1() : XPG4.2, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

expm1f(), expm1l() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
fabs( ), fabsf( ), fabsl( ), fabsw( ), fabsq( ) − 絶対値関数

構文
#include <math.h>

double fabs(double x);

float fabsf(float x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
long double fabsl(long double x);

extended fabsw(extended x);

quad fabsq(quad x);

説明
fabs() 関数は、 x の絶対値、 |x| を返します。

fabsf() は、 fabs() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返しま
す。

Itaniumベースシステムのみ
fabsl() は、 fabs() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long dou-

ble 型の結果を返します。

fabsw() は、 fabs() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の結
果を返します。

fabsq() は、HP-UX システムでは fabsl() と同等です。

使用方法
fabsf() を使うには、デフォルトの −Ae オプション、または −Aa オプションを指定してコンパイルしてく
ださい。 PA-RISC の場合には、 −D_HPUX_SOURCE オプションと −Aa オプションを使用する必要がありま
す。

Itaniumベースシステムで、 fabsl()、 fabsw()、または fabsq() を使うには、デフォルトの −Ae オプ
ションを指定するか、または −Aa オプションと −D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてく
ださい。 fabsw() または fabsq() を使うには、 −fpwidetypes オプションを指定してコンパイルして
ください。

これらの関数を使用するには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コン
パイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。
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戻り値
x が ±INFINITY の場合、 fabs() は +INFINITY を返します。

x が NaN の場合、 fabs() は NaN を返します。

これらの関数では、例外は発生しません。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
abs(3C), cabs(3M), ceil(3M), floor(3M), fmod(3M), rint(3M), math(5)

標準準拠
fabs() : SVID3, XPG4.2, ANSI C, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

fabsf(), fabsl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
fattach( ) − ファイルシステム名称空間中のオブジェクトへのファイル記述子の結合

構文
#include <stropts.h>

int fattach(int fd, const char *path);

説明
fattach() 関数は、 fd ファイル記述子を、 path で示されたファイルシステム名称空間内のオブジェクトに
結び付けます。 fd は、デバイスまたは STREAMS ベースのパイプへのオープンファイル記述子を指定しま
す。 path は、ファイルシステム内の既存オブジェクトのパス名を指定します。デバイスまたはパイプは、
ファイルシステム名称空間内の複数のノードに結び付けることが可能です。すなわち、1個のデバイスまたは
パイプに、複数の名前をつけることができます。デバイスまたはパイプがノードから切り離されるまで(それに
は、 fdetach(3c) または fdetach(1m) を使用します)、 path に対するオペレーションはすべて、ファイ
ルシステムオブジェクトである path ではなく、当該デバイスまたはパイプに対して行われます。

fattach されたストリームの属性( stat(2) 参照ページを参照)は、以下の規則に従って設定されます。

• グループID、ユーザーID、時刻、およびパーミッションは、 path の値に設定されます。

• サイズおよびデバイス番号は、 fd パラメーターで指定されたデバイスまたはパイプの値に設定されます。
ここで注意すべきことは、 fattach された デバイスまたはパイプの属性は変更可能ですが( chmod(2)

参照ページを参照)、その下のファイルシステムオブジェクト path の属性は変更されないということで
す。

• リンク数は1に設定されます。

戻り値
正常終了した場合、 fattach() 関数は値0(ゼロ)を戻します。それ以外の場合は値-1を戻し、エラーを示す
ために errno が設定されます。

エラー
以下の条件が発生した場合、 fattach() 関数は errno を各条件に対応する値に設定します。

[EACCES] ユーザーは path の所有者ですが、これに対する書き込みパーミッションを持っていま
せん。

[EBADF] fd パラメーターがファイル記述子として無効です。

[EBUSY] path パラメーターで指定された既存オブジェクトは、すでにマウントされているか、
またはファイル記述子が結合されています。

[EFAULT] path パラメーターが、当該プロセスに割り当てられたアドレス空間外を指していま
す。
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[EINVAL] fd パラメーターは、デバイスまたは STREAMS ベースのパイプを指していません。

[ELOOP] path の変換時に検出したシンボリックリンクの数が多過ぎます。

[ENOENT] path が存在しません。

[ENO TDIR] path パラメーターのディレクトリ部分が存在しません。

[ENAMET OOLONG]

_POSIX_NO_TRUNC が有効な場合に、パス名のコンポーネントのサイズが NAME_MAX

以上か、またはパス名の長さが PATH_MAX 以上です。

[EPERM] 現在の実効ユーザーIDは、 path パラメーターで指定された既存のオブジェクトの所有
者ではありません。

参照
fdetach(3c), isastream(3c), chmod(2), stat(2), fdetach(1m), streamio(7).

標準準拠
fattach(): SVID3
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名称
fclose( ), fflush( ) − ストリームのクローズ、吐き出し

構文
#include <stdio.h>

int fclose(FILE *stream);

int fflush(FILE *stream);

廃止インタフェース
int fclose_unlocked(FILE *stream);

int fflush_unlocked(FILE *stream);

説明
fclose() は stream でバッファーされているデータを書き出し、stream をクローズします。標準入出力シ
ステムで割り当てられたバッファーは開放されことがあります。

exit(2) を呼び出すと、開いているファイル全部について fclose() が自動的に実行されます。

stream が出力ストリーム、あるいは最後に出力処理を行った両用ストリームを指している場合、fflush()

は stream でバッファーされているデータをファイルに書き出します。それ以外の場合、バッファーされた
データは捨てられます。stream はオープンされたままです。

stream がnullポインターであれば、fflush() は現在オープンしているすべてのストリームに対してフラッ
シュを行います。

廃止インタフェース
fclose_unlocked() および fflush_unlocked() は、ストリームをクローズまたはフラッシュします。

戻り値
fclose() および fflush() は正常終了すると 0 を返します。失敗すると、EOF を返し、エラーを示す値
を errno にセットします。

エラー
fclose(), fclose_unlocked(), fflush() および fflush_unlocked() は以下の状況で失敗します。

[EAGAIN] O_NONBLOCK フラグが stream のファイル記述子にセットされていて、プロセスが
書き込み動作に間に合わなかった場合

[EBADF] stream のファイル記述子が無効である場合

[EFBIG] プロセスのファイルサイズ上限、あるいは最大ファイルサイズ (ulimit(2) 参照) を超
えてファイルに書き込もうとした場合

[EINTR] fclose() あるいは fflush() がシグナルで中断された場合
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[EIO] プロセスがバックグラウンド プロセスグループにあり、TOSTOP のセットされた制
御ターミナルに書き込もうとした場合、プロセスが SIGTTOU シグナルを無視してい
るかブロックしている場合、およびプロセスのプロセスグループが親なしの場合

[ENOSPC] ファイルを含むデバイスに空きスペースが残っていない場合

[EPIPE] どのプロセスからも呼び出しオープンされていないパイプに書き込もうとした場合。
SIGPIPE シグナルもプロセスに送られます。

write(), lseek(), および close() 機能によって、その他の値が errno にセットされることがあります
(write(2), lseek(2) および close(2) 参照)。

警告
fclose_unlocked() および fflush_unlocked() インタフェースは廃止される予定です。現在では既存
の DCE アプリケーションとの互換性を保つためにだけサポートされています。新しいマルチスレッドアプリ
ケーションでは、fclose() および fflush() を使用してください。

参照
close(2), exit(2), lseek(2), write(2), flockfile(3S), fopen(3S), setbuf(3S), thread_safety(5)

標準準拠
fclose(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

fflush(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C
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名称
fdetach() − STREAMS ファイル記述子からの名前の切り離し

構文
#include <stropts.h>

int fdetach(const char *path);

説明
fdetach() 関数は、ファイルシステム中の path で指定された名前から、ファイル記述子を切り離します。
path は、以前に結合された (fattach() を参照)、ファイルシステム名称空間中の既存オブジェクトのパス
名を指定します。fdetach() オペレーションの結果として、ノードのステータスおよびパーミッションは、
ファイルがこのノードに結合される前の状態に戻ります。その後の path に対するオペレーションは、ファイ
ルシステムノードだけに影響し、結合されていたファイルには影響しなくなります。

セキュリティ上の制約事項
fdetach() 関数の使用は、スーパーユーザーまたは OWNER 権限を持つユーザー、あるいは path の所有者
で書き込みパーミッションを持つユーザーだけに制限されています。OWNER 権限だけでなく、DACREAD や
DACWRITE 権限が必要なこともあります。細分化権限をサポートするシステムへの特権アクセスの詳細につい
ては privileges(5) を参照してください。

戻り値
正常終了した場合、fdetach() 関数は値0(ゼロ)を戻します。それ以外の場合は、値-1を戻し、エラーを示
すために errno が設定されます。

エラー
以下の条件が発生した場合、fdetach() 関数は errno を各条件に対応する値に設定します。

[EFAULT] path パラメータが、当該プロセスに割り当てられたアドレス空間外を指しています。

[EACCES] ユーザーが、このファイルに対する適切なアクセスパーミッションを持っていません。
セキュリティ上の制約事項の項を参照。

[EINVAL] path パラメータが指すオブジェクトは、STREAMSデバイスまたはパイプに fattachさ
れていません。

[ELOOP] path の変換時に検出したシンボリックリンクの数が多過ぎます。

[ENOENT] path パラメータが指すパス名が存在しません。

[ENO TDIR] path パラメータのディレクトリ部分が存在しません。

[ENAMET OOLONG]

_POSIX_NO_TRUNC が有効な場合に、パス名のコンポーネントのサイズが NAME_MAX

以上か、またはパス名の長さが PATH_MAX 以上です。
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[EPERM] 現在の実効ユーザーIDが path パラメータで指定された既存のオブジェクトの所有者で
はないか、または、現在の実効ユーザーIDが指すユーザーが正しいパーミッションを
持っていません。

参照
fdetach(1M), umount(2), fattach(3C), isastream(3C), privileges(5), streamio(7)

標準準拠
fdetach(): SVID3
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名称
fdim( ), fdimf( ), fdiml( ), fdimw( ), fdimq( ) − 正の差分関数

構文
#include <math.h>

double fdim(double x, double y);

Itanium(R)ベースシステムのみ
float fdimf(float x, float y);

long double fdiml(long double x, long double y);

extended fdimw(extended x, extended y);

quad fdimq(quad x, quad y);

説明
fdim() 関数は、引き数の値の差 (正の値) を求めます。

Itaniumベースシステムのみ
fdimf() は、 fdim() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返しま
す。

fdiml() は、 fdim() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long dou-

ble 型の結果を返します。

fdimw() は、 fdim() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の結
果を返します。

fdimq() は、HP-UX システムでは fdiml() と同等です。

使用方法
この関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。 Itaniumベース システムで、 fdimw()

または fdimq() を使うには、 −fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラム
に <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm

を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
fdim() 関数は、 x と y の差 (正の値) を返します。

x > y の場合、 fdim() は x − y を返し、減算の結果生じる例外を発生させます。

x <= y の場合、 fdim() は +0 を返します。

x または y が NaN の場合、 fdim() は NaN を返します。

どちらの引き数も NaN の場合、 fdim() は NaN を返します。
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fdim() は、値が大きすぎる場合これに代えて、正の無限大を返し、オーバーフロー例外と不正確例外を発生
させます。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
fdim(3M), fmin(3M), math(5)

標準準拠
fdim(), fdimf(), fdiml() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
feclearexcept( ) − 浮動小数点例外フラグのクリア

構文
#include <fenv.h>

Itanium(R)ベースシステムのみ
int feclearexcept(int excepts);

PA-RISC のみ
void feclearexcept(int excepts);

説明
feclearexcept() 関数は、引き数が示す例外フラグをクリアします。引き数には、次の例外マクロをビッ
ト論理和で組み合わせることができます。 FE_INEXACT、 FE_DIVBYZERO、 FE_UNDERFLOW、
FE_OVERFLOW、 FE_INVALID。 FE_ALL_EXCEPT はすべての浮動小数点例外を示します。

使用方法
この関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。このとき、プログラムに <fenv.h> が
インクルードされていることを確認してください。

Itaniumベースシステムの場合、コンパイラのコマンド行で +Ofenvaccess を指定するか、または以下の肯
定 FENV_ACCESS プラグマが有効になっている位置でこの関数を呼び出します。

#pragma STDC FENV_ACCESS ON

FENV_ACCESS プラグマをファイル内の最上位宣言以外の個所に記述した場合、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはファイルが終了するまで、コンパイル単位内でそのプラグマに
続くすべての宣言に適用されます。

FENV_ACCESS プラグマをブロック ( 複合文 ) の先頭に記述した場合には、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはブロックが終了するまで適用されます。

PA-RISC の場合には、この関数の動作を損なう可能性のある最適化を抑制するために、 +Onomoveflops コン
パイラオプションを使用する必要があります。

コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
Itaniumベースシステムのみ

この関数は常に０を返し、指定された例外がすべてクリアされたことを示します。
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PA-RISC のみ
なし。

エラー
エラーは、定義されていません。

例
浮動小数点アンダーフロー例外フラグと浮動小数点不正確例外フラグをクリアします。

#include <fenv.h>

/*...*/

feclearexcept(FE_UNDERFLOW | FE_INEXACT);

すべての浮動小数点例外フラグをクリアします。

#include <fenv.h>

/*...*/

feclearexcept(FE_ALL_EXCEPT);

参照
fegetexceptflag(3M), fegettrapenable(3M), feraiseexcept(3M), fesetexceptflag(3M), fesettrapenable(3M),

fetestexcept(3M), fenv(5)

標準準拠
feclearexcept() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
fegetenv( ) − 浮動小数点環境の取得

構文
#include <fenv.h>

Itanium(R)ベースシステムのみ
int fegetenv(fenv_t *envp);

PA-RISC のみ
void fegetenv(fenv_t *envp);

説明
fegetenv() 関数は、引き数 envp が指すオブジェクトに、現在の浮動小数点環境を格納します。

この関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

このとき、プログラムに <fenv.h> がインクルードされていることを確認してください。

Itaniumベースシステムの場合、コンパイラのコマンド行で +Ofenvaccess を指定するか、または以下の肯
定 FENV_ACCESS プラグマが有効になっている位置でこの関数を呼び出します。

#pragma STDC FENV_ACCESS ON

FENV_ACCESS プラグマをファイル内の最上位宣言以外の個所に記述した場合、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはファイルが終了するまで、コンパイル単位内でそのプラグマに
続くすべての宣言に適用されます。

FENV_ACCESS プラグマをブロック ( 複合文 ) の先頭に記述した場合には、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはブロックが終了するまで適用されます。

PA-RISC の場合には、この関数の動作を損なう可能性のある最適化を抑制するために、 +Onomoveflops コン
パイラオプションを使用する必要があります。

コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
Itaniumベースシステムのみ

この関数は常に０を返し、現在の環境を示すデータが正常に格納されたことを示します。

PA-RISC のみ
なし。
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エラー
エラーは、定義されていません。

例
現在の浮動小数点環境を取得します。

#include <fenv.h>

/*...*/

fenv_t env;

/*...*/

fegetenv(&env);

参照
feholdexcept(3M), fesetenv(3M), feupdateenv(3M), fenv(5)

標準準拠
fegetenv() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
fegetexceptflag( ) − 浮動小数点例外フラグの取得

構文
#include <fenv.h>

Itanium(R)ベースシステムのみ
int fegetexceptflag(fexcept_t *flagp, int excepts);

PA-RISC のみ
void fegetexceptflag(fexcept_t *flagp, int excepts);

説明
fegetexceptflag() 関数は、引き数 flagp が指すオブジェクトに、引き数 excepts が示す浮動小数点例外
フラグの状態を格納します。 excepts 引き数には、次の浮動小数点例外マクロをビット論理和で組み合わせる
ことができます。 FE_INEXACT、 FE_DIVBYZERO、 FE_UNDERFLOW、 FE_OVERFLOW、 FE_INVALID。
FE_ALL_EXCEPT はすべての浮動小数点例外を示します。浮動小数点例外フラグが格納されているオブジェク
トは、システムの例外フラグを復元するために、 fesetexceptflag に渡すことができますが、オブジェク
トに格納されている浮動小数点例外フラグの形式は、特に規定されていません。

どの浮動小数点例外フラグが設定されているか調べるには、 fegetexceptflag() ではなく fetestex-

cept() を使用します。

使用方法
この関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。このとき、プログラムに <fenv.h> が
インクルードされていることを確認してください。

Itaniumベースシステムの場合、コンパイラのコマンド行で +Ofenvaccess を指定するか、または以下の肯
定 FENV_ACCESS プラグマが有効になっている位置でこの関数を呼び出します。

#pragma STDC FENV_ACCESS ON

FENV_ACCESS プラグマをファイル内の最上位宣言以外の個所に記述した場合、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはファイルが終了するまで、コンパイル単位内でそのプラグマに
続くすべての宣言に適用されます。

FENV_ACCESS プラグマをブロック ( 複合文 ) の先頭に記述した場合には、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはブロックが終了するまで適用されます。

PA-RISC の場合には、この関数の動作を損なう可能性のある最適化を抑制するために、 +Onomoveflops コ
ンパイラオプションを使用する必要があります。

コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。
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戻り値
Itaniumベースシステムのみ

この関数は常に０を返し、表示データが正常に格納されたことを示します。

PA-RISC のみ
なし。

エラー
エラーは、定義されていません。

例
浮動小数点オーバーフロー例外フラグと、浮動小数点不正例外フラグを取得します。

#include <fenv.h>

/*...*/

fexcept_t flags;

/*...*/

fegetexceptflag(&flags, FE_OVERFLOW | FE_INVALID);

参照
feclearexcept(3M), fegettrapenable(3M), feraiseexcept(3M), fesetexceptflag(3M), fesettrapenable(3M), fetes-

texcept(3M), fenv(5)

標準準拠
fegetexceptflag() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
fegetflushtozero( ) − 浮動小数点アンダーフローモードの取得

構文
#include <fenv.h>

int fegetflushtozero(void);

説明
fegetflushtozero() 関数は、現在のアンダーフローモードを示す値を取り出します。アンダーフローモー
ドは、IEEE-754 準拠の (段階的) アンダーフローモード、またはゼロクリアモード (flush-to-zero mode) のど
ちらかです。

デフォルトのアンダーフローモードは、IEEE-754 に準拠しています。

ゼロクリアモードは、高速アンダーフローモードとも呼ばれ、ほとんどの PA1.1 システム、すべての PA2.0

および Itanium(R)ベース システムでサポートされています。 IEEE-754 準拠モードでは、アンダーフローの
処理は、カーネルへのトラップによって行うことができます。この場合、結果の IEEE 準拠の変換 (デノーマ
ル値、または０への変換) は、ソフトウェアエミュレーションによって実行されます。 PA-RISC システムの
場合には、ゼロクリアモードを使うと、カーネルにトラップをかけることなく、デノーマルオペランドと演算
結果のデノーマル値を０に置き換えることができます。 Itaniumベースシステムの場合は、ゼロクリアモード
にすると、カーネルへトラップをかけることなくデノーマル値の結果 (デノーマルオペランドは除く) が０に置
き換わります。ゼロクリアモードを使うと、アプリケーションによっては著しく性能が改善することがありま
す。

使用方法
この関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。このとき、プログラムに <fenv.h> が
含まれていることを確認してください。

Itaniumベースシステムの場合、コンパイラのコマンド行で +Ofenvaccess を指定するか、または以下の肯
定 FENV_ACCESS プラグマが有効になっている位置でこの関数を呼び出します。

#pragma STDC FENV_ACCESS ON

FENV_ACCESS プラグマをファイル内の最上位宣言以外の個所に記述した場合、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはファイルが終了するまで、コンパイル単位内でそのプラグマに
続くすべての宣言に適用されます。

FENV_ACCESS プラグマをブロック ( 複合文 ) の先頭に記述した場合には、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはブロックが終了するまで適用されます。

PA-RISC の場合には、この関数の動作を損なう可能性のある最適化を抑制するために、 +Onomoveflops コ
ンパイラオプションを使用する必要があります。

コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。
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詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
現在のアンダーフローモードが IEEE-754 準拠の場合、 fegetflushtozero() 関数は０を返します。現在
のアンダーフローモードがゼロクリアモードである場合、この関数は１を返します。

ゼロクリアモードをサポートしていないシステムでは、この関数が返す値は不定です。

エラー
エラーは、定義されていません。

例
現在のアンダーフローモードを保存してゼロクリアモードを設定し、次に、以前のモードを復元します。

#include <fenv.h>

/*...*/

int fm_saved;

fm_saved = fegetflushtozero();

fesetflushtozero(1);

/*...*/

fesetflushtozero(fm_saved);

著者
fegetflushtozero() は HP で開発されました。現在、これを必須としている規格はありません。

参照
fesetflushtozero(3M), fenv(5)

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 2 −  Hewlett-Packard Company 531



fegetround(3M) fegetround(3M)

名称
fegetround( ) − 浮動小数点丸め方向モードの取得

構文
#include <fenv.h>

int fegetround(void);

説明
fegetround() 関数は、 IEEE 754 (IEC 60559) 浮動小数点標準に規定されているとおりに、現在の丸め方
向を取得します。

デフォルトの丸め方向モードは、最も近い値への丸め (FE_TONEAREST) です。

使用方法
この関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。このとき、プログラムに <fenv.h> が
インクルードされていることを確認してください。

Itaniumベースシステムの場合、コンパイラのコマンド行で +Ofenvaccess を指定するか、または以下の肯
定 FENV_ACCESS プラグマが有効になっている位置でこの関数を呼び出します。

#pragma STDC FENV_ACCESS ON

FENV_ACCESS プラグマをファイル内の最上位宣言以外の個所に記述した場合、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはファイルが終了するまで、コンパイル単位内でそのプラグマに
続くすべての宣言に適用されます。

FENV_ACCESS プラグマをブロック ( 複合文 ) の先頭に記述した場合には、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはブロックが終了するまで適用されます。

PA-RISC の場合には、この関数の動作を損なう可能性のある最適化を抑制するために、 +Onomoveflops コ
ンパイラオプションを使用する必要があります。

コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
fegetround() 関数は、現在の丸め方向を示す、丸め方向マクロの値を返します。戻り値は、 <fenv.h>

で定義されている下記のマクロのいずれかに一致します。

FE_TONEAREST 最も近い値への丸めです。２つの最も近い値が同じ近さの場合、最下位ビットが
０の値が選択されます。

FE_UPWARD 値が大きい方向への丸めです (+ 無限大方向へ)。
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FE_DOWNWARD 値が小さい方向への丸めです (- 無限大方向へ)。

FE_TOWARDZERO ０の方向への丸めです。

エラー
エラーは、定義されていません。

例
丸め方向を保存、設定、および復元します。

#include <fenv.h>

/*...*/

{

int save_round;

save_round = fegetround();

fesetround(FE_UPWARD);

/*...*/

fesetround(save_round);

/*...*/

}

参照
fesetround(3M), fenv(5)

標準準拠
fegetround() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
fegettrapenable( ) − 浮動小数点例外トラップ有効フラグの取得

構文
#include <fenv.h>

int fegettrapenable(void);

説明
fegettrapenable() 関数は、どの浮動小数点例外トラップが現在有効になっているかを調べます。

使用方法
この関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。このとき、プログラムに <fenv.h> が
インクルードされていることを確認してください。

Itanium(R)ベース システムの場合、コンパイラのコマンド行で +Ofenvaccess を指定するか、または以下
の肯定 FENV_ACCESS プラグマが有効になっている位置でこの関数を呼び出します。

#pragma STDC FENV_ACCESS ON

FENV_ACCESS プラグマをファイル内の最上位宣言以外の個所に記述した場合、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはファイルが終了するまで、コンパイル単位内でそのプラグマに
続くすべての宣言に適用されます。

FENV_ACCESS プラグマをブロック ( 複合文 ) の先頭に記述した場合には、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはブロックが終了するまで適用されます。

PA-RISC の場合には、この関数の動作を損なう可能性のある最適化を抑制するために、 +Onomoveflops コ
ンパイラオプションを使用する必要があります。

コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
fegettrapenable() 関数は、現在有効になっている例外トラップに対応する、浮動小数点例外マクロの
ビット論理和を返します。マクロの名前はそれぞれ、 FE_INEXACT、 FE_DIVBYZERO、 FE_UNDERFLOW、
FE_OVERFLOW、 FE_INVALID です。 FE_ALL_EXCEPT はすべての浮動小数点例外を示します。

エラー
エラーは、定義されていません。

例
現在のトラップ設定を取り出し、ゼロ除算例外に対してトラップが有効になっているかどうか判断します。

#include <fenv.h>

/*...*/
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if (fegettrapenable() & FE_DIVBYZERO)

printf("divide by zero trap set\\n");

著者
fegettrapenable() は HP で開発されました。現在、これを必須としている規格はありません。

参照
feclearexcept(3M), fegetexceptflag(3M), feraiseexcept(3M), fesetexceptflag(3M), fesettrapenable(3M),

fenv(5)
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名称
feholdexcept( ) − 浮動小数点環境の保存

構文
#include <fenv.h>

int feholdexcept(fenv_t *envp);

説明
feholdexcept() 関数は、引き数 envp が指すオブジェクトに現在の浮動小数点環境を保存します。また、
この関数は浮動小数点例外フラグをクリアして、すべてのトラップを無効にします。

feholdexcept() を feupdateenv() とともに使用すると、擬似的な浮動小数点例外を隠すことができま
す。また、 fesetenv() とともに使用すると、すべての例外を隠すことができます。

使用方法
この関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。このとき、プログラムに <fenv.h> が
インクルードされていることを確認してください。

Itanium(R)ベース システムの場合、コンパイラのコマンド行で +Ofenvaccess を指定するか、または以下
の肯定 FENV_ACCESS プラグマが有効になっている位置でこの関数を呼び出します。

#pragma STDC FENV_ACCESS ON

FENV_ACCESS プラグマをファイル内の最上位宣言以外の個所に記述した場合、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはファイルが終了するまで、コンパイル単位内でそのプラグマに
続くすべての宣言に適用されます。

FENV_ACCESS プラグマをブロック ( 複合文 ) の先頭に記述した場合には、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはブロックが終了するまで適用されます。

PA-RISC の場合には、この関数の動作を損なう可能性のある最適化を抑制するために、 +Onomoveflops コ
ンパイラオプションを使用する必要があります。

コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
feholdexcept() 関数は、正常にすべてのトラップを無効にできた場合、ゼロを返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

例
現在の浮動小数点環境を holdenv に保存し、疑似的なアンダーフロー例外を隠して、 feupdateenv() が
呼び出されるまで、発生した浮動小数点例外を保留します。
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#include <fenv.h>

/*...*/

fenv_t holdenv;

feholdexcept(&holdenv);

/* perform operations */

if (/* test for spurious underflow */)

feclearexcept(FE_UNDERFLOW);

feupdateenv(&holdenv); /* raise accumulated exceptions */

参照
fegetenv(3M), fesetenv(3M), feupdateenv(3M), fenv(5)

標準準拠
feholdexcept() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
feraiseexcept( ) − 浮動小数点例外の生成

構文
#include <fenv.h>

Itanium(R)ベースシステムのみ
int feraiseexcept(int excepts);

PA-RISC のみ
void feraiseexcept(int excepts);

説明
feraiseexcept() 関数は、引き数で示された浮動小数点例外を発生させます。引き数には、次の例外マク
ロをビット論理和で組み合わせることができます。 FE_INEXACT、 FE_DIVBYZERO、 FE_UNDERFLOW、
FE_OVERFLOW、 FE_INVALID。 FE_ALL_EXCEPT はすべての例外を示します。

指定された例外のうちトラップが有効になっている例外が、すべて発生します。

使用方法
この関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。このとき、プログラムに <fenv.h> が
インクルードされていることを確認してください。

Itaniumベースシステムの場合、コンパイラのコマンド行で +Ofenvaccess を指定するか、または以下の肯
定 FENV_ACCESS プラグマが有効になっている位置でこの関数を呼び出します。

#pragma STDC FENV_ACCESS ON

FENV_ACCESS プラグマをファイル内の最上位宣言以外の個所に記述した場合、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはファイルが終了するまで、コンパイル単位内でそのプラグマに
続くすべての宣言に適用されます。

FENV_ACCESS プラグマをブロック ( 複合文 ) の先頭に記述した場合には、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはブロックが終了するまで適用されます。

PA-RISC の場合には、この関数の動作を損なう可能性のある最適化を抑制するために、 +Onomoveflops コ
ンパイラオプションを使用する必要があります。

コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
Itaniumベースシステムのみ

この関数は常に０を返し、指定された例外がすべて生成されたことを示します。

538 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



feraiseexcept(3M) feraiseexcept(3M)

PA-RISC のみ
なし。

エラー
エラーは、定義されていません。

例
アンダーフロー例外と不正確例外を発生させます。

#include <fenv.h>

/*...*/

feraiseexcept(FE_UNDERFLOW | FE_INEXACT);

すべての例外を発生させます。

#include <fenv.h>

/*...*/

feraiseexcept(FE_ALL_EXCEPT);

参照
feclearexcept(3M), fegetexceptflag(3M), fegettrapenable(3M), fesetexceptflag(3M), fesettrapenable(3M),

fetestexcept(3M), fenv(5)

標準準拠
feraiseexcept() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
ferror( ), feof( ), clearerr( ) − ストリームのステータスの照会

構文
#include <stdio.h>

int ferror(FILE *stream);

int feof(FILE *stream);

void clearerr(FILE *stream);

廃止インタフェース
int ferror_unlocked(FILE *stream);

int feof_unlocked(FILE *stream);

void clearerr_unlocked(FILE *stream);

説明
ferror() stream で指定したファイルの読み書きで I/O エラーが起きている場合には 0 以外の値を、エ

ラーが起きていない場合は 0 を返します。clearerr() でクリアするか、特定の stdio ルー
チンがそうしない限り、ストリームがクローズされるまでエラーの状態が続きます。

feof() stream で指定した入力で EOF まで読み込んだ場合は 0 以外の値を、そうでない場合は 0 を
返します。

clearerr() stream で指定したエラー状態および EOF状態を、0 にリセットします。

廃止インタフェース
ferror_unlocked()、feof_unlocked()、および clearerr_unlocked() はストリームのステータス
を照会します。

警告
これらのすべてのルーチンは、ライブラリ関数、およびマクロの両方で実現されています。マクロ版はデフォ
ルトで使用され、 <stdio.h> で定義されています。ライブラリ関数を得るには #undef でマクロ定義を削
除するか、もし ANSI-C モードでコンパイルするのであれば、関数の名前をカッコで囲むか、関数のアドレス
を使用します。これらの方法の例を下にあげます。

#include <stdio.h>

#undef ferror

...

main()

{

int (*find_error()) ();

...

return_val=ferror(fd);
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...

return_val=(feof)(fd1);

...

find_error = feof;

};

リエントラントインタフェース
<stdio.h> をインクルードする前に _REENTRANT が定義されている場合は、ferror(), feof(), および
clearerr() に対してライブラリ関数のロック付きの版が、デフォルトで使われます。

ferror_unlocked()、feof_unlocked()、および clearerr_unlocked() は、現在では既存の DCE

アプリケーションとの互換性を保つためにだけサポートされています。新しいマルチスレッドアプリケーショ
ンでは、ferror(), feof() および clearerr() を使用してください。

参照
open(2), flockfile(3S), fopen(3S), thread_safety(5)

標準準拠
ferror(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

clearerr(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

feof(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C
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名称
fesetenv( ) − 浮動小数点環境の設定

構文
#include <fenv.h>

Itanium(R)ベースシステムのみ
int fesetenv(const fenv_t *envp);

PA-RISC のみ
void fesetenv(const fenv_t *envp);

説明
fesetenv() 関数は、 envp が指すオブジェクトで指定された、浮動小数点環境を確立します。引き数 envp

は、 fegetenv() または feholdexcept() の呼び出しで設定されたオブジェクトを指しているか、または
マクロ FE_DFL_ENV と同じでなければなりません。

fesetenv() は、引き数で指定された浮動小数点例外フラグの状態を設定するだけであり、それらの浮動小
数点例外を発生させるわけではない (したがってトラップは発生しません) ので注意してください。

使用方法
この関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。このとき、プログラムに <fenv.h> が
インクルードされていることを確認してください。

Itaniumベースシステムの場合、コンパイラのコマンド行で +Ofenvaccess を指定するか、または以下の肯
定 FENV_ACCESS プラグマが有効になっている位置でこの関数を呼び出します。

#pragma STDC FENV_ACCESS ON

FENV_ACCESS プラグマをファイル内の最上位宣言以外の個所に記述した場合、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはファイルが終了するまで、コンパイル単位内でそのプラグマに
続くすべての宣言に適用されます。

FENV_ACCESS プラグマをブロック ( 複合文 ) の先頭に記述した場合には、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはブロックが終了するまで適用されます。

PA-RISC の場合には、この関数の動作を損なう可能性のある最適化を抑制するために、 +Onomoveflops コ
ンパイラオプションを使用する必要があります。

コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。
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戻り値
Itaniumベースシステムのみ

この関数は常に０を返し、環境が正常に確立されたことを示します。

PA-RISC のみ
なし。

エラー
エラーは、定義されていません。

例
現在の浮動小数点環境を保存し、例外で中断されないようにします。次に、蓄積された浮動小数点例外を発生
させないで、以前の環境を復元します。

#include <fenv.h>

/*...*/

fenv_t holdenv;

feholdexcept(&holdenv);

/* perform operations */

fesetenv(&holdenv);

デフォルトの環境を設定します。

#include <fenv.h>

/*...*/

fesetenv(FE_DFL_ENV);

参照
fegetenv(3M), feholdexcept(3M), feupdateenv(3M), fenv(5)

標準準拠
fesetenv() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
fesetexceptflag( ) − 浮動小数点例外フラグの設定

構文
#include <fenv.h>

Itanium(R)ベースシステムのみ
int fesetexceptflag(const fexcept_t *flagp, int excepts);

PA-RISC のみ
void fesetexceptflag(const fexcept_t *flagp, int excepts);

説明
fesetexceptflag() 関数は、引き数 excepts で示された浮動小数点例外フラグのステータスを、 flagp が
指すオブジェクトに保存されている状態に従って設定します。 *flagp の値は、前もって fegetexcept-

flag() を呼び出して、設定しておく必要があります。 fegetexceptflag() の２番目の引き数では、少な
くとも引き数 excepts で指定する浮動小数点例外を指定しておく必要があります。指定しておかないと、
excepts で指定した浮動小数点例外フラグの作用が不定になります。この関数では例外は発生しません。単に
フラグのステータスを設定するだけです。したがってトラップは発生しません。 excepts 引き数では、次の浮
動小数点例外マクロをビット論理和で組み合わせることができます。 FE_INEXACT、 FE_DIVBYZERO、
FE_UNDERFLOW、 FE_OVERFLOW、 FE_INVALID。 FE_ALL_EXCEPT はすべての浮動小数点例外を示しま
す。

使用方法
この関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。このとき、プログラムに <fenv.h> が
インクルードされていることを確認してください。

Itaniumベースシステムの場合、コンパイラのコマンド行で +Ofenvaccess を指定するか、または以下の肯
定 FENV_ACCESS プラグマが有効になっている位置でこの関数を呼び出します。

#pragma STDC FENV_ACCESS ON

FENV_ACCESS プラグマをファイル内の最上位宣言以外の個所に記述した場合、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはファイルが終了するまで、コンパイル単位内でそのプラグマに
続くすべての宣言に適用されます。

FENV_ACCESS プラグマをブロック ( 複合文 ) の先頭に記述した場合には、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはブロックが終了するまで適用されます。

PA-RISC の場合には、この関数の動作を損なう可能性のある最適化を抑制するために、 +Onomoveflops コ
ンパイラオプションを使用する必要があります。

コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。
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詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
Itaniumベースシステムのみ

この関数は常に０を返し、指定されたフラグがすべて正常に適切な状態に設定されたことを示します。

PA-RISC のみ
なし。

エラー
エラーは、定義されていません。

例
fegetexceptflag() を使用して、２つの浮動小数点例外フラグの現在の状態を保存します。その後、
fesetexceptflag() を使って、保存されている状態を復元します。

#include <fenv.h>

/*...*/

fexcept_t saved_flags;

/*...*/

fegetexceptflag(&saved_flags, FE_DIVBYZERO | FE_INEXACT);

/*...*/

fesetexceptflag(&saved_flags, FE_DIVBYZERO | FE_INEXACT);

参照
feclearexcept(3M), fegetexceptflag(3M), fegettrapenable(3M), feraiseexcept(3M), fesettrapenable(3M),

fetestexcept(3M), fenv(5)

標準準拠
fesetexceptflag() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 2 −  Hewlett-Packard Company 545



fesetflushtozero(3M) fesetflushtozero(3M)

名称
fesetflushtozero( ) − 浮動小数点アンダーフローモードの設定

構文
#include <fenv.h>

void fesetflushtozero(int);

説明
fesetflushtozero() 関数は、現在のアンダーフローモードを設定します。引き数が１の場合、アンダーフ
ローモードは、ゼロクリアモード (flush-to-zero mode) に設定されます。引き数が０の場合、アンダーフロー
モードは、 IEEE-754 準拠の (段階的) アンダーフローモードに設定されます。引き数が１でも０でもない場
合、結果は不定です。

デフォルトのアンダーフローモードは、IEEE-754 準拠です。

ゼロクリア モードは、高速アンダーフローモードとも呼ばれ、ほとんどの PA1.1 システム、すべての PA2.0

および Itanium(R)ベース システムでサポートされています。 IEEE-754 準拠モードでは、アンダーフローの
処理は、カーネルへのトラップによって行うことができます。この場合、結果の IEEE 準拠の変換 (デノーマ
ル値、または０への変換) は、ソフトウェアエミュレーションによって実行されます。

PA-RISC システムの場合には、ゼロクリアモードを使うと、カーネルにトラップをかけることなく、デノーマ
ルオペランドと演算結果のデノーマル値を０に置き換えることができます。

Itaniumベースシステムの場合は、ゼロクリアモードにすると、カーネルへトラップをかけることなくデノー
マル値の結果 (デノーマルオペランドは除く) が０に置き換わります。

ゼロクリアモードを使うと、アプリケーションによっては著しく性能が改善することがあります。

使用方法
この関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。このとき、プログラムに <fenv.h> が
含まれていることを確認してください。

Itaniumベースシステムの場合、コンパイラのコマンド行で +Ofenvaccess を指定するか、または以下の肯
定 FENV_ACCESS プラグマが有効になっている位置でこの関数を呼び出します。

#pragma STDC FENV_ACCESS ON

FENV_ACCESS プラグマをファイル内の最上位宣言以外の個所に記述した場合、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはファイルが終了するまで、コンパイル単位内でそのプラグマに
続くすべての宣言に適用されます。

FENV_ACCESS プラグマをブロック ( 複合文 ) の先頭に記述した場合には、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはブロックが終了するまで適用されます。

PA-RISC の場合には、この関数の動作を損なう可能性のある最適化を抑制するために、 +Onomoveflops コ
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ンパイラオプションを使用する必要があります。

コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
なし。

エラー
エラーは、定義されていません。

例
現在のアンダーフローモードを保存して、ゼロクリアモードにします。その後、以前のモードを復元します。

#include <fenv.h>

/*...*/

int fm_saved;

fm_saved = fegetflushtozero();

fesetflushtozero(1);

/*...*/

fesetflushtozero(fm_saved);

著者
fesetflushtozero() は HP で開発されました。現在、これを必須としている規格はありません。

参照
fegetflushtozero(3M), fenv(5)

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 2 −  Hewlett-Packard Company 547



fesetround(3M) fesetround(3M)

名称
fesetround( ) − 浮動小数点丸め方向モードの設定

構文
#include <fenv.h>

int fesetround(int round);

説明
fesetround() 関数は、引き数 round で表される丸め方向を設定します。 round 引き数は、マクロ
FE_TONEAREST、 FE_UPWARD、 FE_DOWNWARD、 FE_TOWARDZERO のいずれかと一致しなければなりませ
ん。引き数がどの丸め方向マクロとも一致しない場合、丸め方向は変更されません。

デフォルトの丸め方向モードは、最も近い値への丸め (FE_TONEAREST) です。

使用方法
この関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。このとき、プログラムに <fenv.h> が
インクルードされていることを確認してください。

Itanium(R)ベース システムの場合、コンパイラのコマンド行で +Ofenvaccess を指定するか、または以下
の肯定 FENV_ACCESS プラグマが有効になっている位置でこの関数を呼び出します。

#pragma STDC FENV_ACCESS ON

FENV_ACCESS プラグマをファイル内の最上位宣言以外の個所に記述した場合、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはファイルが終了するまで、コンパイル単位内でそのプラグマに
続くすべての宣言に適用されます。

FENV_ACCESS プラグマをブロック ( 複合文 ) の先頭に記述した場合には、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはブロックが終了するまで適用されます。

PA-RISC の場合には、この関数の動作を損なう可能性のある最適化を抑制するために、 +Onomoveflops コ
ンパイラオプションを使用する必要があります。

コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
fesetround() 関数は、引き数が丸め方向マクロのいずれかと一致する場合のみ、ゼロを返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

例
丸め方向を保存、設定、復元します。
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#include <fenv.h>

/*...*/

{

int save_round;

save_round = fegetround();

fesetround(FE_UPWARD);

/*...*/

fesetround(save_round);

/*...*/

}

参照
fegetround(3M), fenv(5)

標準準拠
fesetround() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
fesettrapenable( ) − 例外トラップ有効フラグの設定

構文
#include <fenv.h>

void fesettrapenable(int excepts);

説明
fesettrapenable() 関数は、引き数 excepts で示されている例外トラップを有効にして、引き数で示され
ていない例外トラップを無効にします。引き数では、次の例外マクロをビット論理和で組み合わせることがで
きます。 FE_INEXACT 、 FE_DIVBYZERO 、 FE_UNDERFLOW 、 FE_OVERFLOW 、 FE_INVALID 。
FE_ALL_EXCEPT はすべての例外を示します。

使用方法
この関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。このとき、プログラムに <fenv.h> が
インクルードされていることを確認してください。

Itanium(R)ベース システムの場合、コンパイラのコマンド行で +Ofenvaccess を指定するか、または以下
の肯定 FENV_ACCESS プラグマが有効になっている位置でこの関数を呼び出します。

#pragma STDC FENV_ACCESS ON

FENV_ACCESS プラグマをファイル内の最上位宣言以外の個所に記述した場合、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはファイルが終了するまで、コンパイル単位内でそのプラグマに
続くすべての宣言に適用されます。

FENV_ACCESS プラグマをブロック ( 複合文 ) の先頭に記述した場合には、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはブロックが終了するまで適用されます。

PA-RISC の場合には、この関数の動作を損なう可能性のある最適化を抑制するために、 +Onomoveflops コ
ンパイラオプションを使用する必要があります。

コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
なし。

エラー
エラーは、定義されていません。

例
オーバーフロートラップとゼロ除算トラップを有効にして、それ以外のトラップを無効にします。

#include <fenv.h>
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/*...*/

fesettrapenable(FE_OVERFLOW | FE_DIVBYZERO);

著者
fesettrapenable() は HP で開発されました。現在、これを必須としている規格はありません。

参照
feclearexcept(3M), fegetexceptflag(3M), fegettrapenable(3M), feraiseexcept(3M), fesetexceptflag(3M). fetes-

texcept(3M), fenv(5)
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名称
fetestexcept( ) − 浮動小数点例外のテスト

構文
#include <fenv.h>

int fetestexcept(int excepts);

説明
fetestexcept() 関数は、指定した浮動小数点例外フラグのうち、どのフラグが現在設定されているかを調
べます。引き数 excepts は、問い合せする浮動小数点例外フラグを指定します。引き数には、次の例外マクロ
をビット論理和で組み合わせることができます。 FE_INEXACT、 FE_DIVBYZERO、 FE_UNDERFLOW、
FE_OVERFLOW、 FE_INVALID。 FE_ALL_EXCEPT はすべての浮動小数点例外を示します。

使用方法
この関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。このとき、プログラムに <fenv.h> が
インクルードされていることを確認してください。

Itanium(R)ベース システムの場合、コンパイラのコマンド行で +Ofenvaccess を指定するか、または以下
の肯定 FENV_ACCESS プラグマが有効になっている位置でこの関数を呼び出します。

#pragma STDC FENV_ACCESS ON

FENV_ACCESS プラグマをファイル内の最上位宣言以外の個所に記述した場合、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはファイルが終了するまで、コンパイル単位内でそのプラグマに
続くすべての宣言に適用されます。

FENV_ACCESS プラグマをブロック ( 複合文 ) の先頭に記述した場合には、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはブロックが終了するまで適用されます。

PA-RISC の場合には、この関数の動作を損なう可能性のある最適化を抑制するために、 +Onomoveflops コ
ンパイラオプションを使用する必要があります。

コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
fetestexcept() 関数は、 excepts に含まれていて現在設定されている浮動小数点例外に対応する、例外マ
クロのビット論理和を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。
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例
無効例外が設定されている場合は、 f() を呼び出します。次に、オーバーフロー例外が設定されている場合
には、 g() を呼び出します。

#include <fenv.h>

/*...*/

int set_excepts;

/* operations that may raise exceptions */

set_excepts = fetestexcept(FE_INVALID | FE_OVERFLOW);

if (set_excepts & FE_INVALID) f();

if (set_excepts & FE_OVERFLOW) g();

参照
feclearexcept(3M), fegetexceptflag(3M), fegettrapenable(3M), feraiseexcept(3M), fesetexceptflag(3M), feset-

trapenable(3M), fenv(5)

標準準拠
fetestexcept() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
feupdateenv( ) − 浮動小数点環境のアップデート

構文
#include <fenv.h>

Itanium(R)ベースシステムのみ
int feupdateenv(const fenv_t *envp);

PA-RISC のみ
void feupdateenv(const fenv_t *envp);

説明
feupdateenv() 関数は、現在発生している例外を自身の自動記憶域に保存して、 envp が指すオブジェクト
で示される浮動小数点環境を設定し、保存されている浮動小数点例外を発生させます。 feholdexcept() を
feupdateenv() とともに使用すると、擬似的な浮動小数点例外を隠すことができます。

引き数 envp は、 fegetenv() または feholdexcept() の呼び出しで設定されたオブジェクトを指してい
るか、マクロ FE_DFL_ENV と同じでなければなりません。

使用方法
この関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。このとき、プログラムに <fenv.h> が
インクルードされていることを確認してください。

Itaniumベースシステムの場合、コンパイラのコマンド行で +Ofenvaccess を指定するか、または以下の肯
定 FENV_ACCESS プラグマが有効になっている位置でこの関数を呼び出します。

#pragma STDC FENV_ACCESS ON

FENV_ACCESS プラグマをファイル内の最上位宣言以外の個所に記述した場合、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはファイルが終了するまで、コンパイル単位内でそのプラグマに
続くすべての宣言に適用されます。

FENV_ACCESS プラグマをブロック ( 複合文 ) の先頭に記述した場合には、そのプラグマは、別の
FENV_ACCESS プラグマが現れるまで、またはブロックが終了するまで適用されます。

PA-RISC の場合には、この関数の動作を損なう可能性のある最適化を抑制するために、 +Onomoveflops コ
ンパイラオプションを使用する必要があります。

コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。
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戻り値
Itaniumベースシステムのみ

この関数は常に０を返し、動作がすべて正常に行われたことを示します。

PA-RISC のみ
なし。

エラー
エラーは、定義されていません。

例
現在の浮動小数点環境を holdenv に保存し、擬似的なアンダーフロー例外を隠して、 feupdateenv() が
呼び出されるまで、発生した浮動小数点例外を保留します。

#include <fenv.h>

/*...*/

fenv_t holdenv;

feholdexcept(&holdenv);

/* perform operations */

if (/* test for spurious underflow */)

feclearexcept(FE_UNDERFLOW);

feupdateenv(&holdenv); /* raise accumulated exceptions */

参照
fegetenv(3M), feholdexcept(3M), fesetenv(3M), fenv(5)

標準準拠
feupdateenv() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
fgetpos( ), fsetpos( ) − ストリームのファイル位置指標の保存および回復

構文
#include <stdio.h>

int fgetpos(FILE *stream, fpos_t *pos);

int fsetpos(FILE *stream, const fpos_t *pos);

説明
fgetpos() stream で指示したファイルの位置指標の現在の値を、 pos の指すオブジェクトに保存しま

す。保存された値は fsetpos() に使用して、ストリームの位置を fgetpos() を呼び出し
たときの位置に戻すことができます。

fsetpos() stream で指示したファイル位置指標を pos の指すオブジェクトの値に従ってセットします。
pos の値は同一のストリームに対して、前もって fgetpos() 呼び出しでセットした値でな
ければなりません。

fsetpos() 呼び出しは正常終了すると、そのストリームのエンドオブファイル状態をクリ
アし、そのストリームに対する ungetc(3S) の効果を取り消します。 fsetpos() 呼び出しの
後、両用ストリームに対する次の操作は入力、出力どちらでも構いません。

戻り値
正常終了すると０を返し、失敗すると０以外の値を返します。

エラー
fgetpos() が失敗した場合、次の値のどれかが errno に設定されます。

[EINVAL] この環境において、ファイル位置の現在値が fpos_t のサイズの変数で正しく示されない場
合

下の関数 ftell() によって、その他の errno 値が設定されることもあります ( ftell(3S) を参照)。

警告
fopen() でオープンしていないファイルに対して、この関数を使用すると失敗します。特に、ターミナルや
popen(3S) でオープンしたファイルに対してこの関数を使用してはなりません。

fsetpos() はアペンドモード (fopen(3S) 参照) でオープンしたファイルに対しては何も行いません。

参照
fgetpos64(3S), fseek(3S), fopen(3S), popen(3S), ungetc(3S), thread_safety(5)

標準準拠
fgetpos(): AES, SVID3, XPG4, ANSI C

fsetpos(): AES, SVID3, XPG4, ANSI C
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名称
fgetpos64( ), fopen64( ), freopen64( ), fseeko64( ), fsetpos64( ), fstatvfsdev64( ), ftello64( ), ftw64( ), nftw64( ),

statvfsdev64( ), tmpfile64( ) − ラージファイルをサポートする非POSIX標準APIインタフェース

構文
#include <stdio.h>

int fgetpos64(FILE *stream, fpos64_t *pos);

#include <stdio.h>

FILE *fopen64(const char *pathname, const char *type);

#include <stdio.h>

FILE *freopen64(const char *pathname, const char *type, FILE *stream);

#include <stdio.h>

int fseeko64(FILE *stream, off64_t *offset, int whence);

#include <stdio.h>

int fsetpos64(FILE *stream, const fpos64_t *pos);

#include <sys/statvfs.h>

int fstatvfsdev64(int filedes, struct statvfs64 *buf);

#include <stdio.h>

off64_t ftello64(FILE *stream);

#include <ftw.h>

int ftw64(const char *path,

int (*fn)(const char *obj_path,

const struct stat64 *obj_stat,

int obj_flags),

int depth);

#include <ftw.h>

int nftw64(const char *path,

int (*fn)(const char *obj_path,

const struct stat64 *obj_stat,

int obj_flags,

struct FTW obj_FTW),

int depth,

int flags);
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#include <sys/statvfs.h>

int statvfsdev64(const char *path, struct statvfs64 *buf);

#include <stdio.h>

FILE *tmpfile64(void);

説明
ラージファイルをサポートする新しい API です。これらの API インタフェースは、POSIX 標準の一部ではな
く、将来は削除される可能性があります。

fgetpos64() 関数 fgetpos64() は、 fpos_t ではなく fpos64_t に位置を返すという点を除
いては、 fgetpos() と同じです。その他すべての関数動作、戻り値、エラーは同じ
です。

fopen64() 関数 fopen64() は、64ビットコンパイル環境では fopen() と同じです。関数
fopen64() は、必要に応じてファイルを 2 GBより大きくして使用できる FILE へ
のポインターを返します。その他すべての関数動作、戻り値、エラーは fopen() と
同じです。

freopen64() 関数 freopen64() は、64ビットコンパイル環境では freopen() と同じです。関
数 freopen64() は、必要に応じてファイルを2 GBより大きくして使用できる
FILE へのポインターを返します。その他すべての関数動作、戻り値、エラーは
freopen() と同じです。

fseeko64() 関数 fseeko64() は、サイズのパラメータに off_t ではなく off64_t を使用す
る点を除いては、 fseeko() と同じです。その他すべての関数動作、戻り値、エ
ラーは同じです。

fsetpos64() 関数 fsetpos64() は、パラメータ pos に fpos_t ではなく fpos64_t を使用す
る点を除いては、 fsetpos() と同じです。その他すべての関数動作、戻り値、エ
ラーは同じです。

fstatvfsdev64() 関数 fstatvfsdev64() は、２番目のパラメータに struct statvfs ではなく
struct statvfs64 を使用する点を除いては、 fstatvfsdev() と同じです。そ
の他すべての関数動作、戻り値、エラーは同じです。

ftello64() 関数 ftello64() は、 off_t ではなく off64_t のファイル位置を返す点を除い
ては、 ftello() と同じです。その他すべての関数動作、戻り値、エラーは同じで
す。

ftw64() 関数 ftw64() は、 ftw64() に渡すポインターを持つ関数への２番目のパラメータ
として struct stat64 を使用するという点を除いては、 ftw() と同じです。そ
の他すべての関数動作、戻り値、エラーは同じです。
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nftw64() 関数 nftw64() は、 nftw64() に渡されるポインターを持つ関数への２番目のパ
ラメータとして struct stat64 を使用するという点を除いては、 nftw() と同じ
な。その他すべての関数動作、戻り値、エラーは同じです。

statvfsdev64() 関数 statvfsdev64() は、２番目のパラメータに struct statvfs ではなく
struct statvfs64 を使用する点を除いては、 statvfsdev() と同じです。その
他すべての関数動作、戻り値、エラーは同じです。

tmpfile64() 関数 tmpfile64() は、64ビットコンパイル環境では tmpfile() と同じです。ど
ちらのインタフェースも、必要に応じて 2 GB より大きくすることができる一時ファ
イルを作成します。その他すべての関数動作、戻り値、エラーは同じです。

参照
thread_safety(5)
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名称
fgetws() − ストリームファイルからのワイドキャラクタ文字列の取得

構文
#include <stdio.h>

#include <wchar.h>

wchar_t *fgetws(wchar_t *ws, int n, FILE *stream);

廃止インタフェース
wchar_t *fgetws_unlocked(wchar_t *ws, int n, FILE *stream);

特記事項
fgetws() は『XPG4 Worldwide Portability Interface』のワイドキャラクタ I/O 関数に準拠しています。こ
れは８ビットキャラクタの I/O 関数、gets(3S) に相当するものです。

説明
fgetws() stream から文字を読み出し、対応するワイドキャラクタに変換し、ws の指す配列の中に置

いていきます。読み出しは n − 1 文字読むか、ニューライン文字が読み出され ws に移される
か、エンドオブファイル状態になるまで続けられます。ワイドキャラクタ文字列は null ワイ
ドキャラクタで終了します。

この関数と wchar_t 型の定義は <wchar.h> ヘッダーファイルにあります。

廃止インタフェース
fgetws_unlocked() は、ストリームファイルからワイドキャラクタ文字列を取得します。

アプリケーション使用法
fgetws() がストリームに適用された後は、ストリームはワイド指向になります (orientation(5) を参照)。

多言語化対応
ロケール

LC_CTYPE の種類によりワイドキャラクタの変換方法を決定します。

サポートされるコードセット
シングル/マルチバイト文字コードセットをサポートしています。

戻り値
正常終了すると、fgetws() および fgetws_unlocked() は ws を返します。ストリームがエンドオブ
ファイルになると、ストリームのエンドオブファイル指標をセットし、null ポインターを返します。読み出し
エラーが起きた場合は、ストリームのエラー指標をセットし、エラーを示す値を errno にセットし、null ポ
インターを返します。

ferror() および feof() を使用して、エラー状態とエンドオブファイル状態の区別をすることができま
す。
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エラー
fgetws() および fgetws_unlocked() は stream のバッファーに読み込むべきデータがあるとき、以下の
状況で失敗します。

[EAGAIN] O_NONBLOCK フラグが stream のファイル記述子にセットされていて、プロセスが
読み込み動作に間に合わなかった場合

[EBADF] stream のファイル記述子が読み出しオープンのファイル記述子として無効である場
合

[EINTR] 読み出し操作がシグナルを受け取ったために中断され、データがまったく、あるいは
一部しか転送されなかった場合

[EIO] プロセスがバックグランドプロセスで制御ターミナルから読み出そうとした場合, プ
ロセスが SIGTTIN シグナルを無視しているかブロックしている場合、プロセスのプ
ロセスグループが親なしの場合

[EILSEQ] 入力ストリームから得たデータがワイドキャラクタ文字列として無効な場合

read() 関数 (read(2) 参照) によってこれ以外の値が errno にセットされることがあります。

警告
fgetws_unlocked() は、現在では既存の DCE アプリケーションとの互換性を保つためにだけサポートさ
れています。新しいマルチスレッドアプリケーションでは、fgetws() を使用してください。

著者
fgetws() は、OSF および HP で開発されました。

参照
ferror(3S), flockfile(3S), fopen(3S), fread(3S), getwc(3C), putws(3C), scanf(3S), orientation(5),

thread_safety(5)

標準準拠
fgetws(): XPG4
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名称
fileno( ) − ストリームポインターのファイル記述子へのマップ

構文
#include <stdio.h>

int fileno(FILE *stream);

廃止インタフェース
int fileno_unlocked(FILE *stream);

説明
fileno() は、指定された stream に対応する整数のファイル記述子を返します。 open(2) を参照してくださ
い。

以下の <unistd.h> 中の記号定数はプログラムがスタートしたとき stdin, stdout, および stderr に対応
するファイル記述子を定義しています。

STDIN_FILENO 0 標準入力, stdin

STDOUT_FILENO 1 標準出力, stdout

STDERR_FILENO 2 標準エラー, stderr

廃止インタフェース
ストリームポインターをファイル記述子にマップする fileno_unlocked()

アプリケーション使用法
fileno_unlocked() インタフェースは廃止され、現在では既存のDCEアプリケーションとの互換性を保つ
ためにだけサポートされています。新しいマルチスレッドアプリケーションでは、 fileno() を使用してく
ださい。

戻り値
エラーが起きた場合、 fileno() および fileno_unlocked() は −1を返します。

参照
open(2), flockfile(3S), fopen(3S), thread_safety(5)

標準準拠
fileno(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1
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ENHANCED CURSES

名称
filter() − 一定の端末機能を使用不能にする

構文
#include <curses.h>

void filter(void);

説明
filter() 関数は、２つ以上の回線が接続されることを仮定した端末について、端末機能の初期化アルゴリズ
ムを変更します。filter() 関数に続いて、initscr() 関数または newterm() 関数を呼び出すと、さら
に次のアクションが実行されます。

• clear、cud、cud1、cup、cuu1、および vpa を使用不能にする。

• home 文字列の値を cr 文字列の値に設定する。

• lines を 1 に設定する。

必ず filter() を呼び出した後で、initscr() または newterm() を呼び出してください。

戻り値
filter() 関数は戻り値を返しません。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
initscr(3X), terminfo(4) の「機能の定義」の項, <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版で新規リリース
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HP Integrity サーバー専用

名称
finite(), finitef(), finitel(), finitew(), finiteq() − 有限性関数

構文
#include <math.h>

int finite(double x);

int finitef(float x);

int finitel(long double x);

int finitew(extended x);

int finiteq(quad x);

説明
finite() 関数は、引き数が有限値 (ゼロ、サブノーマル、ノーマルのいずれかで、無限大でも NaN でもな
い値) かどうかを判断します。

これらの関数は、標準の isfinite マクロに置き換えられました。これらの関数は他のプラットフォームか
らのコードのインポートが容易になるように HP-UX で提供されています。

finitef() は finite() の float バージョンで、float 型の引き数をとります。

finitel() は finite() の long double バージョンで、long double 型の引き数をとります。

finitew() は finite() の extended バージョンで、extended 型の引き数をとります。

finiteq() は、HP-UX システムでは finitel() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプション、または −Aa および −D_HPUX_SOURCE オプショ
ンを指定してコンパイルしてください。

finitew() または finiteq() を使うには、−fpwidetypes オプションも指定してコンパイルしてくださ
い。

プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマン
ド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細は、http://www.hp.com/go/fp にある 『HP-UX floating-point guide for HP Integrity servers』を
参照してください。

戻り値
finite() は、引き数が有限値である場合にのみ、ゼロ以外の値を返します。

エラー
エラーは定義されていません。
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参照
fpclassify(3M), isfinite(3M), isinf(3M), isnan(3M), isnormal(3M), signbit(3M), math(5)

標準準拠
これらの関数は、どの標準にも規定されていません。
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CURSES

名称
flash() − スクリーンの点滅

構文
#include <curses.h>

int flash(void);

説明
flash() 関数は、ユーザーに警告を発します。この関数は、スクリーンを点滅させるか、それができない場
合は、端末上で音響警報を発します。どちらも不可能な場合は、何も実行されません。

戻り値
flash() 関数は常に OK を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
ほとんどすべての端末は音響警報機構を備えていますが、スクリーン点滅機構を備えたものはごく一部です。

参照
beep(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版で新規リリース

旧版では、flash 関数は、beep() のエントリーに含まれていましたが、X/Open Curses 第４版では、専用の
エントリーに移されました。引き数リストは、明示的に void で宣言され、 戻り値セクションは、flash 関数
が常に OK を返すことを示すように変更されました。
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名称
flockfile( ), ftrylockfile( ), funlockfile( ) − マルチスレッドアプリケーション内でのストリームの明示的ロック

構文
#include <stdio.h>

void flockfile(FILE *stream);

int ftrylockfile(FILE *stream);

void funlockfile(FILE *stream);

説明
flockfile(), ftrylockfile(), および funlockfile() では、アプリケーションレベルでストリーム
を明示的にロックできます。スレッドでこれらの関数を使用することによって、１つの単位として実行される
一連の入出力文を指示できます。

スレッドで flockfile() 関数を使用すると、 (FILE *) オブジェクトの所有権が取得できます。

スレッドで ftrylockfile() を使用すると、 (FILE *) オブジェクトが入手可能な場合は、そのオブジェ
クトの所有権が取得できます。 ftrylockfile() は、 flockfile() の非ブロッキング版です。

スレッドが持っていた所有権を放棄するには、 funlockfile() 関数を使用します。現在の所有者以外のス
レッドが funlockfile() 関数を呼び出した場合の動作は未定義です。

論理的に、各ストリームに１つのカウントが対応しています。ストリームを作成すると、このカウントは暗黙
的にゼロに初期化されます。カウントがゼロのとき、ストリームはアンロックされます。カウントが正の数の
場合に、１つのスレッドがそのストリームを所有しています。 flockfile() 関数を呼び出したときに、カ
ウントがゼロの場合、またはカウントが正の数で呼び出し元がストリームの所有者の場合は、カウントが増分
されます。そうでなければ、呼び出し元のスレッドは一時停止し、カウントがゼロに戻るまで待機します。
funlockfile() を呼び出すたびにカウントが減分されます。したがって、 flockfile() (または、正常終
了した ftrylockfile() 呼び出し) と funlockfile() の組み合わせの呼び出しをネストすることができ
ます。

(FILE *) オブジェクトを参照するすべての POSIX.1 および C の標準関数は、 (FILE *) オブジェクトの
所有権を flockfile() と funlockfile() を内部で使用して取得しているように動作します。

戻り値
flockfile() と funlockfile() には戻り値はありません。 ftrylockfile() は、正常終了すると０を
返し、ロックを取得できなかった場合は０ではない値を返します。
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名称
floor( ), floorf( ), floorl( ), floorw( ), floorq( ) − 切り捨て丸め関数

構文
#include <math.h>

double floor(double x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
float floorf(float x);

long double floorl(long double x);

extended floorw(extended x);

quad floorq(quad x);

説明
floor() は、 x を越えない最大の整数 (倍精度の数として表現された) を返します。

Itaniumベースシステムのみ
floorf() は、 floor() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返し
ます。

floorl() は、 floor() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long

double 型の結果を返します。

floorw() は、 floor() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の
結果を返します。

floorq() は、HP-UX システムでは floorl() と同等です。

使用方法
Itaniumベース システムで、 floorf() を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または
−Aa オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベース システムで、 floorl()、 floorw()、または floorq() を使うには、デフォルトの −Ae

オプションを指定するか、または −Aa オプションと −D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルし
てください。

Itaniumベース システムで、 floorw() または floorq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指
定してコンパイルしてください。

これらの関数を使用するには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コン
パイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。
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戻り値
x が ±INFINITY または ±0 の場合、 floor() は x を返します。

x が NaN の場合、 floor() は NaN を返します。

floor() では、 x が整数値でも有限値でもない場合、不正確例外が発生することがあります。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
ceil(3M), fabs(3M), fmod(3M), rint(3M), math(5)

標準準拠
floor() : SVID3, XPG4.2, ANSI C, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

floorf(), floorl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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CURSES

名称
flushinp() − 入力の廃棄

構文
#include <curses.h>

int flushinp(void);

説明
flushinp() 関数は、現在のスクリーンに関連する入力バッファー内にある文字をすべて廃棄 (入力バッ
ファーを初期化) します。

戻り値
flushinp() 関数は、常に OK を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
<curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版で新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。flushinp() 関数の引き数リストは、明示的
に void で宣言されています。
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Itanium(R)ベースシステム専用

名称
fma( ), fmaf( ), fmaw( ), fmal( ), fmaq( ) − 浮動小数点積和関数

構文
#include <math.h>

double fma(double x, double y, double z);

float fmaf(float x, float y, float z);

long double fmal(long double x, long double y, long double z);

extended fmaw(extended x, extended y, extended z);

quad fmaq(quad x, quad y, quad z);

説明
fma() は、 (x*y) + z を１回の３項演算として実行し、結果を丸めて返します。すなわち、値の計算を精度が
無限大であるかのように行い、現在の丸めモードに従って、結果の浮動小数点形式に１回丸めます。

fmaf() は、 fma() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返します。

fmal() は、 fma() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long double

型の結果を返します。

fmaw() は、 fma() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の結果
を返します。

fmaq() は、HP-UX システムでは fmal() と同等です。

FP_FAST_FMA、 FP_FAST_FMAF、および FP_FAST_FMAW マクロは <math.h> で定義され、 fma()、
fmaf()、および fmaw() がそれぞれ、積和演算と同じ速さであることを示します。

使用方法
これらの関数は、Itaniumベースシステムでのみ使用できます。

これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

fmaw() または fmaq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指定してコンパイルしてください。

これらの関数を使うには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラ
またはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
x と y の一方が無限大で他方がゼロ、かつ z が NaN の場合、 fma() は NaN を返し、無効例外が発生する
こともあります。

x と y の一方が無限大で他方がゼロ、かつ z が NaN でない場合、 fma() は NaN を返し、無効例外が発生
します。
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Itanium(R)ベースシステム専用

x と y の乗算結果が明らかに無限大であり、 z も無限大 (ただし符号は逆) の場合、 fma() は NaN を返し、
無効例外が発生します。

fma() は、値が大きすぎる場合これに代えて、適切な符号を付けた無限大を返し、オーバーフロー例外と不
正確例外を発生させます。

fma() では、結果が非常に小さく (本質的にはデノーマル値やゼロ) 正確な値でなくなるときには必ず、アン
ダーフロー例外と不正確例外が発生します。また、結果が非常に小さいというだけで、これらの例外が発生す
ることがあります。

fma() では、丸めた結果が数学上の結果と等しくないときには必ず、不正確例外が発生します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
math(5)

標準準拠
fma(), fmaf(), fmal() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
fmax( ), fmaxf( ), fmaxl( ), fmaxw( ), fmaxq( ) − 最大値関数

構文
#include <math.h>

double fmax(double x, double y);

Itanium(R)ベースシステムのみ
float fmaxf(float x, float y);

long double fmaxl(long double x, long double y);

extended fmaxw(extended x, extended y);

quad fmaxq(quad x, quad y);

説明
fmax() 関数は、その引き数の最大数値を決定します。

Itaniumベースシステムのみ
fmaxf() は、 fmax() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返しま
す。

fmaxl() は、 fmax() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long dou-

ble 型の結果を返します。

fmaxw() は、 fmax() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の結
果を返します。

fmaxq() は、HP-UX システムでは fmaxl() と同等です。

使用方法
この関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。 Itaniumベース システムで、 fmaxw()

または fmaxq() を使うには、 −fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラム
に <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm

を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
fmax() 関数は、その引き数の最大数値を返します。

一方の引き数が NaN で、もう一方が数値の場合、 fmax() は数値の引き数を返します。

どちらの引き数も NaN の場合、 fmax() は NaN を返します。
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エラー
エラーは、定義されていません。

参照
fdim(3M), fmin(3M), math(5)

標準準拠
fmax(), fmaxf(), fmaxl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
fmin( ), fminf( ), fminl( ), fminw( ), fminq( ) − 最小値関数

構文
#include <math.h>

double fmin(double x, double y);

Itanium(R)ベースシステムのみ
float fminf(float x, float y);

long double fminl(long double x, long double y);

extended fminw(extended x, extended y);

quad fminq(quad x, quad y);

説明
fmin() 関数は、その引き数の最小数値を決定します。

Itaniumベースシステムのみ
fminf() は、 fmin() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返しま
す。

fminl() は、 fmin() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long dou-

ble 型の結果を返します。

fminw() は、 fmin() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の結
果を返します。

fminq() は、HP-UX システムでは fminl() と同等です。

使用方法
この関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。 Itaniumベース システムで、 fminw()

または fminq() を使うには、 −fpwidetypes オプションを指定してコンパイルしてください。プログラム
に <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm

を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
fmin() 関数は、その引き数の最小数値を返します。

一方の引き数が NaN であり、もう一方が数値の場合、 fmin() は数値の引き数を返します。

どちらの引き数も NaN の場合、 fmin() は NaN を返します。
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エラー
エラーは、定義されていません。

参照
fdim(3M), fmax(3M), math(5)

標準準拠
fmin(), fminf(), fminl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
fmod( ), fmodf( ), fmodl( ), fmodw( ), fmodq( ) − 剰余関数

構文
#include <math.h>

double fmod(double x, double y);

float fmodf(float x, float y);

Itanium(R)ベースシステムのみ
long double fmodl(long double x, long double y);

extended fmodw(extended x, extended y);

quad fmodq(quad x, quad y);

説明
fmod() 関数は、 x を y で割った剰余 ( f ) を浮動小数点数で返します。 f は x と同じ符号を持ち、ある整数
i について x = iy + f および | f | < |y| が成立します。

fmodf() は、 fmod() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返しま
す。

Itaniumベースシステムのみ
fmodl() は、 fmod() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long dou-

ble 型の結果を返します。

fmodw() は、 fmod() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の結
果を返します。

fmodq() は、HP-UX システムでは fmodl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベース システムで、 fmodw() または fmodq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指定
してコンパイルしてください。

これらの関数を使用するには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コン
パイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
y が ±INFINITY で、 x が ±INFINITY でない場合、 fmod() は x を返します。

x が ±0 で、 y が０でない場合、 fmod() は x を返します。

x または y が NaN の場合、 fmod() は NaN を返します。
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x が ±INFINITY であるか y が０の場合、 fmod() は NaN を返し、無効例外が発生します。

エラー
y が０であるか、 x が無限大の場合、 fmod() は、 errno に [EDOM] を設定します。

Itaniumベースシステムのみ
Itaniumベースシステムでの HP-UX の libm 関数は、デフォルトでは errno を設定しません。 errno を
設定するには、 +Olibmerrno オプションを指定してコンパイルしてください。

参照
ceil(3M), fabs(3M), floor(3M), remainder(3M), remquo(3M), rint(3M), math(5)

標準準拠
fmod() : SVID3, XPG4.2, ANSI C, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

fmodf(), fmodl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
fmtmsg() − 標準エラーとコンソールへの定型メッセージの表示

構文
#include <fmtmsg.h>

int fmtmsg(

long class,

const char *label,

int severity,

const char *text,

const char *action,

const char *tag

);

説明
fmtmsg() ルーチンは、言語に依存しないエラーメッセージサービスのためのものです。メッセージは、
class パラメータの設定に従って、システムコンソール、標準エラー、あるいは、その双方に表示されます。
メッセージのフォーマットは、ユーザーが制御でき、標準エラーにどの位のメッセージを表示するのかを指定
できます。しかし、システムコンソールへ表示するメッセージのフォーマットは、ユーザーは制御できませ
ん。

すべてのメッセージは、ソースとエラー状態のステータスを示す class と、どこにメッセージを表示するのか
を指定します。 class は、 MM_NULLMC を指定すると、機能上は除外されます。これが行われた場合には、
メッセージは生成されません。クラスの型は、次のとおりです。

表示 ディスプレイクラスには、標準エラーへのメッセージの表示を指定する
MM_PRINT 、システムコンソールへのメッセージの表示を指定する
MM_CONSOLE、そして、両方にメッセージの表示を指定する MM_PRINT |

MM_CONSOLE といった値を指定できます。

エラータイプ エラータイプのクラスは、ハードウェアエラーを示す MM_HARD、ソフトウェア
障害を示す MM_SOFT、そしてファームウェアエラーを示す MM_FIRM のどれか
１つです。

エラーソース エラーソースのクラスは、アプリケーションを示す MM_APPL、 OS ユーティリ
ティーを示す MM_UTIL、そしてシステムエラーを示す MM_OPSYS のどれか１
つです。

リカバリステータス リカバリステータスのクラスは、エラーからの回復が可能であることを示す
MM_RECOVER、あるいは、回復不可能なことを示す MM_NRECOV のどちらかで
す。

その他のパラメータは機能的には任意です、つまり、生成されたメッセージでは、それらのどれか、あるい
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は、すべてを省略することができます。各々について、パラメータの順に説明します。

label パラメータはエラーが発生した位置を示します。それは、 major:minor という形式で、 major はメッ
セージを生成する主システムを指定する 10 文字のフィールドで、 minor はエラーが発生したサブシステムを
指定する 14 文字のフィールドです。たとえば、次のようになります。

mail:send

このパラメータは、 MM_NULLLBL または NULL にセットして、省略できます。

severity パラメータは、障害の重要度を示します。定義済みの重要度レベルは、次のとおりです。

MM_NOSEV 重要度は指定されず、印刷する文字列も生成されません。

MM_INFO メッセージは情報だけで、 INFO 文字列が生成されます。

MM_WARNING 状況にエラーがあり、チェックする必要があります。 WARNING 文字列が生成
されます。

MM_ERROR エラーが、見つかりました。 ERROR 文字列が生成されます。

MM_HALT 回復不能なエラーが見つかりました。 HALT 文字列が生成されます。

text パラメータは、障害の状況を最も詳細に述べます。原因に関する疑わしい点をすべて除くために、エラー
についての詳細な説明を示します。 text を MM_NULLTXT または MM_NULL にセットして、省略することがで
きます。

action パラメータは、エラーから回復するために使用可能なオプションを説明します。文字列 TOFIX: で表示
が始まります。 action を MM_NULLACT または NULL にセットすると、表示されません。

tag パラメータは、エラーを訂正、あるいは、回避するための適切なドキュメンテーションをユーザーに示し
ます。 tag を MM_NULLTXT または RMM_NULL にセットすると、表示されません。

外部環境の影響
ユーザーは、 MSGVERB と SEV_LEVEL の２つの環境変数を使用して標準エラー上に生成されるメッセージ
の表示形式を制御できます。これらの環境変数は、コンソールメッセージには影響を与えません。

MSGVERB 環境変数は、ユーザーが表示したい構成要素を示します。 MSGVERB の値は１つ以上の構成要素か
ら成るリストで、複数指定する場合は、コロンで区切ります。 MSGVERB にリストされた NULL 以外の値の
すべての構成要素は、 fmtmsg() が呼び出されたときに表示されます。すべての他の構成要素は、表示され
ません。構成要素名 label、 severity、 text、 action および tag だけが、リストの有効な要素です。その他 (

または空リスト) は、 MSGVERB フォーマットではエラーとみなされます。 MSGVERB にエラーがあるか、あ
るいは、設定されていない場合、 fmtmsg() は完全なメッセージを生成します。

重要度が上で述べた文字列以外の場合、ユーザーは SEV_LEVEL 環境変数で重要度構成要素として表示される
テキスト文字列を制御できます。定義済みの重要度レベル (MM_NOSEV から MM_HALT) を、置き換えること
はできません。

SEV_LEVEL の値は、コロンで区切られた１つ以上のレベル指定子のリストです。レベル指定子は、

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



fmtmsg(3C) fmtmsg(3C)

identifier, level, message で３つの項目をコンマで区切ったリストです。 identifier は、 fmtmsg() では使用
されず、ただ互換性のために含まれています。しかし、 fmtmsg() が他の２つの部分のレベル指定子を調べ
るときに、それがあるものとして処理するため、 identifier はオプションではありません。 level は、定義す
るレベルを示す４より大きい数字です。 message は、 severity フィールドに表示される文字列で、重要度
MM_HALT および MM_INFO に対して表示される HALT および INFO と同じように表示されます。レベル指
定子は、項目数が３つより多くても少なくても、null のレベル指定子と同じように不正です。不正、あるい
は、null の SEV_LEVEL リストは、 fmtmsg() の動作に影響を与えません。

戻り値
fmtmsg() ルーチンは、終了時に次のいずれかの値を返します。

MM_OK 成功。

MM_NOTOK 失敗。

MM_NOMSG 標準エラーでは失敗、システムコンソールでは成功。

MM_NOCON 標準エラーでは成功、システムコンソールでは失敗。

著者
fmtmsg() は、OSF と HP によって開発されました。

参照
printf(3s), thread_safety(5)

標準準拠
fmtmsg: SVID3
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名称
fnmatch( ) − ファイル名パターンの一致

構文
#include <fnmatch.h>

int fnmatch(const char *pattern, const char *string, int flags);

説明
fnmatch() は、「パターンマッチングの注意事項」に基づいて regexp(5) に記述されているパターンマッチ
ングを実行します。デフォルトでファイル名を拡張する限定規則は適用されません。たとえば、ピリオド (

ドット) やスラッシュは通常の文字にマッチします。このデフォルトの動作は、後述するフラグを使って変更
することができます。

flag 引き数は、 pattern と string の解釈を変更します。 <fnmatch.h> で定義されている FNM_PATHNAME

を flag にセットした場合、 string のスラッシュ文字は pattern の中のスラッシュにだけマッチします。特殊
文字であるアスタリスクやクエスチョンマーク、あるいは大カッコ式とはマッチしません。

FNM_PERIOD を flag にセットした場合、先行するピリオド (.) はピリオドにだけマッチします。大カッコ
式、クエスチョンマーク、あるいはアスタリスクとはマッチしません。デフォルトでは、ピリオドが string の
最初の文字であれば、ピリオドは先導となります。 FNM_PATHNAME を flag にセットした場合、ピリオドが
string 最初の文字であるか、スラッシュの直後にある場合、ピリオドは先導となります。

FNM_NOESCAPE が flag にセットされていない場合、後ろに文字を伴った pattern 中のバックスラッシュ (\)

は、 string 中のバックスラッシュの次の文字にマッチします。とくに、 \\ は string 中のバックスラッシュ
自身にマッチします。 FNM_NOESCAPE がセットされている場合、バックスラッシュ文字は通常の文字を同様
に扱われます。

flag が０の場合、スラッシュ文字とピリオドは通常の文字として扱われます。 flag がこれ以外の値の場合、
結果は不定です。

戻り値
string が pattern で指定したパターンにマッチした場合、 fnmatch() は０を返します。マッチしなかった
場合、 fnmatch() は０以外の値を返します。

例
パターン *.c に対して、ディレクトリの各ファイルを fnmatch() を使用してチェックする例を下に抜粋し
ます。

pattern = "*.c";

while(dp = readdir(dirp)){

if((fnmatch(pattern, dp->d_name,0)) == 0){

/* do processing for match */

...

}
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}

著者
fnmatch() は、OSF および HP で開発されました。

参照
sh(1), glob(3c), thread_safety(5)

標準準拠
fnmatch(): XPG4, POSIX.2
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名称
fopen( ), freopen( ), fdopen( ) − ストリームファイルのオープン、再オープン、ファイルからストリームへの変
換

構文
#include <stdio.h>

FILE *fopen(const char *pathname, const char *type);

FILE *freopen(const char *pathname, const char *type, FILE *stream);

FILE *fdopen(int fildes, const char *type);

説明
fopen() pathname で示されるファイルをオープンし、 stream と結び付けます。 fopen() は

stream と結び付いた FILE 構造体を指すポインターを返します。

freopen() オープンされている stream を、指定したファイルで置き換えます。オープンが成功するかど
うかにかかわりなく、元の stream はクローズされます。 freopen() は stream と結び付い
た FILE 構造体を指すポインターを返し、 clearerr() ( ferror(3S) を参照) を暗黙のうち
に呼び出します。 freopen() 呼び出しが成功すると stream の指向性はクリヤされます
(orientation(5) を参照)。

freopen() は通常、 stdin、 stdout、および stderr といった、あらかじめオープンさ
れている streams を、他のファイルに結び付けるのに使用されます。

fdopen() ストリームをファイル記述子に結び付けます。ファイル記述子は open()、 dup()、
creat()、あるいは pipe() (open(2)、 dup(2)、 creat(2)、および pipe(2) 参照) から得ら
れるもので、これらの関数はファイルをオープンしますが、 FILE 構造体ストリームを指す
ポインターは返しません。ストリームは (3S) セクションのライブラリルーチンのほとんど
で、入力として必要となります。ストリームの type は開いているファイルのモードと一致し
なければなりません。 fdopen() 呼び出しで使用される type の意味は前述のとおりです
が、 w、 w+、 wb、および wb+ はファイルの大きさをゼロにしません。

pathname オープンするファイルの名前を持った文字列を指します。

type 以下のいずれかの値を１つ含む文字列以下の値で b を指定しても無効になります。 b は、
バイナリファイルとテキストファイルを区別するために指定しますが、UNIX システムで使
用されるファイルでは、このような区別はありません (ISO C 規格準拠の場合に必要になりま
す)。

r または rb 読み取り用のファイルを開きます。

w または wb 書き込みのために大きさをゼロにする、あるいは書き込み用ファイルの
新規作成
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a または ab 追加。ファイルの最後に書き込む、あるいは書き込み用ファイルの新規
作成

r+、rb+、または r+b

アップデートするファイルのオープン (読み取りおよび書き込み)

w+、wb+、または w+b

書き込みのためにバイナリファイルの大きさをゼロにする、あるいは
アップデート用ファイルの新規作成

a+、ab+、または a+b

追加。アップデートするファイルを、ファイルの終わりでオープンまた
は作成

ファイルをアップデートのためにオープンした場合、その stream に対しては入力、出力とも可能です。しか
し、出力に続いて入力を行う場合には、その間で fflush() を呼び出すか、ファイルの位置を操作する関数
(fseek()、 fsetpos()、あるいは rewind()) を呼び出さなければなりません。入力に続いて出力を行う場
合には、その間で、ファイルの位置を操作する関数を呼び出さなければなりません。入力がファイルの終端
マークに達した場合は別です。

ファイルを追加のためにオープンした場合 (type が a、 a+、 ab+、または a+b)、の場合)、ファイルのすで
にある内容にオーバーライトすることはできません。途中で fseek() を呼び出しても、すべての出力はファ
イルの最後に書き込まれます。２つの別のプロセスが同じファイルを追加のためにオープンした場合、それぞ
れのプロセスは自由にファイルに書き込むことができます。一方の書き込みが他方により壊されることはあり
ません。２つのプロセスの出力は、書き込みを行った順番にファイル内で混ぜ合わされます。

注記
HP-UX ではバイナリモードのファイルとバイナリでないモードのファイルは types です。たとえば、 r と
rb は同じです。

戻り値
正常終了すると、 fopen()、 fdopen() および freopen() は、ストリームを指す FILE * ポインターを
返します。失敗すると null ポインターを返し、エラーを示す値を errno に設定します。

エラー
fopen()、 fdopen()、および freopen() は、以下の条件のとき失敗します。

[EINVAL] type 引き数が無効なモードの場合

[ENOMEM] バッファーを確保するのに十分な領域がない場合

fopen() および freopen() は以下の条件のとき失敗します。

[EACCES] パスプリフィックスの構成要素の検索パーミッションが拒否された場合、ファイルが存在
して type で指定したパーミッションが拒否された場合、ファイルが存在しないときに、
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ファイルを作成する親ディレクトリの書き込みパーミッションが拒否された場合

[EINTR] fopen() あるいは freopen() 関数の中でシグナルを受け取った場合

[EISDIR] 指定したファイルがディレクトリで、 type が書き込みアクセス要求の場合

[EMFILE] 呼び出すプロセスが、制限を超えてファイルをオープンしようとした場合

[ENAMET OOLONG]

pathname 文字列の長さが PATH_MAX を超えているか、あるいは POSIX_NO_TRUNC が
有効なときに、パス名の構成要素が NAME_MAX より長い場合

[ENFILE] システムファイルテーブルが一杯の場合

[ENOENT] 指定したファイルが存在しないかパス名引き数が空の文字列を指している場合

[ENOSPC] ディレクトリあるいはファイルシステムに新しくファイルを作成する領域がない場合

[ENO TDIR] パスプリフィックスの構成要素がディレクトリでない場合

[ENXIO] 指定したファイルが文字型スペシャルファイルかブロック型スペシャルファイルであり、
スペシャルファイルに接続されたデバイスがない場合

[EOVERFLOW] 指定したファイルが通常ファイルであり、この環境においてファイルのサイズが off_t

のサイズの変数で正しく示されない場合

[EROFS] 指定したファイルが読み取り専用ファイルシステムにあり、 type が書き込みアクセス要
求の場合

fopen() および freopen() の中で呼び出される open() 関数により、この他の値が errno に設定され
ることがあります (open(2) 参照)。

参照
creat(2), dup(2), open(2), pipe(2), fclose(3S), fgetpos64(3S), fseek(3S), popen(3S), setbuf(3S), orientation(5),

thread_safety(5)

標準準拠
fopen(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

fdopen(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1

freopen(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C
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名称
fpclassify( ) − 浮動小数点数分類マクロ

構文
#include <math.h>

int fpclassify(floating-type x);

説明
fpclassify() マクロは引き数の値を、NaN、無限大、正規化されている値、正規化されていない値、ゼロ
に分類します。引き数は、浮動小数点型である必要があり、引き数の型に従って分類されます。 Itanium(R)

ベース システムの場合、引き数はどんな浮動小数点型でも構いません。 PA-RISC の場合には、引き数は
double 型か float 型のどちらかでなくてはなりません。

fpclassify() マクロを signbit() マクロとともに使うと、 fpclassify() 関数と fpclassifyf()

関数の代わりとすることができます。これらの関数は廃止され、現在はサポートされていません。

使用方法
fpclassify() マクロを使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプショ
ンと −D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに <math.h> がインク
ルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライ
ブラリとリンクしてください。

戻り値
fpclassify() マクロは、引き数の型と値に適した、数値分類マクロの値を返します。

返される値は <math.h> で定義されている以下のマクロのいずれかです。

FP_NORMAL Normalized

FP_ZERO Zero

FP_INFINITE Infinity

FP_SUBNORMAL Denormalized

FP_NAN NaN

引き数の取り得る値はこのカテゴリのいずれかに該当するので、このマクロではエラーは発生しません。

このマクロでは、例外は発生しません。

エラー
エラーは、定義されていません。

例
x が float 型の正規化されていない値、または０の場合、所定のアクションを実行します。

#include <math.h>

/*...*/

int class;
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float x;

/*...*/

class = fpclassify(x);

if ( (class == FP_SUBNORMAL) || (class == FP_ZERO) ) {

/*...*/

}

参照
isfinite(3M), isinf(3M), isnan(3M), isnormal(3M), signbit(3M), math(5)

標準準拠
fpclassify(): ISO/IEC C99
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名称
fread( ), fwrite( ) − ストリームファイルに対するバッファーされたバイナリの入出力

構文
#include <stdio.h>

size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nitems, FILE *stream);

size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nitems, FILE *stream);

廃止インタフェース
size_t fread_unlocked(

void *ptr, size_t size, size_t nitems, FILE *stream);

size_t fwrite_unlocked(

const void *ptr, size_t size, size_t nitems, FILE *stream);

説明
fread() は stream で指定された入力から、size バイト長のデータ (nullで終了している必要はありません)

を、nitems 個読み出し、ptr で指される配列の中にコピーします。fread() は stream から読み出している
途中でファイルの終わりに達するか、エラー状態になった場合、データの配列への追加を中断します。それ以
外の場合は nitems 個のデータが読み出されます。fread() は、stream のファイルポインターが定義されて
いた場合、最後に読み出したバイトの次のバイトがあればその位置を指すようにします。fread() は stream

の内容を変更しません。

fwrite() は ptr の指す配列から、最大 nitems 個のデータを stream で指定された出力の最後に追加しま
す。fwrite() は nitems 個のデータを書き込みますが、stream がエラー状態になると追加を中断します。
fwrite() は ptr が指す配列の内容を変更しません。

引き数 size は、ptr が指すデータの長さを指定するために、擬似関数 sizeof を使って sizeof(∗ ptr) と
するのが普通です。

廃止インタフェース
fread_unlocked() および fwrite_unlocked() は、ストリームファイルに対し、バッファーを介してバ
イナリデータの入力または出力を行います。

アプリケーション使用法
fread() または fwrite() がストリームに適用された後は、ストリームはバイト指向になります (orienta-

tion(5) を参照)。

戻り値
fread()、fread_unlocked()、fwrite()、および fwrite_unlocked() は読み取りまたは書み込み項
目の数を返します。size または nitems が 0 の場合、文字列は読み取りも書き込みもされず、0 が返されま
す。

読み取りエラーか、またはファイルの終わりに達した場合のみ、nitems より小さい値が返されます。エラー状
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態かファイルの終わりに達したのかを判断するためには ferror() または feof() 関数を使用しなければな
りません。

エラー
fread() が返すエラーの説明は、getc(3S) を参照してください。

fwrite() が返すエラーの説明は、putc(3S) を参照してください。

警告
fread_unlocked() および fwrite_unlocked() は、現在では既存の DCE アプリケーションとの互換性
を保つためにだけサポートされています。新しいマルチスレッドアプリケーションでは、fread() と
fwrite() を使用してください。

参照
read(2), write(2), fopen(3S), flockfile(3S), getc(3S), gets(3S), printf(3S), putc(3S), puts(3S), scanf(3S), orien-

tation(5), thread_safety(5)

標準準拠
fread(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

fwrite(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C
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名称
frexp( ), frexpf( ), frexpl( ), frexpw( ), frexpq( ) − 浮動小数点数からの仮数部と指数部の抽出

構文
#include <math.h>

double frexp(double value, int *exp);

Itanium(R)ベースシステムのみ
float frexpf(float value, int *exp);

long double frexpl(long double value, int *exp);

extended frexpw(extended value, int *exp);

quad frexpq(quad value, int *exp);

説明
関数 frexp() は、浮動小数点数を正規化された小数と２を底とした指数 (整数) に分けます。 exp が指す
int 変数に整数の指数を格納します。

Itaniumベースシステムのみ
frexpf() は、 frexp() の float バージョンで、 float 型の (第１) 引き数をとり、 float 型の結果
を返します。

frexpl() は、 frexp() の long double バージョンで、 long double 型の (第１) 引き数をとり、
long double 型の結果を返します。

frexpw() は、 frexp() の extended バージョンで、 extended 型の (第１ ) 引き数をとり、
extended 型の結果を返します。 frexpq() は、HP-UX システムでは frexpl() と同等です。

使用方法
Itaniumベース システムで frexpf() を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または
−Aa オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベース システムで、 frexpl()、 frexpw()、または frexpq() を使うには、デフォルトの −Ae

オプションを指定するか、または −Aa オプションと −D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルし
てください。

Itaniumベース システムで、 frexpw() または frexpq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指
定してコンパイルしてください。

これらの関数を使用するには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コン
パイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。詳細につい
ては、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。
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戻り値
関数 frexp() は、値 x を返し、このとき x の絶対値は、 [0.5, 1] の範囲または０の double で、 value は
２の *exp 乗の x 倍に等しくなります。

value が０の場合、 frexp() はその値を返して、 exp が指す変数に０を格納します。

value が NaN の場合、 frexp() は NaN を返し、 *exp の値は規定されません。

value が ±INFINITY の場合、 frexp() は value を返し、 *exp の値は規定されません。

これらの関数では、例外は発生しません。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
ilogb(3M), ldexp(3M), logb(3M), modf(3M), scalb(3M), scalbln(3M), scalbn(3M), math(5)

標準準拠
frexp() : SVID3, XPG4.2, ANSI C, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

frexpf(), frexpl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
fseek(), fseeko(), ftell(), ftello(), rewind() − ストリームのファイルポインターの位置決め

構文
#include <stdio.h>

int fseek(FILE *stream, long int offset, int whence);

int fseeko(FILE *stream, off_t offset, int whence);

void rewind(FILE *stream);

long int ftell(FILE *stream);

off_t ftello(FILE *stream);

廃止インタフェース
int fseek_unlocked(FILE *stream, long int offset, int whence);

void rewind_unlocked(FILE *stream);

long int ftell_unlocked(FILE *stream);

説明
fseek() は stream のファイル位置指標をセットします。ファイル位置は先頭からのバイト数で計ったもの
です。新しい位置は、offset を whence で指定された位置に足すと得られます。指定された位置とは、ファイ
ルの先頭 SEEK_SET、現在位置 SEEK_CUR、あるいはファイルの最後 SEEK_END です。

fseeko() は、POSIX 標準ではない API であり、コンパイルオプション _LARGEFILE_SOURCE で指定し
ます。この関数は、パラメータ offset が long int ではなく off_t であること以外は fseek() と同じで
す。その他のすべての関数動作、戻り値、およびエラーは、POSIX の fseek() と同じです。

ftell() 以外で、stream 上で一番最後に行われた操作が fflush() である場合、ファイル記述子のファイ
ルオフセットは、fseek() によって指定された位置を反映するように調整されます。

rewind(stream) は fseek (stream, 0L, SEEK_SET) と同じですが、戻り値はありません。

fseek() および rewind() は ungetc(3S) の効果を取り消します。

fseek() あるいは rewind() の実行後、アップデート用にオープンされているファイルへの操作は、入
力、出力どちらも可能です。fseek() は stream の EOF 指標をクリアします。rewind() は clearerr()

(ferror(3S) 参照) を暗黙に呼び出します。

ftell() は、stream に対応するファイルの、先頭に相対する現在のバイトのオフセットを返します。

ftello() は、POSIX 標準ではない API であり、コンパイルオプション _LARGEFILE_SOURCE で指定し
ます。この関数は、long int ではなく off_t を返すこと以外は ftell() と同じです。その他のすべて
の関数動作、戻り値、およびエラーは、POSIX の ftell() と同じです。
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廃止インタフェース
ストリームのファイルポインターの位置を決める fseek_unlocked()、rewind_unlocked()、および
ftell_unlocked()

戻り値
fseek() および fseek_unlocked() は正常終了すると 0 を、失敗すると −1 を返し、エラーを示す値を
errno にセットします。

ftell() および ftell_unlocked() は、ストリームのファイル位置指標の現在の値をファイルの先頭から
のバイト数で返します。ftell() および ftell_unlocked() は失敗すると −1 を返し、エラーを示す値を
errno に設定します。

rewind() および rewind_unlocked() は値を返しません。アプリケーションでエラーを見つけたい場
合、rewind() または rewind_unlocked() を呼ぶ前に errno をクリアし、呼び出し後、errno が 0

以外であれば、エラーの起きたことがわかります。

エラー
fseek()、fseeko()、fseek_unlocked()、ftell()、ftello()、ftell_unlocked()、rewind()

および rewind_unlocked() は、stream がバッファーされていないとき、およびバッファーされていて、
しかも表示する必要のあるデータがあるとき、または次の条件のときに失敗します。

[EAGAIN] O_NONBLOCK フラグがファイル記述子にセットされていて、プロセスが書き込み動
作に間に合わない場合

[EBADF] stream が NULL の場合

[EBADF] 中から呼び出されるファイルが書き込み用にオープンされていない場合

[EFBIG] プロセスのファイルサイズ上限か最大ファイルサイズ (ulimit(2) 参照) を超えて、
ファイルを書き込もうとした場合

[EINVAL] この環境においてファイルの offset が long 型または off_t のサイズの変数で正
しく示されない場合

[EINTR] 書き込み動作中にシグナルを受け取った場合

[EIO] プロセスがバックグラウンドプロセスグループであるとき、TOSTOP のセットされ
た制御ターミナルに書き込もうとした場合、プロセスが SIGTTOU シグナルを無視
していないか、ブロックしていない場合、あるいはプロセスのプロセスグループが
親なしである場合

[ENOSPC] ファイルのあるデバイスに空きスペースが残っていない場合

[EPIPE] どのプロセスからも読み取りオープンされていないパイプに書き込もうとした場
合、SIGPIPE シグナルがプロセスに送られます。
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[ESPIPE] シーク操作を行おうとした場合、および stream のファイル記述子がパイプに結び付
けられている場合

fseek() および fseek_unlocked() はまた以下の条件で失敗します。

[EINVAL] whence 引き数が無効であるか、ファイル位置指標に負の値をセットした場合

中から呼び出される write() および lseek() 関数がこれ以外の値を errno にセットすることがあります
(write(2) および lseek(2) 参照)。

警告
HP-UX システムでは ftell() が返すオフセットは、バイト数で計られていて、そこから相対位置をシーク
してもさしつかえありません。しかし、HP-UX でないシステムに移行する場合、 ftell() または
ftell_unlocked() で得たオフセットなしで、直接 fseek() に使用してください。ある種のオペレーティ
ングシステムではオフセットをバイト数で返さないので、計算が意味を持たないからです。

fseek()、fseek_unlocked()、rewind() および rewind_unlocked() は追加モードでオープンされ
たストリームに対しては何も行いません (fopen(3S) 参照)。

fseek_unlocked()、ftell_unlocked() および rewind_unlocked() インタフェースは廃止され、現
在では既存のDCEアプリケーションとの互換性を保つためにだけサポートされています。新しいマルチスレッ
ドアプリケーションでは、fseek()、ftell() および rewind() を使用してください。

参照
lseek(2), write(2), ferror(3S), flockfile(3S), fopen(3S), fgetpos(3S), fgetpos64(3S), ungetc(3S),

thread_safety(5)

標準準拠
fseek(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

ftell(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

rewind(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C
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名称
ftok() − プロセス間通信識別子の作成

構文
#include <sys/ipc.h>

key_t ftok(const char *path, int id);

説明
プロセス間通信をする場合、プロセス間通信識別子を取得するために、ユーザーは、 msgget()、
semget()、shmget() システムコールで使うキーを用意しなくてはなりません (msgget(2)、semget(2)、お
よび shmget(2) を参照)。

ftok() は、以降の msgget()、semget()、shmget() システムコールで使える、path と id に基づいた
キーを返します。

ftok() 関数のパラメータは、次のとおりです。

path プロセスがアクセスできる既存のファイルのパス名でなければなりません。

id プロジェクトを一意に識別する文字です。これは id の下位８ビットのみが重要であること
を意味しています。ftok() が、同じ id で呼び出されリンクされたファイルに対しては
同じキーを返し、同一のファイル名でも異なる id で呼び出されると、異なるキーを返すこ
とに注意してください。

戻り値
ftok() は、path が存在しない場合や、プロセスがアクセスできない場合、 (key_t)-1 を返します。

例
次の ftok() の呼び出しは、ファイル myfile と id A に対応するキーを返します。

key_t mykey;

mykey = ftok ("myfile", ’A’);

警告
キーがファイルを参照しているときに、ftok() に渡された path のファイルが削除された場合、以後の
ftok() の呼び出しで同じ path と id が指定されるとエラーが返されます。同じファイルが再生成された場
合、ftok() は、初めに呼び出されたときと同じキーを返すとは限りません。

参照
intro(2), msgget(2), semget(2), shmget(2), thread_safety(5)
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名称
ftw(), nftw() − 関数の実行を伴ったファイルツリーの走査

構文
#include <ftw.h>

int ftw (const char *path,

int (*fn)(const char *obj_path,

const struct stat *obj_stat,

int obj_flags),

int depth);

int nftw (const char *path,

int (*fn)(const char *obj_path,

const struct stat *obj_stat,

int obj_flags,

struct FTW obj_FTW),

int depth,

int flags);

UNIX95
int nftw (const char *path,

int (*fn)(const char *obj_path,

const struct stat *obj_stat,

int obj_flags,

struct *FTW obj_FTW),

int depth,

int flags);

廃止インタフェース
int nftw2(const char *path,

int (*fn)(const char *obj_path,

const struct stat *obj_stat,

int obj_flags,

struct FTW obj_FTW),

int depth,

int flags);

説明
ftw() 関数は、path を根とするディレクトリ階層を再帰的に降りていきます。階層内のオブジェクトごと
に、ftw() は fn を呼び出して、オブジェクトの名前を含むヌル終了文字列へのポインター、オブジェクトに
関する情報を含む stat 構造体へのポインター (stat(2) 内の lstat() を参照)、および整数 obj_flags を引
き渡します。<ftw.h> ヘッダーファイルに定義されている obj_flags の指定可能な値は、以下のとおりで
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す。

FTW_F オブジェクトがファイルの場合

FTW_D オブジェクトがディレクトリの場合

FTW_SL オブジェクトがシンボリックリンクの場合

FTW_DNR オブジェクトが読み取りパーミッションのないディレクトリの場合。ディレクトリの
下のオブジェクトについては fn が呼び出されません。

FTW_NS オブジェクトに対して lstat() が失敗した場合。stat 構造体の内容は意味を持た
なくなります。パーミッションが無いために失敗した場合、走査は続行します。その
他のエラーの場合には ftw() は走査を終了して、-1 を返します。

ツリーの走査は、ツリーを走査し尽くした場合、fn が０でない値を返した場合、あるいは ftw() の内部でエ
ラー (I/O エラーなど) が起きた場合に終了します。ツリーを走査し尽くした場合、ftw() は０を返します。
fn が０でない値を返した場合、ftw() はツリーの走査を中断し、fn からの戻り値と同じ値を返します。
ftw() がエラーを検出した場合、-1 を返し、エラーの型を errno にセットします (errno(2) を参照)。

ftw() はディレクトリをレポートした後で、その下位要素をレポートします。

ftw() および nftw() はツリーのレベルごとに、１個のファイル記述子を使用します。引き数 depth は使用
できるファイル記述子の数を制限します。depth が０あるいは負の場合、１の場合と同じ意味を持ちます。
depth は現在使用できるファイル記述子の数より大きくてはいけません。効率をよくするためには、少なくと
も depth をツリーのレベル数より大きくするべきです。

nftw() は、追加の引き数 flags により、すでに走査済みのディレクトリをレポートに含めるか否かを指定す
る点を除き、ftw() と同じです。flags フィールドは、<ftw.h> ヘッダーファイルに定義されているよう
に、以下の値の包括的 OR です。

FTW_PHYS これを設定した場合、nftw() は物理的走査を実行します。これは、シンボリックリ
ンクを走査せず、ハードリンクのみ走査します。

これをクリアした場合、nftw() はシンボリックリンクとハードリンクの両方を走査
します。また、UNIX95 環境が定義された場合には、fn に複数回レポートされるオ
ブジェクトはありません。旧 HP 版の nftw() の動作は、ファイルを参照した回数
分レポートします。

FTW_MOUNT これを設定した場合、nftw() は、path と同じファイルシステム内のファイルだけ
レポートします (ループバック ファイルシステム (LOFS) に関連する例外について
は、「警告」を参照してください)。

これをクリアした場合、nftw() は、走査中に検出されたすべてのオブジェクトをレ
ポートします。
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FTW_DEPTH これを設定した場合、nftw() は深さ優先検索を実行します。ディレクトリの下位要
素がレポートされた後で、そのディレクトリが fn にレポートされます。

これをクリアした場合、ディレクトリがレポートされた後で、その下位要素が報告さ
れます。

FTW_CHDIR これを設定した場合、走査はディレクトリごとに chdir() を実行した後で
(chdir(2) を参照)、そのディレクトリの内容を読み取ります。ディレクトリが fn にレ
ポートされた時点で、現在のワークディレクトリがレポートされたディレクトリの親
になります。ディレクトリは、読み取りパーミッションと実行パーミッションを両方
持っていなければなりません。両方のパーミッションを持っていないと、ディレクト
リは FTW_DNR オブジェクトとしてレポートされるため、chdir() は実行されず、
そのディレクトリには入れません。

これをクリアすると、nftw() はプロセスの現在のワークディレクトリを変更しない
ため、ディレクトリは読み取りパーミッションを持っているだけで、FTW_D オブ
ジェクトまたは FTW_DP オブジェクトとしてレポートされます。

FTW_SERR これを設定すると、lstat() または stat() が失敗した場合に、fn は、FTW_NS

オブジェクトフラグを立てて呼び出され、走査は続行します。

これをクリアして、パーミッションが無いために lstat() または stat() が失敗
すると、fn は、FTW_NS オブジェクトタイプを指定して呼び出されます。UNIX95

環境が定義されている場合には、走査は続行します。HP 旧版では、走査を終了して
-1 を返します。パーミッション以外のエラー、または opendir(3C) または read-

dir(3C) などの他のシステムコールによるエラーの場合、nftw() は fn を呼び出さ
ず、走査を終了して、-1 を返します。

nftw() は、レポートされたオブジェクトごとに４個の引き数を指定して、fn を呼び出します。最初の引き
数はファイル、ディレクトリ、またはシンボリックリンクのパス名です。２番目の引き数は、オブジェクトに
関する情報を含んでいる stat 構造体へのポインターです (lstat(2) を参照)。３番目の引き数は、以下の追加
情報を提供する整数です。

FTW_F オブジェクトがファイルの場合

FTW_D オブジェクトがディレクトリの場合

FTW_DP オブジェクトがディレクトリで、サブディレクトリは走査されている場合。これは
FTW_DEPTH が指定されている場合だけ fn に渡されます。

FTW_SL オブジェクトがシンボリックリンクの場合。これは FTW_PHYS が指定されている場
合だけ fn に渡されます。

FTW_SLN オブジェクトが、存在するオブジェクトを指していないシンボリックリンクの場合。
これは FTW_PHYS が指定されていない場合だけ fn に渡されます。
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FTW_DNR オブジェクトが、FTW_CHDIR が指定されているときに読み取れないディレクトリ、
または実行パーミッションが無いディレクトリの場合。関数 fn は、ディレクトリの
下位要素に対して呼び出されません。

FTW_NS オブジェクトに対して lstat() あるいは stat() が失敗した場合。fn に渡される
stat 構造体の内容は意味が特になくなります。パーミッションが無いために失敗す
ると、errno は [EACCES] に設定されます。UNIX95 環境が定義されている場
合、パーミッションエラー後も走査は常に続行します。HP 旧版の動作では、走査を
続行するために FTW_SERR フラグを立てる必要があります。

この動作は ftw() と違うことに注意してください。

４番目の引き数は、デフォルトの環境であるか、それとも UNIX95 の環境であるかによって異なります。デ
フォルトの環境では、４番目の引き数は構造体 FTW です。UNIX95 では、４番目の引き数は構造体 FTW の
ポインター (すなわち *FTW) です。FTW は、以下のようなメンバーを持った構造体です。

int base;

int level;

base の値はパス名の最初の文字からのオフセットで、オブジェクトのベースネームの始まる場所を示します。
ここでいうパス名は fn への最初の引き数として渡されるものです。level の値は開始レベルが０である、走査
開始場所からの相対的な深さを示します。

アプリケーション使用法
ftw() は、異なるスレッドで同時に実行することができます。nftw() および nftw2() は、path 引き数
が相対的な場合 (つまり、 ’/’ で始まらない場合)、または FTW_CHDIR フラグが立てられている場合にシリア
ル化されます。最大限に並列動作化するには、絶対パスを指定して nftw() を呼び出し、FTW_CHDIR を設
定しないでください。

UNIX95 プロトタイプを使用するには、UNIX95 環境を定義する必要があります。それには次に示す例のよ
うに、UNIX95 環境変数を定義し、_XOPEN_SOURCE_EXTENDED フラグをコンパイラオプションに指定し、
/usr/xpg4/bin をパスに追加します。

1. export UNIX95=

2. PATH=/usr/xpg4/bin:$PATH

3. cc foo.c -D_XOPEN_SOURCE_EXTENDED

nftw2() は将来、廃止される予定です。

エラー
ftw() または nftw() が失敗した場合、次の値のいずれかが errno (errno(2) を参照) にセットされます。

[EACCES] path プレフィックスの構成要素の検索パーミッションが拒否された場合、ま
たは path の読み取りパーミッションが拒否された場合、fn は -1 を返して
errno をリセットしません。
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[EINVAL] depth の値が無効である場合

[ENAMET OOLONG] 指定されたパス名の長さが PATH_MAX バイトを超えた場合、あるいは
_POSIX_NO_TRUNC が有効な状態でパス名の構成要素の長さが NAME_MAX

バイトを超えた場合

[ENOENT] path が存在しないファイル名、あるいは空の文字列を指している場合

[ENO TDIR] path の構成要素がディレクトリでない場合

[EOVERFLOW] struct stat の値 (st_size または st_blocks) のうちの１つまたは複数
が、fn が指す関数へ渡す構造体に格納するのに大き過ぎる場合。32 ビットア
プリケーションの代わりに ftw64() または nftw64() を使ってください。

さらに、fn で示される関数でシステムエラーが起きた場合、それに応じた値が errno に設定される場合があ
ります。

警告
32 ビットアプリケーションの場合、st_ino は、64 ビットの値を使用するファイルシステムに対しては、最
下位 32 ビットに切り捨てられます。st_ino は unsigned long で定義されているため、ftw64() の呼び出
しでも、この切り捨てが起こることに注意してください。

大規模なファイルシステムにアクセスする 32ビットアプリケーションの場合、stat 構造体のオーバーフ
ローを避けるために、代わりに ftw64() または nftw64() を使用します。

nftw() には再帰性があります。これは、FTW_PHYS がクリアされ、UNIX95 環境が定義されている場合
に多数のディレクトリまたはファイルを含んでいるファイルツリーに適用されると、メモリー障害を起こして
終了する可能性があります。

nftw() は malloc() を使用して、動作中に記憶領域を割り当てます (malloc(3C) を参照)。これが強制終了
された場合 (longjmp() が fn または割込みルーチンによって実行さた場合など)、呼び出し関数はその記憶
領域を解放するチャンスが与えられないために、記憶領域はプロセスが終了するまで割り当てられたままにな
ります。割込みを安全に処理するには、割込みが起きた事を保存しておき、次に fn が呼び出されたときに０
以外の値を返すようにします。

開始パスがループバックファイルシステム (LOFS) 内にあり、FTW_MOUNT が設定されていても (LOFS 内に
とどまるために)、FTW_PHYS がクリアされている場合には (シンボリックリンクとハードリンクを走査)、
nftw() は同一 _device_ 上のファイルを参照するリンクが実際に LOFS 内に存在するかどうかを決定できま
せん。この要因の組合せにより、レポートされてはいけないファイルが fn にレポートされる可能性がありま
す。

廃止インタフェース
nftw2() は将来、廃止される予定です。
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著者
ftw(), nftw() および nftw2() は AT&T と HP で開発されました。

参照
stat(2), fgetpos64(3S), malloc(3C), thread_safety(5)

標準準拠
ftw(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
fwide( ) − ストリームの指向の設定

構文
#include <stdio.h>

#include <wchar.h>

int fwide(FILE *stream, int mode);

説明
fwide() 関数は、 stream によりポイントされるストリームの指向を決定します。 mode がゼロよりも大き
い場合、この関数は、最初にストリームをワイド指向にしようとします。 mode がゼロよりも小さい場合、こ
の関数は最初にストリームをバイト指向にしようとします。それ以外の場合は、 mode はゼロで、この関数は
ストリームの指向を変更しません。

ストリームの指向がすでに決まっている場合は、 fwide() がこれを変更することはありません。エラーを示
す戻り値が予約されていないので、エラー状況を調べたいアプリケーションは errno に０を設定し、次に
fwide() を呼び出し、その後、 errno を調べて、ゼロでない場合には、エラーが発生したものとみなす必
要があります。

アプリケーション使用法
mode に０を設定して fwide() を呼び出すと、ストリームの現在の指向を調べることができます。

戻り値
fwide() 関数は、呼び出し後、ストリームがワイド指向である場合にはゼロよりも大きい値を返し、スト
リームがバイト指向である場合にはゼロよりも小さい値を返し、ストリームに指向がない場合にはゼロを返し
ます。

エラー
fwide() は次の場合には、失敗します。

[EBADF] stream 引き数が正しいストリームでない場合

著者
fwide() は HP および三菱電機により開発されました。

参照
orientation(5), thread_safety(5)
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名称
fwprintf( ), wprintf( ), swprintf( ) − 書式化されたワイドキャラクタ出力の印刷

構文
#include <stdio.h>

#include <wchar.h>

int fwprintf(FILE *stream, const wchar_t *format, ... );

int wprintf(const wchar_t *format, ... );

int swprintf(wchar_t *s, size_t n, const wchar_t *format, ... );

説明
fwprintf 関数は、指定した出力ストリーム stream 上に出力を作成します。

wprintf() 関数は、標準出力ストリーム stdout 上に出力を作成します。

swprintf() 関数は、ヌルのワイドキャラクタが後に続く出力を *s で始まる連続したワイドキャラクタの中
に作成します。このとき、常に追加される (n がゼロでない限り) ヌル終了ワイドキャラクタを含めて、n 個を
超えないワイドキャラクタが書き込まれます。

これらの関数は、それぞれ、書式ワイドキャラクタ文字列の制御下で、その引き数の変換、書式化および印刷
を行います。format は、ゼロ個以上の指令で構成されます。この指令には、単に出力ストリームにコピーされ
る通常のワイドキャラクタ、および、それぞれの結果としてゼロ個以上の引き数を取り出す変換指定が含まれ
ます。

変換を、次に未使用の引き数にではなく、引き数リスト内の format の後の n 番目の引き数に適用することが
できます。この場合、変換ワイドキャラクタ % (以下を参照) は %n$ というシーケンスに置き換えられます。
n は１から {NL_ARGMAX} までの範囲の 10 進の整数で、引き数リスト内の引き数の位置を示します。この機
能を使用することで、特定の言語に適した順序で引き数を選択する書式ワイドキャラクタ文字列を定義するこ
とができます (「例」の項を参照してください)。

%n$ 形式の変換指定を含む書式ワイドキャラクタ文字列では、引き数リスト中の番号付き引き数を必要な回数
だけその書式ワイドキャラクタ文字列から参照することができます。

% 形式の変換指定を含む書式ワイドキャラクタ文字列では、引き数リスト中の各引き数が使用されるのは１度
だけです。

fwprintf() 関数のすべての形式では、ワイドキャラクタ値として出力される言語によって異なる小数点を
出力文字列に挿入することができます。小数点は、プログラムのロケール (カテゴリ LC_NUMERIC) で定義さ
れます。

POSIX ロケールまたは小数点が未定義のロケールでは、デフォルトの小数点としてピリオド (.) が使用されま
す。

それぞれの変換指定は、% ワイドキャラクタまたは %n$ というワイドキャラクタ文字列により始まり、その
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後、以下の指定が次々に続きます。

1. ゼロ個以上のフラグ (任意の順序)。この変換指定の意味を変更します。

2. 任意指定の最小フィールド幅。変換される値がこのフィールド幅より少ない数のワイドキャラク
タを持つ場合は、デフォルトによりスペースが左詰めされます。

3. 任意指定の精度。d、i、o、u、x および X 変換の場合に表示される最小桁数を示します。

4. 任意指定の l (エル)。後に続く c 変換ワイドキャラクタが wint_t 引き数に適用されることを
指定します。任意指定の l は、後に続く s 変換ワイドキャラクタが wchar_t 引き数に適用さ
れることを示します。任意指定の h は、後に続く d、i、o、u、x または X 変換ワイドキャ
ラクタが short int 型または符号なしの short int 型の引き数に適用されることを示します (この
引き数により、その値が印刷前に short int 型または符号なしの short int 型に強制変換されま
す)。任意指定の hL は、後に続く e、f、または g 変換ワイドキャラクタが、extended 型
(Itanium アーキテクチャでの 80 ビットの IEEE-754 倍精度拡張型) に適用されることを示しま
す。任意指定の h は、後に続く n 変換ワイドキャラクタが short int 型の引き数へのポイン
ターに適用されることを示します。

5. 変換ワイドキャラクタ。適用される変換の種類を示します。

フィールド幅と精度のいずれかまたは両方をアスタリスク (*) で指定することができます。この場合、int 型
の引き数がこの フィールド幅または 精度を指定します。このとき、フィールド幅と 精度のいずれかまたは両
方を指定する引き数は、変換すべき引き数がある場合はそれよりも前にこの順序で指定しなければなりませ
ん。負の フィールド幅は、- フラグの後に正の フィールド幅が続いたものとして解釈されます。負の 精度
は、その精度が省略されたとみなします。 %n$ 形式の変換指定を含む書式ワイドキャラクタ文字列内では、
フィールド幅または 精度は、 %n$ というシーケンスで示されます。この n は、引き数リスト (この format

引き数の後にある) 内での フィールド幅または 精度を含む整数引き数の位置を指定する 10 進整数で [1,

{NL_ARGMAX}] の範囲内です。たとえば、

wprintf(L"%1$d:%2$. *3$d:%4$, *3$d\n", hour, min, precision, sec);

format には、番号付き引き数の指定 (つまり %n$ および *m$ ) または番号無し引き数の指定 (つまり % およ
び *) を含めることができますが、通常の場合、両方を含めることはありません。この唯一の例外は、%% を
%n$ 形式と混在できることです。１つの書式ワイドキャラクタ文字列内で番号付き引き数と番号無し引き数を
混ぜて指定した結果は、不定です。番号付き引き数を使用する場合、N 番目の引き数を指定するには、最初か
ら (N-1) 番目までの先行する引き数をすべて書式ワイドキャラクタ文字列内に指定する必要があります。

各種のフラグワイドキャラクタとそれぞれの意味は以下のとおりです。

’ 10 進数変換 (%i、%d、%u、%g、または %G) の結果の整数部分は、３桁区切りを行うワ
イドキャラクタにより書式化されます。他の変換の場合は、このフラグの処理は不定で
す。通貨以外の区切りを行うワイドキャラクタが使用されます。

- 変換結果がフィールド内で左詰めされます。このフラグを指定しないと、変換結果は右詰
されます。
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+ 常に符号 (+ または -) で始まる変換結果が得られます。このフラグを指定しないと、負の
値が変換された場合にだけ、変換結果に符号が付きます。

スペース 符号付き変換の最初のワイドキャラクタが符号でない場合、または符号付き変換の結果が
ワイドキャラクタとならない場合、１文字分のスペースが変換結果の前に付きます。これ
は、スペースフラグと + フラグが両方とも指定された場合は、スペースフラグが無視され
ることを意味します。

# このフラグは、値を次のような形式に変換することを指定します。o 変換の場合、(必要な
ら) 精度を増して、結果の最初の桁を強制的に０にします。x または X 変換の場合、ゼロ
以外の結果の前に 0x (または 0X) を付けます。e、E、f、g または G 変換の場合、小数
点以下の数字が無い場合でも、結果には必ず小数点を含めます。このフラグを指定しない
と、小数点以下の数字がある場合にだけ、変換結果に小数点が含まれます。g および G 変
換の場合、通常のとおり、結果から後続ゼロが除去されることはありません。その他の変
換の場合、このフラグの結果は不定です。

0 d、i、o、u、x、X、e、E、f、g および G 変換の場合、フィールド幅まで詰めるため
に、 (符号または基数の指示の後に続く) 先行ゼロを使用します。スペース詰めは行われま
せん。0 および - フラグの両方が指定された場合、0 フラグが無視されます。d、i、
o、u、x および X 変換の場合、精度が指定されると、0 フラグは無視されます。0 およ
び i フラグを両方とも指定すると、ゼロ詰めの前に区切りを行うワイドキャラクタが挿入
されます。他の変換の場合、このフラグの結果は不定です。

各種の変換ワイドキャラクタとそれぞれの意味は以下のとおりです。

d,i int タイプの引き数を [-]dddd というスタイルの符号付きの 10 進数形式に変換します。精
度は、表示される最小桁数を指定します。つまり、変換されている値が指定した精度より
も少ない桁数で表現できる場合は、先行ゼロにより拡張されます。デフォルトの精度は１
です。精度を０と明示して０を変換した結果は、ワイドキャラクタにはなりません。

o 符号なしの int タイプの引き数を dddd という形式の符号無しの８進数形式に変換しま
す。精度は、表示される最小桁数を指定します。つまり、変換されている値が指定した精
度よりも少ない桁数で表現できる場合は、先行ゼロにより拡張されます。デフォルトの精
度は１です。精度を０と明示して０を変換した結果は、ワイドキャラクタにはなりませ
ん。

u 符号無しの int タイプの引き数を dddd という形式の符号無し 10 進数形式に変換します。
精度は、表示される最小桁数を指定します。つまり、変換されている値が指定した精度よ
りも少ない桁数で表現できる場合は、先行ゼロにより拡張されます。デフォルトの精度は
１です。精度を０と明示して０を変換した結果は、ワイドキャラクタにはなりません。

x 符号無しの int タイプの引き数を dddd という形式の符号無し 16 進数形式に変換します。
16 進数を表記するために、文字 abcdef が使用されます。精度は、表示される最小桁数を
指定します。つまり、変換されている値が指定した精度よりも少ない桁数で表現できる場
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合は、先行ゼロにより拡張されます。デフォルトの精度は１です。精度を０と明示して０
を変換した結果は、ワイドキャラクタにはなりません。

X abcdef の代わりに文字 ABCDEF が使用されることを除けば、x 変換ワイドキャラクタと
同じ動作を行います。

f 倍精度の引き数を [-]ddd.ddd という形式の 10 進数に変換します。小数点の後の桁数は、
精度の指定に等しくなります。精度を指定しないと、６と解釈されます。精度を０と明示
して # フラグを指定しないと、小数点は表示されません。小数点が表示される場合は、最
低でも小数点の前に１桁が表示されます。値は適切な桁数に丸められます。fwprintf()

関数ファミリーでは、無限値および NaN を表すワイドキャラクタ文字列表現を使用できま
す。

e,E 倍精度の引き数を [-]d.ddde_dd という形式に変換します。このとき、小数点の前に１桁 (

これは引き数がゼロでない場合はゼロでない) が表示され、小数点の後の桁数は精度に等し
くなります。精度を指定しないと、６と解釈されます。精度が０で # フラグを指定しない
と、小数点は表示されません。値は適切な桁数に丸められます。E 変換ワイドキャラクタ
は、指数を表す e の代わりに E を付けた数字を生成します。指数には、最低でも２桁が
必ず含まれます。値が０の場合は、指数も０になります。fwprintf() 関数ファミリーで
は、無限値および NaN を表すワイドキャラクタ文字列表現を使用できます。

g,G 倍精度の引き数を、有効桁数を示す精度を付けて、f または e (または G 変換ワイドキャ
ラクタの場合は E) という形式に変換します。精度が０と明示される場合は、１と解釈され
ます。使用される形式は、変換される値によって決まります。この変換の結果得られる指
数が -4 よりも小さいかまたは精度に等しいかそれよりも大きい場合にのみ、e (または E)

が使用されます。後続ゼロは結果の小数部分からは除去されます。つまり、小数点は、こ
の後に桁が続く場合にのみ表示されます。fwprintf() 関数ファミリーでは、無限値およ
び NaN を表すワイドキャラクタ文字列表現を使用できます。

c l (エル) 修飾子を指定しない場合、btowc() 関数を呼び出したかのように int タイプの
引き数をワイドキャラクタに変換し、その結果のワイドキャラクタを書き出します。それ
以外の場合は、wint_t 引き数が wchar_t に変換され書き出されます。

s l (エル) 修飾子を指定しない場合、引き数は初期シフト状態で開始する文字シーケンスを
含む文字配列へのポインターでなければなりません。この配列からの文字は、最初の文字
が変換される前にゼロに初期化される mbstate_t オブジェクトにより記述される変換状態
によって、mbrtowc() 関数を繰り返し呼び出したかのように変換され、ヌル終了ワイド
キャラクタまで (これは含まずに) 書き出されます。精度を指定すると、その精度より多く
のワイドキャラクタは書き出されません。精度を指定しない場合、または精度が配列のサ
イズよりも大きい場合は、配列にはヌルワイドキャラクタを含めなければなりません。l (

エル) 修飾子を指定した場合、引き数は wchar_t 型の配列へのポインターでなければなり
ません。この配列からのワイドキャラクタは、ヌル終了ワイドキャラクタまで (これは含ま
ずに) 書き出されます。精度を指定しない場合、または精度が配列のサイズよりも大きい場
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合は、配列にはヌル ワイドキャラクタを含めなければなりません。精度を指定すると、そ
の精度より多くのワイドキャラクタは書き出されません。

p 引き数は void ポインターでなければなりません。このポインターの値が、処理系に依存し
た方法で、印字可能なワイドキャラクタの列に変換されます。

n 引き数は、fwprintf() 関数ファミリーの１つへの呼び出しによりこれまでに出力に書き
出されたワイドキャラクタの数を書き込む整数へのポインターでなければなりません。引
き数の変換は行われません。

C lc と同じです。

S ls と同じです。

% １文字の % ワイドキャラクタを出力します。引き数の変換は行われません。全体の変換指
定は、%% でなければなりません。

アプリケーション使用法
fwprintf() または wprintf() がストリームに適用された後、そのストリームはワイド指向になります
(orientation(5) を参照してください)。

戻り値
正常終了時には、これらの関数は、swprintf() ではヌル終了ワイドキャラクタを除いて、送信されたワイ
ドキャラクタの数を返すか、あるいは、出力エラーが検出された場合には負の値を返します。

エラー
fwprintf() および wprintf() が実行できない状況および実行できない可能性のある状況については、
fputwc() ( putwc(3C)) を参照してください。さらに、fwprintf() は、すべての形式で、以下の場合に失
敗します。

[EILSEQ] 正しい文字に対応しないワイドキャラクタコードが検出された場合。

[EINVAL] 引き数が不足している場合。

[ENOMEM] 使用可能な記憶スペースが不足している場合。

さらに、wprintf() は、次の場合に失敗します。

[EILSEQ] stdout がバイト指向である場合

fwprintf() は、次の場合に失敗します。

[EILSEQ] stream によりポイントされるストリームがバイト指向である場合

例
言語に依存しない日付および時刻の書式を印刷するには、次のステートメントを使用できます。

wprintf(format, weekday, month, day, hour, min);

合衆国で使用する場合は、format は次のワイドキャラクタ文字列へのポインターとなります。
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L"%s, %s %d %d:%.2d"

これは、次のメッセージを生成します。

Sunday, July 3, 10:02

これに対して、ドイツで使用する場合は、format は次のワイドキャラクタ文字列へのポインターとなります。

L"%1$s, %3$d. %2$s, %4$d:%5$.2d"

これは、次のメッセージを生成します。

Sonntag, 3. Juli, 10:02

著者
fwprintf()、wprintf()、swprintf() は HP および三菱電機により開発されました。

参照
btowc(3C), fputwc(3C), fwscanf(3C), putwc(3C), setlocale(3C), mbrtowc(3C), orientation(5),

thread_safety(5)
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名称
fwscanf( ), wscanf( ), swscanf( ) − 書式化されたワイドキャラクタ入力の変換

構文
#include <stdio.h>

#include <wchar.h>

int fwscanf(FILE *stream, const wchar_t *format, ... );

int wscanf(const wchar_t *format, ... );

int swscanf(const wchar_t *s, const wchar_t *format, ... );

説明
fwscanf() 関数は、指定された入力ストリームから読み取ります。

wscanf() 関数は標準入力ストリーム stdin から読み取ります。swscanf() 関数はワイドキャラクタ文
字列 s から読み取ります。

それぞれの関数はワイドキャラクタを読み取り、format に従って解釈し、その結果を引き数に保存します。関
数には、以下で説明する制御ワイドキャラクタ文字列 format を引き数として指定し、変換後の入力文字列の
保存先を示す一連のポインター引き数を指定する必要があります。書式に対して引き数の個数が不足する場合
の結果は、不定です。逆に書式よりも引き数の個数が多い場合には、余分な引き数は評価されるだけで無視さ
れてしまいます。

使用されていない次の引き数を変換する代わりに、引き数リストの format の後にある n 番目の引き数に対し
て変換を行うことができます。この場合、変換ワイドキャラクタ % (以下を参照) は %n$ というシーケンスに
置き換えられます。n は [1,{NL_ARGMAX}] の範囲にある 10 進の整数です。この機能を使用することで、
特定の言語に適した順序で引き数を選択する書式ワイドキャラクタ文字列を定義することができます。 %n$

形式の変換指定を含む書式ワイドキャラクタ文字列では、引き数リスト中の番号付き引き数を書式ワイドキャ
ラクタ文字列で２回以上参照できるかどうかは指定されません。

書式には % または %n$ のどちらかの形式の変換指定を含めることはできますが、通常は、１つの書式ワイド
キャラクタ文字列の中では両方の形式を混在させることはできません。ただし、%% と %* は唯一の例外で、
このどちらかを %n$ 形式と混在させることができます。

fwscanf() 関数では、形式に関係なく、入力文字列にワイドキャラクタの値としてエンコードされた言語に
よって異なる小数点を検出することができます。小数点はプログラムのロケール (カテゴリ LC_NUMERIC) で
定義されます。POSIX ロケールまたは小数点が未定義のロケールでは、デフォルトの小数点としてピリオド
(.) が使用されます。

書式とは、ゼロ個以上の指令で構成されるワイドキャラクタ文字列を指します。各指令は、次のいずれかで構
成されます。

• １つ以上の空白ワイドキャラクタ (空白、タブ、改行、垂直タブ、または用紙送り文字)
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• 通常のワイドキャラクタ (% と空白文字を除く)

• 変換指定

変換指定はそれぞれ % または %n$ シーケンスで開始し、その後ろに次の文字が順に続きます。

• 代入抑制文字の * (オプション)

• 最大フィールド幅を指定するゼロ以外の 10 進の整数 (オプション)

• 受け入れたオブジェクトのサイズを示す修飾子の h、l (小文字のエル) または L (オプション)

対応する引き数が文字タイプを指すポインターではなく wchar_t を指すポインターの場合は、変換
ワイドキャラクタ c、s および [ の前に l (小文字のエル) を指定する必要があります。

対応する引き数が int を指すポインターではなく short int を指すポインターの場合は、変換ワイ
ドキャラクタ d、i および n の前に h を指定し、long int を指すポインターの場合は、l (小文
字のエル) を指定する必要があります。

同様に、対応する引き数が符号なしの int を指すポインターではなく、符号なしの short int を指
すポインターの場合は、変換ワイドキャラクタ o、u および x の前に h を指定し、符号なしの
long int を指すポインターの場合は、l (小文字のエル) を指定する必要があります。

対応する引き数が float を指すポインターではなく double を指すポインターの場合は、変換ワイ
ドキャラクタ e、f および g の前に l (小文字のエル) を指定し、long double を指すポインター
の場合は、L を指定する必要があります。h、l (小文字のエル) または L を他の変換ワイドキャ
ラクタと共に指定した場合の動作は不定です。

• 適用する変換のタイプを示す変換ワイドキャラクタ。有効な変換ワイドキャラクタについて、以下
に説明します。

fwscanf() 関数は書式の各指令を順番に実行します。下記に説明するように指令で障害が生じると、関数が
戻ります。障害は入力障害 (入力バイトが使用できないために生じる) とマッチング障害 (入力が不適切なため
に生じる) に分かれます。

１つ以上の空白ワイドキャラクタで構成された指令が実行されると、有効な入力文字列がなくなって読み取り
ができなくなるまで、あるいは空白ワイドキャラクタ以外の読み取らずに残すワイドキャラクタが検出される
まで入力文字列が読み取られます。

指令が通常のワイドキャラクタの場合は、次のように実行されます。次のワイドキャラクタを入力から読み取
り、指令を構成するワイドキャラクタと比較します。ワイドキャラクタが一致しない場合は指令の実行が失敗
し、一致しなかったワイドキャラクタおよび後続のワイドキャラクタを読み取らずに残します。

指令が変換指定の場合は、次に説明するように、変換ワイドキャラクタごとに一連のマッチング入力シーケン
スが定義されます。変換指定は、次の手順で実行されます。

変換指定に変換文字 [、c または n が含まれていない場合は、入力の空白ワイドキャラクタ (iswspace()

で指定) をスキップします。
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変換指定に変換ワイドキャラクタ n が含まれていない場合は、入力から項目を読み取ります。入力項目は、
マッチングシーケンスの初期サブシーケンスである指定の フィールド 幅を超えない範囲で、入力ワイドキャ
ラクタの最長シーケンスとして定義されます。入力項目の後にある最初のワイドキャラクタ (存在する場合) は
読み取られずに残ります。入力項目の長さが０の場合は、マッチング障害となり、変換指定の実行は失敗しま
す。ただし、ファイルの終端、エンコードエラー、読み取りエラーによってストリームからの入力ができない
場合は、入力障害になります。変換ワイドキャラクタ % の場合を除き、入力項目 (変換指定 %n の場合は入力
ワイドキャラクタの個数) は変換ワイドキャラクタに適したタイプに変換されます。入力項目がマッチング
シーケンスでない場合は、マッチング障害となり、変換指定の実行は失敗します。* で代入抑制を指定しない
限り、% で開始する変換指定の場合は、書式引き数の後にある変換結果をまだ受け取っていない最初の引き数
が指すオブジェクトに変換結果が保存されます。ワイドキャラクタシーケンス %n$ で開始する変換指定の場
合は、n 番目の引き数が指すオブジェクトに変換結果が保存されます。このオブジェクトのタイプが不適切で
あったり、指定のスペースでは変換結果を表現できなかったりした場合の動作は不定です。

有効な変換ワイドキャラクタは、次のとおりです。

d 任意に符号が付けられた 10 進整数を照合します。書式は、基底引き数に値 10 を指定した
wcstol() の対象シーケンスの書式と同じです。サイズ修飾子を指定しない場合、対応す
る引き数は int を指すポインターでなければなりません。

i 任意に符号が付けられた整数を照合します。書式は、基底引き数に値０を指定した
wcstol() の対象シーケンスの書式と同じです。サイズ修飾子を指定しない場合、対応す
る引き数は int を指すポインターでなければなりません。

o 任意に符号が付けられた８進整数を照合します。書式は、基底引き数に値８を指定した
wcstoul() の対象シーケンスの書式と同じです。サイズ修飾子を指定しない場合、対応
する引き数は符号なし int を指すポインターでなければなりません。

u 任意に符号が付けられた 10 進整数を照合します。書式は、基底引き数に値 10 を指定した
wcstoul() の対象シーケンスの書式と同じです。サイズ修飾子を指定しない場合、対応
する引き数は符号なし int を指すポインターでなければなりません。

x 任意に符号が付けられた 16 進整数を照合します。書式は、基底引き数に値 16 を指定した
wcstoul() の対象シーケンスの書式と同じです。サイズ修飾子を指定しない場合、対応
する引き数は符号なし int を指すポインターでなければなりません。

e,f,g 任意に符号が付けられた浮動小数点数を照合します。書式は、wcstod() の対象シーケン
スの書式と同じです。サイズ修飾子を指定しない場合、対応する引き数は float を指すポイ
ンターでなければなりません。

ANSI/IEEE Std 754:1985 規格をサポートするために、fwprintf() 関数ファミリーが無限大および NaN (

浮動小数点フォーマットでエンコードされる 7858 記号表現要素 ) の文字列表現を生成する場合は、fws-

canf() 関数ファミリーはそれを入力として認識します。
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s 空白ワイドキャラクタ以外のシーケンスを照合します。l (小文字のエル) 修飾子がない
と、最初のワイドキャラクタを変換する前に mbstate_t オブジェクトに記述された変換状
態をゼロに初期化して wcrtomb() 関数を繰り返し呼び出したかのように、入力フィール
ドの文字が変換されます。対応する引き数は、シーケンスおよび自動追加されるヌル終了
文字を収めるのに十分な大きさを持った文字配列を指すポインターでなければなりませ
ん。

l (小文字のエル) 修飾子を指定した場合の対応する引き数は、シーケンスおよび自動追加されるヌル終了ワイ
ドキャラクタを収めるのに十分な大きさを持った wchar_t 配列を指すポインターでなければなりません。

[ 一連の期待するワイドキャラクタ (scanset) からの空でないワイドキャラクタ文字列を照合
します。l (小文字のエル ) 修飾子がないと、最初のワイドキャラクタを変換する前に
mbstate_t オブジェクトに記述された変換状態をゼロに初期化して wcrtomb() 関数を繰
り返し呼び出したかのように、入力フィールドのワイドキャラクタが変換されます。対応
する引き数は、シーケンスおよび自動追加されるヌル終了文字を収めるのに十分な大きさ
を持った文字配列を指すポインターでなければなりません。

l (小文字のエル) 修飾子を指定した場合の対応する引き数は、シーケンスおよび自動追加されるヌル終了ワイ
ドキャラクタを収めるのに十分な大きさを持った wchar_t 配列を指すポインターでなければなりません。

変換指定には、書式文字列内の照合する右大かっこ (]) を含めて、それまでのワイドキャラクタがすべて含ま
れます。左大かっこの直後のワイドキャラクタがアクセント記号 (ˆ) でなければ、大かっこに囲まれたワイド
キャラクタ (スキャンリスト) によってスキャンセットが形成されますが、直後のワイドキャラクタがアクセン
ト記号であれば、アクセント記号と右大かっこに囲まれたスキャンリストには現れないワイドキャラクタがす
べてスキャンセットに含まれます。[] または [ˆ] で開始する変換指定では、スキャンリストに右大かっこ
が含まれ、次の右大かっこが変換指定を終了するための照合用の右大かっこになります。それ以外の変換指定
では、最初の右大かっこによって変換指定が終了します。スキャンリストに - が含まれている場合に、これ
が最初のワイドキャラクタとなっていないとき、最初のワイドキャラクタが ˆ であってこれが２番目のワイ
ドキャラクタとなっていないとき、および最後のワイドキャラクタとなっていないときの動作は、処理系に
よって異なります。

c フィールド幅で指定された数 (変換指定にフィールド幅がない場合は１) のワイドキャラク
タシーケンスを照合します。l (小文字のエル) 修飾子がないと、最初のワイドキャラクタ
を変換する前に mbstate_t オブジェクトに記述された変換状態をゼロに初期化して wcr-

tomb() 関数を繰り返し呼び出したかのように、入力フィールドのワイドキャラクタが変
換されます。対応する引き数は、シーケンスを収めるのに十分な大きさを持った文字配列
を指すポインターでなければなりません。ヌル文字は追加されません。l (小文字のエル) 修
飾子を指定した場合の対応する引き数は、シーケンスを収めるのに十分な大きさを持つ
wchar_t 配列を指すポインターでなければなりません。ヌル ワイドキャラクタは追加され
ません。
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p 処理系依存の一連のシーケンスを照合します。対応する fwprintf() 関数の %p 変換で
作成される一連のシーケンスと同じでなければなりません。対応する引き数は、void を指
すポインターでなければなりません。同じプログラムの実行によって変換された値が入力
項目になっている場合は、ポインターがその値と等しいかが比較されます。そうでない場
合の %p 変換の動作は不定です。

n 入力は使用されません。対応する引き数は、fwscanf() 関数の今回の呼び出しでこれま
でに入力から読み取られたワイドキャラクタの個数を書き込む整数を指すポインターでな
ければなりません。 %n 変換指定を実行しても、関数の実行完了時に返される代入件数は
増えません。

C lc と同じです。

S ls と同じです。

% １つの % を照合します。変換または代入は行われません。完全な変換指定は %% でなけれ
ばなりません。

変換指定が無効な場合の動作は不定です。

変換文字 E、G および X も有効で、それぞれ e、g および xと同じように動作します。

入力途中にファイルの終端を検出すると、変換が終了します。現在の変換指定 (%n を除く) と一致するワイド
キャラクタ (先行する空白文字が有効な場合は、先行する空白文字を除く) を読み取る前にファイルの終端があ
ると、現在の変換指定は入力障害で終了します。それ以外の場合は、現在の変換指定がマッチング障害で終了
しない限り、次の変換指定 (存在する場合) が入力障害で終了します。

swscanf() で文字列の最後に到達するということは、fwscanf() でファイルの終端を検出するのと同じこ
とです。

入力に矛盾があるために変換が終了した場合は、問題のある入力は読み取られずにそのまま残ります。後続の
空白文字 (改行を含む) は、変換指定によって照合されない限り読み取られません。リテラルの照合と代入抑制
が正常終了したかどうかを直接判断するには、 %n 変換指定を使用する以外に方法はありません。

fwscanf() 関数および wscanf() 関数は、ストリームの関連ファイル中の st_atime フィールドをアップ
デート用にマークすることがあります。以前の ungetc() 呼び出しで戻されていないデータを返すストリー
ムを使用して fgetc() 、 fgetwc() 、 fgets() 、 fgetws() 、 fread() 、 getc() 、 getwc() 、
getchar()、getwchar()、gets()、fscanf() または fwscanf() を初めて正常に実行した時点で、
st_atime フィールドがアップデート用にマークされます。

アプリケーション使用法
fwscanf() または wscanf() をストリームに適用すると、ストリームがワイド指向になります (orienta-

tion(5) を参照)。

% 形式の変換指定を含む書式文字列では、引き数リスト中の引き数は１回しか使用されません。
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戻り値
関数が正常終了すると、正常に照合および代入された入力項目の件数が返されます。早期にマッチング障害が
発生した場合は、この数値がゼロになることがあります。最初のマッチング障害または変換の前に入力の終端
に到達すると、EOF が返されます。読み取りエラーが発生した場合に、ストリームのエラーインジケーターが
設定されているときは、EOF が返され、errno がエラー内容を示す値に設定されます。

エラー
fwscanf() 関数が失敗する状態については、fgetwc() を参照してください。fwscanf() は次のような
場合にも失敗します。

[EILSEQ] 入力バイトシーケンスが有効な文字を形成しないとき

[EINVAL] 引き数が不十分なとき

[ENOMEM] 記憶領域を十分に使用できないとき

fwscanf() は次のような場合にも失敗します。

[EILSEQ] stream が指すストリームがバイト指向のとき

wscanf() は次のような場合に失敗します。

[EILSEQ] stdin がバイト指向のとき

例
呼び出し:

int i, n; float x; char name[50];

n = wscanf(L"%d%f%s", &i, &x, name);

入力行:

25 54.32E-1 Hamster

この結果、n には値３、i には値 25、x には値 5.432 がそれぞれ代入され、name の内容は文字列 Hamster

になります。

呼び出し:

int i; float x; char name[50];

(void)wscanf(L"%2d%f%*d %[0123456789]", &i, &x, name);

入力:

56789 0123 56a72

この結果、i には値 56、x には値 789.0 がそれぞれ代入され、0123 をスキップし、name は文字列 56 にな
ります。getchar() を次に呼び出すと、a という文字が返されます。
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著者
fwscanf()、wscanf()、swscanf() は、HP と三菱電機によって開発されました。

参照
getwc(3C), fwprintf(3C), setlocale(3C), wcstod(3C), wcstol(3C), wcstoul(3C), wcrtomb(3C), langinfo(5), ori-

entation(5), thread_safety(5)
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名称
get_expiration_time() − 現在の絶対システム時間に指定された時間間隔を加算

構文
#include <time.h>

int get_expiration_time(

struct timespec *delta,

struct timespec *abstime

);

説明
get_expiration_time() 関数は、現在の絶対システム時間に指定された時間間隔を加算し、新しい絶対時
間を返します。この新しい絶対時間は、pthread_cond_timedwait(3T) 呼び出しの有効期限として使用されま
す。

引き数 delta は、現在のシステム時間に加算する秒数とナノ秒数を示します。この関数から戻ると、引き数
abstime には、pthread_cond_timedwait(3T) 呼び出しで使用される絶対システム時間が設定されます。

パラメータ
delta 現在のシステム時間に加算する秒数とナノ秒数。

abstime 現在の絶対システム時間に delta を加算した結果の絶対システム時間を保存する出力パラ
メータ。

戻り値
正常終了すると、get_expiration_time() は 0 を返します。異常終了の場合は、エラーを示すエラー番
号が返されます (errno 変数は設定されません)。

エラー
次の条件の場合、get_expiration_time() 関数は対応するエラー番号を返します。

[EINVAL] delta または abstime で指定された値が無効である場合。

著者
get_expiration_time() は、X/Openで開発されました。

参照
pthread_cond_timedwait(3T).

標準準拠
get_expiration_time() : X/Open.
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ENHANCED CURSES

名称
get_wch(), mvget_wch(), mvwget_wch(), wget_wch() − 端末からワイドキャラクタを取得

構文
#include <curses.h>

int get_wch(wint_t *ch);

int mvget_wch(int y, int x, wint_t *ch);

int mvwget_wch(WINDOW *win, int y, int x, wint_t *ch);

int wget_wch(WINDOW *win, wint_t *ch);

説明
これらの関数は、現在のまたは指定されたウィンドウに関連する端末から１バイト文字を読み込みます。key-

pad() が使用可能になっている場合、ファンクションキーを押すと、これらの関数は、ch がポイントしてい
るオブジェクトを <curses.h> で定義された対応する KEY_ 値に設定し、KEY_CODE_YES を返して応答し
ます。

端末入力の処理は、curses_intro(3X) の「入力処理」に記述された一般規則に従います。

エコー機能を使用可能にしておくと、以下の文字以外の文字は、ins_wch() の引き数と同様に、エコーされ
ます。

<backspace>, <left-arrow>, 現在の
erase 文字

入力は、 specialchars の指定に従って解釈されます。
この結果、カーソルが来る位置にある文字は、delch() を
呼び出したときのように、削除されます。ただし、カーソル
がもともと、その行の最初のカラムにある場合には、
beep() を呼び出したときのように、ユーザーに警告を発
します。

ファンクションキー beep() を呼び出したときのように、ユーザーに警告を発
します。ファンクションキーに関する情報は、呼び出し元に
は返されません。

現在のまたは指定のウィンドウがパッドでない場合、最新のリフレッシュ操作以後にウィンドウを移動または
変更したときは、別の文字を読み込む前にウィンドウをリフレッシュします。

戻り値
ファンクションキーの押下に対して正常に応答するときは、KEY_CODE_YES を返します。正常にワイドキャ
ラクタを取得すると、OK を返します。そうでなければ ERR を返します。
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ENHANCED CURSES

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
アプリケーションでは、エスケープキーを単独で単一文字ファンクションキーとして定義してはいけません。

これらの関数を使うときは、nocbreak() モードと echo() モードを同時に使ってはいけません。各文字を
入力したときの端末の状態によっては、予期せぬ結果を招くことがあります。

参照
beep(3X), cbreak(3X), ins_wch(3X), keypad(3X), move(3X), curses_intro(3X) の 「入 力 処 理」 の 項 ,

<curses.h>, <wchar.h> (X/Open System Interfaces and Headers, Issue 4, Version 2 specification)

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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名称
getaddrinfo(), getnameinfo(), freeaddrinfo(), gai_strerror(), getipnodebyaddr(), getipnodebyname() − 登録さ
れているホスト名およびアドレスの取得

構文
#include <sys/socket.h>

#include <netdb.h>

int getaddrinfo(const char *hostname, const char *servname,

const struct addrinfo *hints, struct addrinfo **res);

int getnameinfo(const struct sockaddr *sa, size_t salen,

char *host, size_t hostlen,

char *serv, size_t servlen, int flags);

void freeaddrinfo(struct addrinfo *ai);

char *gai_strerror(int encode);

特記事項
getipnodebyaddr() と getipnodebyname() は廃止予定です。「警告」の項を参照してください。

説明
getaddrinfo()

getaddrinfo() 関数を使うことにより、プロトコルに依存しない方法でホスト名をアドレスに変換すること
ができます

getaddrinfo() 関数の戻り値は整数です。入力引き数の hostname と servname には、最後がヌルで終わ
る文字列へのポインター、またはヌルポインターを指定します。ただし、これら２つの引き数の少なくとも一
方には、ヌルでないポインターを指定する必要があります。

普通のクライアントでは、hostname と servname の両方を指定します。このうちホストについては、ヌルで
ない hostname 文字列として、ホスト名の文字列または数値ホストアドレスの文字列 (IPv4 アドレスの場合は
ドット 10進表現、IPv6 アドレスの場合は 16進表現) のいずれの形式でも指定できます。一方、サーバーにつ
いては、ヌルでない servname 文字列として、サービス名または 10進のポート番号のいずれでも指定できま
す。ただし、サーバーでは servname だけを指定します。

３番目の入力引き数には、addrinfo 構造体へのポインターを指定します。addrinfo 構造体は、
<netdb.h> で次のように定義されています。

struct addrinfo {

int ai_flags;

int ai_family;

int ai_socktype;

int ai_protocol;

size_t ai_addrlen;
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char *ai_canonname;

struct sockaddr *ai_addr;

struct addrinfo *ai_next;

};

この構造体のメンバーの意味は次のとおりです。

ai_flags IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスのソケットアドレス構造体を設定するために
使うフラグです。

AI_PASSIVE ビットをセットした場合は、bind() 関数を呼び出すときの引き
数として使うソケットアドレス構造体が、getaddrinfo() 関数から返されま
す。このビットをセットするとともに、getaddrinfo() 関数に渡す hostname

引き数として NULL ポインターを指定すると、ソケットアドレス構造体の IP ア
ドレス部分に、IPv4 アドレスの場合は INADDR_ANY が、また IPv6 アドレスの
場合は IN6ADDR_ANY_INIT がそれぞれ設定されて返されます。

AI_PASSIVE ビットをセットしないと、 connect()、 sendto()、または
sendmsg() 関数を呼び出すときの引き数として使うソケットアドレス構造体
が、返されます。また、この場合に hostname 引き数として NULL ポインターを
指定すると、ソケットアドレスの IP アドレス部分に loopback アドレスが設定
されて返されます。

AI_CANONNAME ビットをセットして getaddrinfo() を呼び出した場合、処理
が正常に終わると、最初の addrinfo 構造体にある ai_canonname メンバー
が返されます。この値はヌルで終わる文字列になっており、指定したホストの正
式名称が含まれています。

もし AI_V4MAPPED フラグが AF_INET6 の ai_family とともに指定されてい
る場合、getaddrinfo() は対応する IPv6 アドレスを見つけることができなけ
れば IPv4 射影 IPv6 アドレスを返します。もし ai_family が AF_INET6 と等
しくなければ、getaddrinfo() は AI_V4MAPPED フラグを無視します。

もし、AI_ALL フラグが AI_V4MAPPED フラグとともに使われる場合、getad-

drinfo() は一致する IPv6 と IPv4 アドレスすべてを返します。getad-

drinfo() は AI_V4MAPPED フラグなしでは AI_ALL フラグを無視します。

もし、AI_ADDRCONFIG フラグが指定されている場合、IPv4 アドレスがローカ
ルシステムで設定されている場合に限り、IPv4 アドレスが返されます。また、
IPv6 アドレスがローカルシステムで設定されている場合に限り、IPv6 アドレス
が返されます。この場合、ループバックアドレスは適切に設定されたアドレスと
して見なされることはありません。
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ai_family 呼び出し側が受け入れるプロトコルファミリーです。呼び出し側がどのプロトコ
ルファミリーでも受け入れる場合は、このメンバーに PF_UNSPEC を設定して、
そのことを示します。呼び出し側が IPv4 スタックだけを処理して、IPv6 スタッ
クを処理しない場合は、ai_family に PF_INET を設定します。

ai_protocol 呼び出し側がサポートするプロトコルです。呼び出し側がどのプロトコルでも受
け付ける場合は、ai_protocol に 0 を設定します。

ai_socktype 呼び出し側がサポートするソケットタイプです。呼び出し側がどのソケットタイ
プでも受け入れる場合は、ai_socktype に 0 を設定します。しかし、呼び出し
側が TCP だけを受け付けて、UDP を受け付けない場合は、ai_socktype に
SOCK_STREAM を設定します。

ai_addrlen IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスの長さです (単位はバイト)。

ai_canonname ホストの正式名称です。

ai_addr ホストのバイナリアドレスです。

ai_next addrinfo 構造体をメンバーとするリストで次にリンクされている addrinfo

構造体へのポインターです。

上記の引き数はオプションです。呼び出し側が自分のサポートしているソケットタイプやプロトコルファミ
リーなどに関する情報を相手に伝えたい場合は、addrinfo 構造体を使って、それらの情報を指定します。た
だし、この情報を getaddrinfo() に渡すときに、ai_flags、ai_family、ai_socktype、および
ai_protocol の各フィールドを除くすべてのフィールドを ゼロまたは NULL ポインターに設定する必要が
あります。

getaddrinfo() が正常に終了した場合は、**res に、１つ以上の addrinfo 構造体をメンバーとするリ
ストへのポインターが格納されています。呼び出し側は、このポインターを出発点として、ヌルポインター (

リストの最後) が現れるまで ai_next ポインターをたどることで、このリスト内の各 addrinfo 構造体を
順次処理することができます。返された各 addrinfo 構造体の３つのメンバー ai_family、
ai_socktype、ai_protocol は、socket() 関数を呼び出すときの引き数として使います。ai_addr メ
ンバーは、ソケットアドレス構造体を指しており、ai_addrlen メンバーがその長さを示しています。

getaddrinfo() 関数の処理が成功すると、戻り値として 0 が返され、失敗するとエラーコードが返されま
す。エラーコードは、ゼロ以外の値を取ります。getaddrinfo() のエラーコードは、次のとおりです。これ
らは <netdb.h> に定義されています。

EAI_ADDRFAMILY hostname のアドレスファミリーがサポートされていない。

EAI_AGAIN 名称を解決する途中で一時的な障害が発生した。

EAI_BADFLAGS ai_flags の値が無効である。

EAI_FAIL 名称を解決する途中で回復不能な障害が発生した。
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EAI_FAMILY ai_family がサポートされていない。

EAI_MEMORY メモリーを割り当てることができなかった。

EAI_NODATA hostname に対応するメモリーアドレスが存在しない。

EAI_NONAME hostname と servname が両方とも指定されていないか、認識できない。

EAI_SERVICE servname が ai_socktype ではサポートされていない。

EAI_SOCKTYPE ai_socktype がサポートされていない。

EAI_SYSTEM errno で示されているシステムエラーが発生した。

freeaddrinfo()
getaddrinfo() から返される情報、つまり、addrinfo 構造体、ソケットアドレス構造体、addrinfo 構
造体が指す正式なホスト名文字列は、すべて動的に割り当てられます。この情報をシステムに返すには、次の
freeaddrinfo() 関数を呼び出します。

#include <sys/socket.h>

#include <netdb.h>

void freeaddrinfo(struct addrinfo *ai);

この関数を実行すると、ai 引き数で指定した addrinfo 構造体の解放にあわせて、その構造体から指され
ている動的記憶領域も一緒に解放されます。この処理は、ai_next ポインターが NULL になるまで繰り返さ
れます。

gai_strerror()
gai_strerror() 関数を使うことで、getaddrinfo() から EAI_xxx コードが返された場合のエラーメッ
セージ出力に使う説明文字列を得ることができきます。

#include <sys/socket.h>

#include <netdb.h>

char *gai_strerror(int ecode);

引き数には、getaddrinfo() に対して定義されている EAI_xxx の値を１つ指定します。戻り値として、エ
ラーの説明文字列を指すポインターが返されます。引き数として EAI_xxx 以外の値を指定してもこの関数は
エラーにならず、代わりに、「エラーが不明である」ことを示す文字列へのポインターが返されます。

getnameinfo()
getnameinfo() 関数を使うことで、バイナリアドレスとポートを基に、ホスト名とサービス名を調べること
ができます。

#include <sys/socket.h>
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#include <netdb.h>

int getnameinfo(const struct sockaddr *sa, size_t salen,

char *host, size_t hostlen, char *serv,

size_t servlen, int flags);

この関数は、呼び出し元が指定した IP アドレスとポート番号を DNS とシステム固有のデータベースで調
べ、呼び出し元の指定したバッファーに、それらに対応するテキスト文字列を返します。

関数の処理が成功すると、戻り値としてゼロが返され、失敗すると、戻り値としてゼロ以外の値が返されま
す。

先頭の引き数 sa には、IP アドレスとポート番号が入っている sockaddr_in 構造体 (IPv4 の場合) または
sockaddr_in6 構造体 (IPv6 の場合 ) のいずれかを指すポインターを指定します。salen 引き数には、
sockaddr_in 構造体または sockaddr_in6 構造体の長さを指定します。

関数は host 引き数が指すバッファーに、IP アドレスに対応したホスト名を返します。呼び出し元は、この
バッファーのサイズを hostlen 引き数で指定します。ポート番号に対応するサービス名は、serv が指す
バッファーに返されます。このバッファーの長さは、servlen 引き数で指定します。呼び出し元にとっては
ホストとサービスの存在を確かめることだけが重要で、ホスト名またはサービス名自体は必要でないこともあ
ります。そのような場合は、hostlen または servlen 引き数にゼロの値を指定することで、それぞれに対
応する文字列を返さないようにすることができます。一方、これらの引き数にゼロ以外の値を指定してホスト
名またはサービス名を取得する場合は、文字列の最後を示すヌル文字も含めて、ホスト名とサービス名を格納
するのに十分なバッファーを用意する必要があります。

しかし、ほとんどのシステムでは、完全修飾ドメイン名とサービス名の最大サイズを指定する定数が定義され
ていません。そのため、これら２つの文字列を受け取るためのバッファーをアプリケーションが割り当てやす
いように、次の定数が <netdb.h> に定義されています。

#define NI_MAXHOST 1025

#define NI_MAXSERV 32

最 新 版 の DNS/BIND で は、 こ れ ら の う ち の 最 初 の 値 NI_MAXHOST が ヘッ ダー ファ イ ル
<arpa/nameser.h> に定数 MAXDNAME として実際に定義されています (以前の BIND では、この定数が
256 になるように定義されていました)。

getnameinfo() 関数に渡す最後の引き数は、この関数のデフォルト動作を変更するためのフラグです。デ
フォルトでは、DNS 内で調べられたホストの完全修飾ドメイン名 (FQDN) が返されます。フラグビット
NI_NOFQDN をセットして指定すると、ローカルホストについては、FQDN の中のホスト名の部分だけが返さ
れます。

フラグビット NI_NUMERICHOST をセットして指定するか、またはホストの名前が DNS 内にない場合は、ホ
スト名の代わりに、数値形式のアドレスが返されます ( たとえば gethostbyaddr() の代わりに
inet_ntop() を呼び出すことによって行われます)。
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フラグビット NI_NAMEREQD をセットして指定した場合は、ホストの名前が DNS 内にないと、エラーが返さ
れます。

フラグビット NI_NUMERICSERV をセットして指定すると、名前ではなく、サービスアドレスを数値形式にし
たものが返されます (たとえば、ポート番号)。多くのコマンドで提供されている -n フラグをサポートするた
めには、２つの NI_NUMERICxxx フラグが必要です。

５番目のフラグビット NI_DGRAM は、サービスがデータグラムサービスであることを示します。このフラグ
をセットして指定すると、getservbyport() が、２番目の引き数としてデフォルトの "tcp" ではなく "udp"

を指定して呼び出されます。このフラグの指定が必要な理由は、同じポート (512～514) が UDP と TCP で異
なるサービスに使われているからです。

これらの NI_xxx フラグは、getaddrinfo() 用に定義されている AI_xxx フラグと一緒に <netdb.h> の
中に定義されています。

ネームサーバーのスイッチに基づく動作
getnameinfo() および getaddrinfo() ライブラリルーチンは、内部的にネームサービスのスイッチを呼
び出して、/etc/nsswitch.conf ファイルで構成された ipnodes データベース検索ポリシーにアクセス
して (nsswitch.conf (4) を参照)、名前/アドレスの解決を行い、services データベース検索ポリシーにアク
セスして、サービス/ポートの解決を行います。検索ポリシーは、解決に使用できるサポートされているネーム
サービスの順序と基準を定義します。すべての ipnodes ディレクティブにアクセス後、アドレスが集められ
ていない場合、かつ、呼び出し元が ai_family に AF_INET または、ai_flags に AF_INET6 の
ai_family で AI_V4MAPPED を設定している場合、getaddrinfo()/getnameinfo() は /etc/nss-

witch.conf ファイル中の hosts ディレクティブを使用し、ホスト名 /アドレスの解決をします。この場
合、hosts ディレクティブがホスト名/アドレス解決に失敗すると、返されるエラー番号は hosts ディレク
ティブ検索によって返されるエラー番号となります。このネームサービスの操作、DNS と非サーバーモード
については以下に説明があります。

ドメインネームサーバー操作
ローカルシステムが BIND ネームサーバー、すなわち名前 /アドレス解決に named (named(1M) および
resolver(4) 参照 ) を使用するよう設定されている場合、関数 getnameinfo()/getaddrinfo() はネーム
サーバーからホスト情報を読み出します。なお、ホスト名は大文字、小文字の区別なく一致するものが検索さ
れます。たとえば、ドメイン名 berkeley.edu, Berkeley.EDU, および BERKELEY.EDU はすべて berke-

ley.edu というネームサーバーデータベース中の同一エントリーに対して一致すると見なされます。hosts

ディレクティブがホスト名/アドレス解決に使用されると、hosts ディレクティブに指定されたソースを使用
した付加的な検索のために遅延が認められることがあります。

サーバーを使用しない場合の操作
名前/アドレスの解決を行う際に、ファイルの解決用にデータベースが構成されている場合、getnameinfo()

および getaddrinfo() は、解決に /etc/hosts ファイルを使います。同じように、ファイルの解決用に
services データベースが構成されている場合、解決に /etc/services ファイルが使われます。
/etc/hosts ファイルが名前 /アドレス解決に使用される場合、アドレスを検索するために関数 getname-

info() および getaddrinfo() によって使用される方法は以下に記述されています。
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getnameinfo() src パラメータに一致するアドレスが見つかるか、またはファイルの終端に到達
するまで、順次 /etc/hosts ファイルを検索します。

getaddrinfo() name パラメータに一致するホスト名 (公式名称またはエイリアス名) が見つか
るか、またはファイルの終端に到達するまで、順次 /etc/hosts ファイルを
検索します。なお、ホスト名は大文字、小文字の区別なく一致するものが検索
されます。

警告
廃止インタフェース

次のインタフェースは既存のアプリケーションをサポートするために含まれていますが、将来のリリースでは
削除される可能性があります。

struct hostent *getipnodebyname(const char *name,

int af,

int flags,

int *error_num);

int getipnodebyaddr(const void *src,

size_t len,

int af,

int *error_num);

新しいアプリケーションは、名前/アドレス解決に getaddrinfo() および getnameinfo() といった API

を使用する必要があります。

著者
getaddrinfo() は HP で開発されました。

ファイル
/etc/hosts

/etc/services

参照
gethostent(3N), resolver(3N), nsswitch.conf(4)

626 Hewlett-Packard Company − 7 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



getauduser(3) getauduser(3)

名称
getauduser − 現在のプロセスで認証されているユーザー名の取得

構文
#include <sys/audit.h>

int getauduser(char *user, char *stime, size_t usize, size_t

tsize);

説明
getauduser() 現在のプロセスで認証されているユーザーを探し、その情報を user で指されたバッファーに
保存します。また、認証された時刻情報があればそれを取得し、 stime で指されたバッファーに保存します。
usize と tsize には、 user と stime バッファーそれぞれのサイズを指定します。これらの２つのバッファー
は、データが切り捨てられた場合でも、常に NULLで終了されていることに注意してください。

この関数を使用しているプログラムは、 -lsec を付けてリンクする必要があります。

セキュリティ上の制約
この関数の呼び出しを行えるのは、スーパーユーザーあるいは SELFAUDIT 権限を持つユーザーだけです。詳
細については、 privileges(5) を参照してください。

戻り値
getauduser() 次の値を返します。

n 成功。 n は、取得したログイン名のバイト数です(NULLを除く)。 n が usize より小さい場
合は、ログイン名は切り捨てられません。大きい場合は、最初の (usize-1) バイトだけが user

にコピーされ、 user の末尾には NULLが入ります。その場合、十分なサイズのバッファーを
指定して getauduser() を再度実行してください。

−1 失敗。 errno に、エラーを示す値が設定されます。

エラー
getauduser が失敗すると、 errno に次のいずれかの値が設定されます。

[EPERM] スーパーユーザー以外のユーザー、あるいは特権プロセス以外から呼び出された。

[EINVAL] stime バッ ファー の サ イ ズ が MAX_TIME_LEN+1 バ イ ト よ り 小 さ い。
<sys/audit.h> を参照。

[EILSEQ] 不明な audit tag 。

例
char user[256], time[MAX_TIME_LEN+1];

int n;

if ((n=getauduser(user, time, sizeof(user), sizeof(time))) == -1) {

non_overflow_errors();
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} else if (n >= sizeof(user)) {

overflow_error();

}

著者
getauduser() は HP で開発されました。

C プログラムでのバッファーオーバーフローを最小限に抑えるために、この関数の戻り値とNULLでの終了が
設計されています。この処理は、C99 の snprintf()、OpenBSD の strlcpy() や strlcat() と同じで
す。

参照
getaudid(2), setaudid(2), setauduser(3), audit(5), privileges(5)
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ENHANCED CURSES

名称
getbegyx(), getmaxyx(), getparyx() − 追加のカーソルとウィンドウの座標の取得

構文
#include <curses.h>

void getbegyx(WINDOW *win, int y, int x);

void getmaxyx(WINDOW *win, int y, int x);

void getparyx(WINDOW *win, int y, int x);

説明
getbegyx() マクロは、指定されたウィンドウの原点の絶対スクリーン座標を y と x に保存します。

getmaxyx() マクロは、指定されたウィンドウの列数を y に、行数を x に保存します。

getparyx() マクロは、指定されたウィンドウがサブウィンドウである場合は、親ウィンドウに対するその
ウィンドウの原点の相対座標を y と x に保存します。そうでない場合は、−1 を y と x に保存します。

戻り値
戻り値は定義されていません。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
これらのインタフェースはマクロですから、「&」を引き数 y と x の前に使うことはできません。

参照
getyx(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版で新規リリース
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名称
getbootpent(), putbootpent(), setbootpent(), endbootpent(), parse_bp_htype(), parse_bp_haddr(),

parse_bp_iaddr() − bootptab エントリーの取得と設定

構文
#include <bootpent.h>

int getbootpent (struct bootpent **bootpent);

int setbootpent (const char *path);

int endbootpent (void);

int putbootpent (

struct bootpent *bootpent,

int numfields,

FILE *bootpfile

);

int parse_bp_htype (const char *source);

int parse_bp_haddr (

char **source,

int htype,

unsigned char *result,

unsigned int *bytes

);

int parse_bp_iaddr (

char **source,

unsigned long *result

);

特記事項
これらの関数は、libdc.a に常駐するもので、ld または cc コマンドに対する -ldc オプションを使用して
リンクされます。

説明
これらの関数を使用して、bootptab (bootpd 制御) ファイルのエントリーを１回に１つずつ表示、あるいは
修正することができます。getbootpent() は、/etc/bootptab ファイル、または setbootpent() の
代替ファイルの中のエントリーを検索し、struct bootpent タイプのオブジェクト配列に対するポイン
ターを返します。これによりエントリーが、コメント (テキスト) 行を先行させた形式、または埋め込んだ形式
の各データフィールドに分割されます。

bootpent 構造は、<bootpent.h> で定義され、次のメンバーを含みます。
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int bp_type; /* BP_DATA, BP_COMMENT, BP_BLANK */

char *bp_text; /* one field or one comment line */

ファイルにより、次のデータタイプと定数が定義されます。

typedef struct bootpent *bpp_t;

#define BP_NULLP ((bpp_t) 0)

#define BP_SIZE (sizeof (struct bootpent))

#define MAXHADDRLEN 6

#define HTYPE_UNKNOWN 0 /* 0 bytes */

#define HTYPE_ETHERNET 1 /* 6 bytes */

#define HTYPE_EXP_ETHERNET 2 /* 1 byte */

#define HTYPE_AX25 3 /* 0 bytes */

#define HTYPE_PRONET 4 /* 1 byte */

#define HTYPE_CHAOS 5 /* 0 bytes */

#define HTYPE_IEEE802 6 /* 6 bytes */

#define HTYPE_ARCNET 7 /* 0 bytes */

#define MAXHTYPES 7

各フィールドについては、後述の「フィールド定義」の項で説明してあります。各関数の目的は次のとおりで
す。

getbootpent() getbootpent() を最初に呼び出すと、bootpent 構造配列中に対する
ポインター、および要素の数を返します。この配列には、先行コメント
行、または埋め込みコメント行を含む /etc/bootptab ファイル (また
は setbootpent() への呼び出しで指定される代替ファイル) の最初の
エントリーが格納されます。２回目以降の呼び出しでは、ファイルの次の
エントリーに対するポインターが返されるので、以降の呼び出しによって
ファイル全体を検索することができます。

現在、メモリーにファイルがない場合、 getbootpent() は、
/etc/bootptab ファイルをまず読み取ってから、処理を行います。

返される配列は、次の呼び出しで上書きされる静的領域 (malloc領域) に
格納されます (したがって、前に返されたポインターは無効になります)。
ただし、各配列要素の bp_text ポインターは、ファイルのインメモリー
コピーにあるテキストを指すことになります。このテキストは、次の呼び
出しで変更されることはありません (またファイル自体の変更にも影響さ
れません)。したがって、下記の 例に示すとおり、エントリーの配列をコ
ピーして、保存することができます。データは、次の setbootpent()

または endbootpent() 呼び出しまで有効になります。
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最後のエントリーの後にコメントがあると、データ部分を持たない別個の
エントリーとして返されます。

setbootpent() getbootpent() が指定のファイルのコピーをメモリーに読み込むこと
により、このファイルをオープンし、ファイルをクローズします (この副
作用として、ファイルのロックがすべて解除されます)。lockf (2) を参照し
てください。指定の path がヌルポインター、またはヌル文字列の場合、
setbootpent() は、/etc/bootptab をオープンし、読み取ります。

setbootpent() でオープン (また getbootpent() で暗黙に指定され
る) される最後のファイルが /etc/bootptab の場合、同じファイルに
ついて以降の setbootpent() 呼び出しを行うと、ファイルが先頭に巻
き戻されます。これにより、endbootpent() を呼び出さなくても、
ファイルに対する最新の変更内容を表示できるようになります。

endbootpent() setbootpent(), または getbootpent() でオープンされた最後のファ
イルのインメモリーコピーを解放します。

putbootpent() bootpent 構造の指定された配列に相当する ASCII データ (ファイルエ
ントリー、先行コメント行、または埋め込みコメント行を含む) を bootp-

file で指定されたストリーム中の現在の位置に書き込みます (numfields 配
列要素の合計)。エントリーは標準形式で書き込まれるので、エントリー
名と各データフィールドがそれぞれ個別の行に記述され、各データフィー
ルドの前にはタブが１つ置かれ、最終行を除く各行は :\で終了します。
numfields がゼロ以下の場合は、何も書き込まれません。

parse_bp_htype() bootpd と同じ形式で、ホストアドレス タイプを文字列形式から数値形
式 (HTYPE_*) に変換します。

parse_bp_haddr() bootpd でアドレスタイプ (HTYPE_*) を指定した場合と同じように、ホ
スト (ハードウェア、リンクレベル) アドレスを文字列形式からバイナリ
形式に変換します。呼び出し側プログラムの result (最低 MAXHADDRLEN

要素を含む配列でなければなりません) は、ホストアドレスのバイナリ値
を含むように変更され、bytes は、結果アドレスのバイト長を反映する
ように修正されます。この方法により、２つのホストアドレスを、文字列
表現から独立した形で比較することができます。source は、解析したアド
レスの後の最初の文字を指すように変更されます。

parse_bp_iaddr() bootpd と同じように、インターネットアドレスを文字列形式からバイナ
リ形式に変換します。この方法により、２つのインターネットアドレス
を、文字列表現から独立した形で比較することができます。呼び出し側プ
ログラムの result は、インターネットアドレスのバイナリ値を含むように
変更されます。source は、解析したアドレスの後の最初の文字を指すよう

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



getbootpent(3X) getbootpent(3X)

に変更されます。

フィールド定義
bootpent.bp_type が BP_DATA の場合、関連するテキストは、名前フィールド、またはいずれかのタグ
フィールドにある現在のエントリーの１フィールドになります。ヌルのタグフィールド (コロンが連続してい
る場合) は無視され、返されません。

bootpent.bp_type が BP_COMMENT または BP_BLANK の場合、関連するテキストは、ファイル中のコメ
ント行、またはブランク行 (バックスラッシュで継続されたデータ行の後に続く現在行に先行する行、または
ここに埋め込まれた行) になります。テキストは、ブランク行にある空白文字を含め、ファイルに格納された
同じ形式になります。行末の改行文字は含まれません。

返される配列要素は、ファイル中にあるデータフィールドとコメント行と同じ順序で構成されます。

エントリーフィールドの文字列は次の形式になります。

tag[@] [="value"]

前後に空白文字がある場合は、削除されます (詳細については、bootpd(1M) を参照してください)。二重引用
符、およびバックスラッシュは、フィールド文字列のどの位置にあってもかまいません。

テンプレートエントリー (tc フィールドにより、その他のエントリーが参照するエントリー) は、通常のエン
トリーと同じように使用できるので、特別なことはありません。各フィールド、tc フィールド、および既存
フィールドの値を変更する @ フィールドの順序については、呼び出し側プログラムから管理してください。

戻り値
getbootpent() は、正常終了すると、有効な配列要素の数を返します。入力ファイルの終わりには、ゼロを
返します。ファイルをオープン、またはクローズできない場合は、 −1 を返します。メモリー割り当てエ
ラー、マップエラー、または読み取りエラーが起きると、 −2 を返します。

setbootpent() は、指定されたファイル、またはデフォルトファイルを正しくオープンし、読み取れると、
ゼロを返します。ファイルのオープン、またはクローズができない場合は、 −1 を返します。メモリー割り当
てエラー、マップエラー、または読み取りエラーが起きると、 −2 を返します。

endbootpent() は、現在のオープンファイルに対するメモリーを正しく解放できると、ゼロを返します。現
在のファイルがない場合は、 −1 を返します。現在のファイルのメモリーを解放できない場合は、 −2 を返し
ます。

putbootpent() は、指定されたファイルにエントリーを正しく書き込めると、ferror() をクリアしてゼ
ロを返します (ferror(3S) 参照)。これ以外の場合は、ferror() をセットして、非ゼロを返します。

上記のいずれの場合も、異常終了の原因がシステムコールの問題と思われるときは、呼び出された関数から返
されるシステムの errno 値は有効になります。

ハードウェアタイプ文字列が認識されない場合、parse_bp_htype() は HTYPE_UNKNOWN を返します。

parse_bp_haddr() は正常終了の場合に、ゼロを返します。その他、解析エラー、無効な htype の場合、あ

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 4 −  Hewlett-Packard Company 633



getbootpent(3X) getbootpent(3X)

るいはアドレス長に対するホストアドレス タイプが未知の場合は、非ゼロを返します。source は、最初の無
効な文字を指すように変更 (文字列が短すぎる場合は NUL) されます。呼び出し側の bytes 値は変更されませ
んが、result は変更されることがあります。

parse_bp_iaddr() は、正常終了の場合はゼロを返します。source は、最初の無効な文字を指すように変
更 (文字列がヌルの場合は NUL) されます。

例
次のコードフラグメントでは、/etc/bootptab のデータとコメントをすべて、一時ファイルにコピーしま
す。この副作用として、データエントリーが標準形式に変換され、コピーした各エントリーの第１フィールド
(エントリーが継続行で開始していない場合はフィールド名になります) を標準出力にプリントします。

#include <bootpent.h>

FILE *newfilep; /* to write temp file */

bpp_t bp; /* read from file */

int field; /* current field number */

int fields; /* total in array for one entry */

if ((newfilep = fopen ("/tmp/bootptab", "w")) == (FILE *) NULL)

{

(handle error)

}

while ((fields = getbootpent (&bp)) > 0)

{

for (field = 0; field < fields; ++field)

{

if ((bp[field].bp_type) == BP_DATA)

{

(void) puts (bp[field].bp_text);

break;

}

}

if (putbootpent (bp, fields, newfilep))

{

(handle error)

}

}
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if (fields < 0) /* error reading file */

{

(handle error)

}

if (endbootpent())

{

(handle error)

}

if (fclose (newfilep))

{

(handle error)

}

次のコードフラグメントでは、getbootpent() が返す bootptab エントリーのコピーを保存します。

#include <malloc.h>

#include <string.h>

#include <bootpent.h>

bpp_t bpnew;

unsigned size;

size = fields *BP_SIZE;

if ((bpnew = (bpp_t) malloc (size)) == BP_NULLP)

{

(handle error)

}

(void) memcpy ((void *)bpnew, (void *)bp, size);

警告
これらの関数は、マルチスレッドアプリケーションでは安全に動作しません。

setbootpent() を呼び出すと、オープンしたファイルのロックをすべて解放します。

著者
これらの関数は、HP で開発されました。
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ファイル
/etc/bootptab control file for bootpd

参照
bootpd(1M), errno(2), lockf(2), ferror(3S), fopen(3S), malloc(3C)
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名称
getc(), getc_unlocked(), getchar(), getchar_unlocked(), fgetc(), getw() − ストリームファイルからの文字あるい
はワードの取得

構文
#include <stdio.h>

int getc(FILE *stream);

int getc_unlocked(FILE *stream);

int getchar(void);

int getchar_unlocked(void);

int fgetc(FILE *stream);

int getw(FILE *stream);

廃止インタフェース
int getw_unlocked(FILE *stream);

説明
getc() stream で指定された入力から、次の文字 (すなわちバイト) を符号なし文字から整数に変換し

て返します。stream のファイルポインターがもしあれば、それを１文字分先に進めます。
getchar() は getc(stdin) と定義されています。getc() および getchar() は、マ
クロと関数の両方で定義されています。

fgetc() getc() と同じですが、マクロではなく関数です。fgetc() は getc() より低速ですが、
スペースをとらず、その名前を関数の引き数として渡すことができます。

getw() stream で指定された入力から次のワード (すなわち C では int)を返します。getw() は、
ファイルポインターがもしあれば、それを１ワード先があればそこに進めます。ワードの大き
さと整数の大きさは、個々の機種によって異なります。getw() では、ファイルが特別に境
界付けされていないものとしています。

getc_unlocked() および getchar_unlocked() は stream の内部ロックをマルチスレッドアプリケー
ションに対して実行しないこと以外は、それぞれ getc()、および getchar() と同じです。

廃止インタフェース
getw_unlocked() はストリームファイルから文字またはワードを取得します。

アプリケーション使用法
getc_unlocked() および getchar_unlocked() インタフェースは、flockfile() を使用して stream

に対する相互排他的ロックをすでに取得しているマルチスレッドアプリケーションで使用できます (flock-

file(3S) 参照)。

getc()、getc_unlocked()、getchar()、getchar_unlocked()、fgetc()、または getw() がスト
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リームに適用された後は、ストリームはバイト指向になります (orientation(5) を参照)。

戻り値
正常終了すると、getc()、getc_unlocked()、getchar()、getchar_unlocked() および fgetc()

は、stream で指定された入力ストリーム (getchar() および getchar_unlocked() の場合は stdin) か
ら次のバイトを返します。ストリームがファイルの終わりにくると、ストリームのエンドオブファイル指標を
セットし、EOF を返します。読み出しエラーが起きた場合、ストリームのエラー指標を設定し、エラーを示す
値を errno に設定し、EOF を返します。

getw() および getw_unlocked() は正常終了すると stream で指定された入力ストリームから次のワード
を返します。ストリームがファイルの終わりにきたら、エンドオブファイル指標を設定し、getw() および
getw_unlocked() は EOF を返します。読み出しエラーが起きた場合、ストリームのエラー指標を設定し、
getw() および getw_unlocked() はエラーを示す値を errno に設定し、EOF を返します。

ferror() および feof() を使用して、エラー状態とエンドオブファイル状態を区別できます。

エラー
getc()、getc_unlocked()、getchar()、getchar_unlocked()、getw()、getw_unlocked()、お
よび fgetc() は、stream のバッファーに読み出すべきデータがあるとき、あるいは以下のような場合に失
敗します。

[EAGAIN] stream のファイル記述子に O_NONBLOCK フラグが設定されていて、プロセスが読
み出し動作に間に合わない場合

[EBADF] stream のファイル記述子が読み出しオープンされたファイル記述子として無効であ
る。

[EINTR] 読み出し動作がシグナルを受け取って中断し、データが転送されなかったか、ファイ
ルの一部だけが転送された場合

[EIO] 物理的な I/O エラーが発生している場合か、プロセスがバックグランドプロセスで、
制御ターミナルから読み出そうとして SIGTTIN シグナルを無視ブロックしている場
合か、プロセスのプロセスグループが親なしの場合

中で呼ばれる read() 関数が、これ以外の値を errno に設定することがあります (read(2) 参照)。

警告
getc() および getchar() は、ライブラリ関数マクロ両方で実現されています。マクロ版はデフォルトで
使用され、 <stdio.h> で定義されています。ライブラリ関数を得るには #undef を使ってマクロ定義を削
除するか、 ANSI-C モードでコンパイルするか、関数の名前をカッコで囲むか、関数のアドレスを使用しま
す。方法は以下のとおりです。

#include <stdio.h>

#undef getc

...

main()
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{

int (*get_char()) ();

...

return_val=getc(c,fd);

...

return_val=(getc)(c,fd1);

...

get_char = getchar;

};

getc()、getc_unlocked()、getchar()、getchar_unlocked() あるいは fgetc() の返す整数値を
文字変数に格納して、整数定数 EOF と比較をした場合、文字の整数への符号拡張は機種に依存しているの
で、この比較は成功しないことがあります。

マクロ版の getc() は、副作用のある stream 引き数は正しく扱うことができません。とくに getc(*f++)

の動作は不安定です。関数版の getc() あるいは fgetc() を代わりに使う必要があります。

ワード長およびバイト順が異なることがあるので、putw() を使用して書き出したファイルは機種に依存しま
す。違ったプロセッサ上では getw() を使用しても読み出せない場合があります。

リエントラントインタフェース
<stdio.h> をインクルードする前に _REENTRANT が定義されている場合、getc() および getchar() の
ライブラリ関数のロック付きの版が、デフォルトで使われます。

getw_unlocked() インタフェースは廃止され、現在では既存のDCEアプリケーションとの互換性を保つた
めにだけサポートされています。新しいマルチスレッドアプリケーションでは、getw() を使用してくださ
い。

参照
read(2), fclose(3S), ferror(3S), flockfile(3S), fopen(3S), fread(3S), gets(3S), putc(3S), scanf(3S), orienta-

tion(5), thread_safety(5)

標準準拠
getc(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

getc_unlocked(): POSIX.1C

fgetc(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, XPG4.2, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

getchar(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

getchar_unlocked(): POSIX.1C

getw(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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ENHANCED CURSES

名称
getcchar() − cchar_t からワイド文字列と修飾情報を取得

構文
#include <curses.h>

int getcchar(const cchar_t *wcval, wchar_t *wch, attr_t *attrs,

short *color_pair, void *opts);

説明
wch がヌルポインターでないとき、getcchar() 関数は、wcval で定義された cchar_t から情報を抽出し
て、attrs がポイントするオブジェクトに文字属性を、color_pair がポイントするオブジェクトにカラーペア
を、wch がポイントする配列には wcval で参照されたワイド文字列を保存します。

wch がヌルポインターであるとき、getcchar() は、wcval がポイントするオブジェクト内のワイドキャラ
クタの数を取得します。 attrs または color_pair がポイントするオブジェクトは変更されません。

opts 引き数は、このドキュメントの以降の版での定義のために予約されています。現状では、アプリケーショ
ンで opts としてヌルポインターを指定する必要があります。

戻り値
wch がヌルポインターであるとき、getcchar() は、wcval で参照されたワイドキャラクタの数 (ヌルター
ミネーターを含む) を返します。

wch がヌルポインターでないとき、getcchar() は、正常に終了すると OK を返します。そうでなければ
ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
wcval 引き数は、setcchar() 関数、または cchar_t 出力引き数を持つ関数を呼び出して生成された値で
す。 wcval が他の方法で構築された場合、結果は不定です。

参照
attroff(3X), can_change_color(3X), setcchar(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版で新規リリース
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CURSES

名称
getch(), wgetch(), mvgetch(), mvwgetch() − 端末から 1バイト文字を取得

構文
#include <curses.h>

int getch(void);

int mvgetch(int y, int x);

int mvwgetch(WINDOW *win, int y, int x);

int wgetch(WINDOW *win);

説明
これらの関数は、現在のまたは指定されたウィンドウに関連する端末から１バイト文字を読み込みます。１バ
イト文字以外のデータを読み込んだ場合、結果は不定です。keypad() が使用可能になっている場合、ファン
クションキーを押すと、これらの関数は、<curses.h> で定義された対応する KEY_ 値を返して応答しま
す。

端末入力の処理は、curses_intro(3X) の「入力処理」に記述された一般規則に従います。

エコー機能を使用可能にしておくと、以下の文字以外の文字は、insch() の引き数と同様に、エコーされま
す。

<backspace>、 入力は specialchars の指定に従って解釈され
<left-arrow>、 ます。この結果、カーソルが来る位置にある
現在の erase 文字 文字は、delch() を呼び出したときのように、

削除されます。ただし、カーソルがもともと、
その行の最初のカラムにある場合には、beep()

を呼び出したときのように、ユーザーに警告を
発します。

ファンクションキー beep() を呼び出したときのように、ユーザーに
警告を発します。ファンクションキーに関する
情報は呼び出し元には返されません。

現在のまたは指定のウィンドウがパッドでない場合、最新のリフレッシュ操作以降にウィンドウを移動または
変更したときは、別の文字を読み込む前にウィンドウをリフレッシュします。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は１バイト文字 (KEY_ 値または ERR) を返します。

nodelay モードでデータがないときは、ERR を返します。
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CURSES

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
アプリケーションでは、エスケープキーを単独で単一文字ファンクションキーとして定義してはいけません。

これらの関数を使うときは、nocbreak モード (nocbreak()) と echo モード (echo()) を同時に使ってはい
けません。各文字を入力したときの端末の状態によっては、予期せぬ結果を招くことがあります。

参照
cbreak(3X), doupdate(3X), insch(3X), curses_intro(3X) の「入力処理」の項, <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。getch() 関数の引き数リストは、明示的に
void で宣言されています。
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名称
getclock − システムワイドクロックの現在の値取得

構文
#include <sys/timers.h>

int getclock(int clock_type, struct timespec *tp);

説明
getclock() 関数は、 clock_type で指定した、システムワイドクロックの現在の値 tp を取得します。

getclock() は、 < sys/timers.h > で定義されている TIMEOFDAY の clock_type をサポートして
います。これはシステムの時刻を表します。このクロックについて、 getclock() が返す値は Epoch からの
累積値です。

戻り値
getclock() は、正常終了すると０を返し、失敗すると −1 を返しエラーを示す値を errno にセットしま
す。

エラー
getclock() は次の条件が起こった場合に失敗します。

[EINVAL] clock_type が既知のシステムワイドクロックを指定していない場合

[EIO] クロックデバイスのアクセス中にエラーがおきた場合

ファイル
/usr/include/sys/timers.h

参照
clocks(2), clock_gettime(2), gettimer(3C), setclock(3C), thread_safety(5)

標準準拠
getclock(): AES
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名称
getcwd( ) − 現在のワークディレクトリのパス名の取得

構文
#include <unistd.h>

char *getcwd(char *buf, size_t size);

説明
getcwd() 関数は、現在のワークディレクトリの絶対パス名を buf の指す配列に格納し、 buf を返します。
size の値は、返されるパス名の長さより、少なくとも１以上大きくなければなりません。

buf が NULL ポインターのとき、 getcwd() は malloc() (malloc(3C) 参照) を使用して、 size バイトの
領域を確保します。この場合 getcwd() から返されるポインターは、後で free() を呼ぶ引き数として使用
できます (malloc(3C) 参照)。 buf を null ポインターにして getcwd() を呼び出すことはおすすめできませ
ん。将来発売される HP-UX オペレーティングシステムでは、この機能が削除されている可能性があるからで
す。

戻り値
正常終了すると getcwd() は、現在のディレクトリパス名を指すポインターを返します。失敗すると NULL

を返し、 size の大きさが不十分だったのか、エラーがローレベルの関数で起きたのかを区別する値を errno

にセットします。

エラー
getcwd() は次の条件で失敗します。

[EINVAL] size 引き数が０である場合

[ERANGE] size 引き数は０より大きいが、パス名の長さより小さい場合

[ENAMET OOLONG] 指定されたパス名の長さが、 PATH_MAX+1 バイトを超えた場合、あるいは
_POSIX_NO_TRUNC が有効なときにパス名の構成要素の長さが NAME_MAX バ
イトを超えた場合

getcwd() は次の条件で失敗します。

[EACCES] パス名の構成要素の読み出し検索パーミッションが拒否された場合

[EFAULT] buf がプロセスに割り当てられたアドレス空間の外を指している場合。
getcwd() はいつでもこのエラーを見つけるとはかぎりません。

[ENOMEM] malloc() が size バイトのメモリーを用意できなかった場合

例
#include <unistd.h>

#include <limits.h>
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char *cwd;

char buf[PATH_MAX+1];

...

if ((cwd = getcwd(buf, PATH_MAX+1)) == NULL) {

perror("pwd");

exit(1);

}

puts(cwd);

著者
getcwd() は AT&T で開発されました。

参照
pwd(1), malloc(3C), thread_safety(5)

標準準拠
getcwd(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1
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名称
getdate() − ユーザーの書式指定した日付と時間の変換

構文
#include <time.h>

struct tm *getdate(const char *string);

廃止インタフェース
int getdate_r(const char *string, struct tm *result, int *errnum);

説明
getdate() 関数は string が指している、ユーザーが定義できる日付および時間、あるいはそのいずれかの指
定を struct tm に変換します。構造体の宣言はヘッダーファイル <time.h> にあります (ctime(3C) 参
照)。

ユーザーが用意したテンプレートは、入力文字列を分析解釈するために使用されます。テンプレートはユー
ザーが作成したテキストファイルで、環境変数 DATEMSK で識別します。 DATEMSK はテンプレートファイル
の完全パス名を指定するようにセットしなければなりません。入力された指定と一致したテンプレートの最初
の行は、内部の時間書式への解釈変換に使用されます。正常終了すると getdate() は struct tm を指す
ポインターを返します。失敗すると、 NULL を返し、エラーを示す値をシンボル getdate_err にセットし
ます。

次のフィールド記述子が用意されています。

%% % と同じ

%a 省略された曜日名

%A 省略されていない曜日名

%b 省略された月の名前

%B 省略されていない月の名前

%c 場所にふさわしい、日付時間の表現

%d 日にち (01 から 31 まで、頭の０はオプション)

%e %d と同じ

%D %m/%d/%y のような日付

%h 省略された月の名前

%H 時間 (00 から 23 まで)

%I 時間 (01 から 12 まで)
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%m 月の数字 (01 から 12 まで)

%M 分 (00 から 59 まで)

%n \n と同じ

%p AM または PM のどちらかのうち、場所にふさわしいもの

%r %I:%M:%S %p のような時間

%R %H:%M のような時間

%S 秒 (00 から 61 まで)

%t タブの挿入

%T %H:%M:%S のような時間

%w 週の数字 (日曜 = 0 から土曜 = 6 まで)

%x 場所にふさわしい日付の表現

%X 場所にふさわしい時間の表現

%y 世紀を含まない年 (00 から 99 まで)。 69 から 99 までが入力されると 20 世紀 (1900 年
代) と見なされ、00 から 68 までが入力されると 21 世紀 (2000 年代) と見なされます。

%Y ccyy のような年 (たとえば 1986)

%Z 時間帯名、存在しなければ空文字。 %Z が用意した時間帯が、 getdate() が期待する時
間帯と同じでない場合、無効な指定エラーが返されます。 getdate() は、 TZ 環境変数
から、期待する時間帯を計算します。

月と曜日の名前は大文字、小文字を組み合せからなります。ユーザーは入力された日付時間の指定を
LC_TIME をセットすることで、特定の言語にすることができます (setlocale(3C) 参照)。

先頭がゼロで良い記述子において、先頭のゼロはオプションです。しかし、これらの記述子で使用する桁数
は、先頭のゼロを含めて２桁を超えてはなりません。テンプレートファイルおよび string 中の余分な空白は無
視されます。

フィールド記述子 %c, %x, および %X は用意されていないフィールド記述子が含まれていた場合はサポートさ
れません。

次の例で可能なテンプレートの内容を示します。

%m

%A %B %d, %Y, %H:%M:%S

%A

%B

%m/%d/%y %I %p
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%d,%m,%Y %H:%M

at %A the %dst of %B in %Y

run job at %I %p, %B %dnd

%A den %d. %B %Y %H.%M Uhr

次の例は、上記のテンプレートに対する有効な入力指定です。

getdate("10/1/87 4 PM");

getdate("Friday");

getdate("Friday September 18, 1987, 10:30:30");

getdate("24,9,1986 10:30");

getdate("at monday the 1st of december in 1986");

getdate("run job at 3 PM, december 2nd");

LC_TIME の種類がドイツ地方にセットされていて、曜日の名前として freitag、月の名前として oktober

が含まれていれば、下の指定が有効です。

getdate("freitag den 10. oktober 1986 10.30 Uhr");

この例は、テンプレートでローカルな日付時間指定をどう定義するのか示します。

Invocation Line in Template

getdate("11/27/86") %m/%d/%y

getdate("27.11.86") %d.%m.%y

getdate("86-11-27") %y-%m-%d

getdate("Friday 12:00:00") %A %H:%M:%S

下記の規則が、入力された指定を内部の書式に変換するときに適用されます。

• 曜日のみが与えられた場合、与えられた日が現在の日に等しければ今日、現在の日より小さければ
翌週の日とみなします。

• 月のみが与えられた場合、与えられた月が現在の月に等しければ今月、現在の月より小さくて年が
与えられていなければ翌年の月とみなします (日付が与えられていなければ、月の最初の日とみな
します)。

• 時間、分、秒が与えられていない場合、現在の時分秒とみなします。

• 日付が与えられていない場合、与えられた時間が現在の時間より大きければ今日、小さければ明日
とみなします。

次の例は、今日の日付が Mon Sep 22 12:19:47 EDT 1986 で LC_TIME の種類がデフォルトの C ロ
ケールにセットされていると仮定した場合、上記の規則がどう適用されるかを図解したものです。
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Line in

Input Template Date

Mon %a Mon Sep 22 12:19:47 EDT 1986

Sun %a Sun Sep 28 12:19:47 EDT 1986

Fri %a Fri Sep 26 12:19:47 EDT 1986

September %B Mon Sep 1 12:19:47 EDT 1986

January %B Thu Jan 1 12:19:47 EST 1987

December %B Mon Dec 1 12:19:47 EST 1986

Sep Mon %b %a Mon Sep 1 12:19:47 EDT 1986

Jan Fri %b %a Fri Jan 2 12:19:47 EST 1987

Dec Mon %b %a Mon Dec 1 12:19:47 EST 1986

Jan Wed 1989 %b %a %Y Wed Jan 4 12:19:47 EST 1989

Fri 9 %a %H Fri Sep 26 09:00:00 EDT 1986

Feb 10:30 %b %H:%S Sun Feb 1 10:30:00 EST 1987

10:30 %H:%M Tue Sep 23 10:30:00 EDT 1986

13:30 %H:%M Mon Sep 22 13:30:00 EDT 1986

廃止インタフェース
getdate_r() は、ユーザーが指定したフォーマットで日時を変換します。

エラー
失敗すると getdate() は NULL を返し、エラーを示す値をシンボル getdate_err にセットします。

次のリストは getdate_err にセットされる値とその意味です。

1 DATEMSK 環境変数が null であるか未定義の場合

2 テンプレートファイルが読出しオープンできない場合

3 ファイルのステータス情報が取得できなかった場合

4 テンプレートファイルが通常のファイルでない場合

5 テンプレートファイルの読み出し中にエラーがおきた場合

6 メモリーの確保に失敗した (充分なメモリーが用意できない) 場合

7 テンプレートに入力に一致した行がない場合

8 入力の指定が無効な場合。たとえば、February 31。または、32 ビットの HP-UX (Tuesday Jan-

uary 19 03:14:07 UTC 2038 まで表示可能) で time_t データ型では表せない時刻が指定された場
合や、64 ビットの HP-UX で、サポートされる最大日時 (Friday December 31 23:59:59 UTC,

9999) を超えた場合。
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警告
getdate() の戻り値は、同一スレッドで getdate() を呼び出すたびに内容がオーバーライトされるデータ
を指しています。

getdate_r() インタフェースは廃止され、現在では既存の DCE アプリケーションとの互換性を保つために
だけサポートされています。新しいマルチスレッドアプリケーションでは、 getdate() を使用してくださ
い。

参照
ctime(3C), ctype(3C), setlocale(3C), strftime(3C), thread_safety(5)
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名称
getdiskbyname( ) − 名前によるディスク記述子の取得

構文
#include <disktab.h>

struct disktab *getdiskbyname(const char *name);

廃止インタフェース
int getdiskbyname_r(

const char *name,

struct disktab *result,

char *buffer,

int buflen);

説明
getdiskbyname() は (hp7959B のような) ディスク名を受け取り、ディスクの幾何情報と標準のディスク
パーティションテーブルを記述した、構造体を指すポインターを返します。すべての情報はディスクタブデー
タベースファイルから得ます (disktab(4) 参照)。

構造体 disktab の内容は、次のようなメンバーを含みます。このリストの順番と構造体内の順番には何の必
然的な相関関係もないことに注意してください。

char *d_name; /* drive name */

char *d_type; /* drive type */

int d_secsize; /* sector size in bytes */

int d_ntracks; /* # tracks/cylinder */

int d_nsectors; /* # sectors/track */

int d_ncylinders; /* # cylinders */

int d_rpm; /* revolutions/minute */

struct partition {

int p_size; /* #sectors in partition */

short p_bsize; /* block size in bytes */

short p_fsize; /* frag size in bytes */

} d_partitions[NSECTIONS];

定数 NSECTIONS は <disktab.h> で定義されています。

廃止インタフェース
名前によってディスク記述子を取得する getdiskbyname_r()
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診断
エラーが起きた場合、あるいは name がディスクタブ データベースファイル中に見つからない場合、 NULL

ポインターが返されます。

警告
getdiskbyname() の戻り値はデータを指し、その内容は呼び出すたびにオーバーライトされます。 get-

diskbyname_r() インタフェースは廃止され、現在では既存の DCE アプリケーションとの互換性を保つた
めにだけサポートされています。新しいマルチスレッドアプリケーションでは、 getdiskbyname() を使用
してください。

著者
getdiskbyname() は HP と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
disktab(4), thread_safety(5)
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名称
getdvagent, getdvagnam, setdvagent, enddvagent, putdvagnam, copydvagent − 高信頼性システムに対する
Device Assignment データベースエントリーの操作

構文
#include <sys/types.h>

#include <hpsecurity.h>

#include <prot.h>

struct dev_asg ∗getdvagent( );

struct dev_asg ∗getdvagnam(const char ∗name);

void setdvagent();

void enddvagent();

int putdvagnam(const char ∗name, struct dev_asg ∗dv);

struct dev_asg ∗copydvagent(struct dev_asg ∗dv);

説明
getdvagent 、 getdvagnam 、および copydvagent は、Device Assignment データベースにおける特定
のエントリーでブレークアウトフィールドを含む次の構造のオブジェクトに対するポインターを返します。各
データベースエントリーは、 <prot.h> ヘッダーファイルで宣言された dev_asg 構造として返されます。

struct dev_field {

char *fd_name; /* external name */

char **fd_devs; /* device list */

mask_t fd_type[1]; /* tape, printer, terminal */

char **fd_users; /* authorized user list */

};

/* Device Assignment Database entry */

#define AUTH_DEV_TYPE "device type"

#define AUTH_DEV_PRINTER 0

#define AUTH_DEV_TERMINAL 1

#define AUTH_DEV_TAPE 2

#define AUTH_DEV_REMOTE 3

#define AUTH_MAX_DEV_TYPE 3

#define AUTH_DEV_TYPE_SIZE (WORD_OF_BIT (AUTH_MAX_DEV_TYPE) + 1)

/* this structure tells which of the corresponding fields

* in dev_field are valid (filled).

*/
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struct dev_flag {

unsigned short

fg_name : 1,

fg_devs : 1,

fg_type : 1,

fg_users : 1,

;

};

struct dev_asg {

struct dev_field ufld;

struct dev_flag uflg;

struct dev_field sfld;

struct dev_flag sflg;

};

Device Assignment データベースには、ユーザーの権限とシノニムに関連するデバイスの特性が保存されま
す。ネットワーク接続をサポートするシステムの場合、 Device Assignment データベースには、ホスト駆動
型の接続に関する情報が保存されます。

各エントリーには、 name (ターミナル制御データベースに対する相互参照)、および devices (各デバイスリス
トには、これに対応するパス名) のリストが含まれます。このリストにより、高信頼性システムのデバイス割
り当てソフトウェアが割り当てを変更するときに、デバイスに対する参照をすべて無効にすることができま
す。このリストは、キャラクタ文字列ポインターのテーブルとして構成されます (最後の項目が NULL ポイン
ターになります)。

fd_users は、ユーザーが認められたアクセスを指示するキャラクタ文字列ポインターを含むヌル終了テーブル
に対するポインターです。

ネットワーク接続をサポートする高信頼性システムの場合、デバイス名は 12 文字以内のホスト名 ( 最初の 8

文字はデバイスアドレスの ASCII 16 進数、後の 4 文字は ASCII のゼロ ) で構成できます。例えば、
129.75.0.3 というインターネットアドレスを持つホストのデバイス名は、 814b00030000 となります。後続の
ゼロ 4 桁は、ターミナルコンセントレータのポートとの互換性のために使用するものです。 SAM API では、
ホスト名がデバイス名に変換されます。したがって、重大度レベルの範囲とユーザー権限のリストは、ホスト
と直接接続されたターミナルへ強制的に表示させることができます。

最初に getdvagent を呼び出すと、最初のデバイス割り当てエントリーに対するポインターが返されます。
この後は、次のエントリーに対するポインターが返されるので、これ以降の呼び出しを使用して、データベー
スを検索することができます。 getdvagnam では、データベースの先頭から、デバイス名にマッチする
name が見つかるまで検索を行って、このエントリーに対するポインターを返します。検索の間にファイルの
終端、またはエラーが検出されると、これらの関数は NULL ポインターを返します。 copydvagent は、デ
バイス割り当て構造と、これが参照するフィールドを新たに割り当てるデータ領域にコピーします。
getdvagent、 getdvagnam、および putdvagent では、静的構造を再利用してデータベースにアクセスし
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ます。これらのルーチンを再度使用する場合は、エントリーの値を保存しておく必要があります。 copyd-

vagent が返す dev_asg 構造は、 free ( malloc(3C) または malloc(3X) 参照) を使用して解放することができ
ます。

setdvagent を呼び出すと、 Device Assignment データベースが最初のエントリーにセットされるので、
データベースの検索を繰り返すことができます。 enddvagent ではメモリーがすべて解放され、各ルーチン
のサポートに使用したファイルがすべてクローズされます。

putdvagnam では、データベースエントリーの書き換え、または追加を行います。 fd_name フィールドが
name 引き数にマッチするエントリーがある場合は、このエントリーが、 dv 構造の内容に置き換えられま
す。これ以外の場合は、該当するエントリーがデータベースに追加されます。

アプリケーション使用法
マルチスレッドアプリケーションでは、これらのルーチンは、1つの専用のスレッドから呼び出された場合の
み安全です。これらのルーチンは、POSIX.1c の非同期キャンセルセーフでも非同期シグナルセーフでもあり
ません。

戻り値
getdvagent 、および getdvagnam は正常終了の場合は、静的構造に対するポインターを返します。また
異常終了の場合は、 NULL ポインターを返します。この静的構造は、 getdvagent、 getdvagnam、および
putdvagnam により上書きされます。

putdvagnam は、正常終了の場合は 1、異常終了の場合は 0 をそれぞれ返します。

copydvagent は、正常終了の場合は新たに割り当てられる構造へのポインターを返します。メモリー割り当
てエラーが起きた場合は、 NULL ポインターを返します。

警告
このルーチンが返す構造には、独立した形式ではなく、キャラクタ文字列に対するポインターとリストが含ま
れます。返された構造を保存するには、構造の割り当てではなく、 copydvagent を使用する必要がありま
す。

getdvagent と getdvagnam が返す値は、これらのルーチンに対する呼び出しによって上書きされる構造
を指します。特定のエントリーを検索するには、これを修正して、データベース中のエントリーを置き換え、
copydvagent を使用してエントリーをコピーした後、修正したバッファーを putdvagent に送ります。

注意
このルーチンを使用したプログラムは必ず、 −lsec を使用してコンパイルしてください。

ファイル
/tcb/files/devassign Device Assignment データベース

参照
authcap(4).
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名称
getenv( ) − 環境名の値を返す

構文
#include <stdlib.h>

char *getenv(const char *name);

説明
getenv() は、環境リスト (environ(5) 参照) から name=value, という形の文字列を検索します。そして、そ
の文字列があった場合、現在の環境の中の value を指すポインターを返します。文字列がなかった場合、
NULL ポインターを返します。 name は null で終了する環境名でも、 name=value の形でもかまいません。
後者の場合、 getenv() では = の左側の部分を検索キーとして使用します。

警告
getenv() の返すポインターが指す静的データ領域は、呼び出しのたびにオーバーライトされます。

多言語化対応
ロケール

LC_CTYPE の種類によって、 name の文字はシングル/マルチバイト文字として解釈されます。

サポートされるコードセット
シングル/マルチバイト文字コードセットをサポートしています。

参照
exec(2), putenv(3C), environ(5), thread_safety(5)

標準準拠
getenv(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, POSIX.2, ANSI C
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廃止予定

名称
getfsent( ), getfsspec( ), getfsfile( ), getfstype( ), setfsent( ), endfsent( ) − ファイルシステム記述子の ファイル
エントリーの取得

構文
#include <checklist.h>

struct checklist *getfsent(void);

struct checklist *getfsspec(const char *spec);

struct checklist *getfsfile(const char *file);

struct checklist *getfstype(const char *type);

int setfsent(void);

int endfsent(void);

特記事項:
これらのルーチンは 4.2 BSDとの互換性のためだけに用意されたものです。最大限の移植性と機能の向上のた
めには、新しいアプリケーションに getmntent(3X) ライブラリルーチンを使用します。

説明
getfsent(), getfsspec(), getfsfile(), および getfstype() は、次の構造体を持つオブジェクトを指
すポインターを返します。この構造体には、 /etc/fstab ファイルの1行をいくつかに区切ったフィールド
があります。また、この構造体はヘッダーファイル <checklist.h> で次のように宣言されています。

struct checklist {

char *fs_spec; /* special file name */

char *fs_bspec; /* block special file name */

char *fs_dir; /* file sys directory name */

char *fs_type; /* type: ro, rw, sw, xx */

int fs_passno; /* fsck pass number */

int fs_freq; /* backup frequency */

};

フィールドの意味は fstab(4) で説明されています。ブロック型スペシャルファイル名、ファイルシステムの
ディレクトリ名、型がすべてそれぞれ /etc/fstab の対応する行で定義されているとは限らない場合は、こ
れらのルーチンは fs_bspec, fs_dir, および fs_type フィールドで NULL ポインターを返します。 パス
番号とバックアップ回数フィールドのどちらかがこの行に存在しない場合は、これらのルーチンは対応する構
造体メンバーに−1を返します。 fs_freq は将来の使用のために予約されています。

getfsent() ファイルの次の行を読み取り、必要ならばファイルをオープンします。

setfsent() ファイルをオープンし、リワインドします。
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廃止予定

endfsent() ファイルをクローズします。

getfsspec() 一致するスペシャルファイル名 が見つかるか、 EOF に到達するまで、ファイルの先頭
から順次検索します。

getfsfile() 一致するファイルシステムのファイル名が見つかるか EOF に到達するまで、ファイル
の先頭から順次検索します。 getfstype() 一致するファイルシステムタイプの
フィールドが見つかるか、 EOF に到達するまで、ファイルの先頭から順次検索しま
す。

診断
EOF、無効な入力またはエラーが発生した場合は、nullポインターが返されます。

警告
すべての情報がスタティック領域にあるので、コピーしなければ保存できません。

廃止インタフェース
getfsent(), getfsspec(), getfsfile(), getfstype(), setfsent(), および endfsent() は、将来
廃止される予定です。

著者
getfsent() は HPおよび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
/etc/fstab

参照
fstab(4)
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名称
getgrent( ), getgrgid( ), getgrgid_r( ), getgrnam( ), getgrnam_r( ), setgrent( ), endgrent( ), fgetgrent( ) − グルー
プファイルエントリーの取得

構文
#include <grp.h>

struct group *getgrent(void);

struct group *getgrgid(gid_t gid);

int getgrgid_r(gid_t gid, struct group *grp, char *buffer,

size_t buflen, struct group ** result);

struct group *getgrnam(const char *name);

int getgrnam_r(const char *name, struct group *grp, char *buffer,

size_t buflen, struct group ** result);

void setgrent(void);

void endgrent(void);

struct group *fgetgrent(FILE *stream);

廃止インタフェース
#include <grp.h>

int getgrent_r(struct group *result, char *buffer, int buflen,

FILE **grfp);

void setgrent_r(FILE **grfp);

void endgrent_r(FILE **grfp);

int fgetgrent_r(FILE *stream, struct group *result, char *buffer,

int buflen);

説明
getgrent(), getgrgid(), および getgrnam() はグループエントリーの取得に使用され、 group 構造体
オブジェクトへのポインターを返します。エントリーは、 /etc/nsswitch.conf ファイルで指定された
group 用のすべてのソースから取得できます (nsswitch.conf(4) 参照)。

この group 構造体は <grp.h> で定義されていて、次のメンバーを含んでいます。

char *gr_name; /* the name of the group */

char *gr_passwd; /* the encrypted group password */

gid_t gr_gid; /* the numerical group ID */

char **gr_mem; /* null-terminated array of pointers
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to member names */

getgrent() getgrent() を最初に呼び出すと、グループデータベースの１番目の group

構造体へのポインターが返されます。２回目以降は、データベースの次の
group 構造体へのポインターが返されます。このようにしてデータベース全体
を検索することができます。

setgrent() グループデータベースをリワインドする機能を持っているので、検索を繰り返
し行うことができます。

endgrent() グループデータベース処理の完了を示すために、呼び出すことができます。

getgrgid() gid に一致する 数値で表されたグループ ID が見つかるまでグループデータ
ベースの先頭から検索し、グループが見つかった特定の構造体へのポインター
を返します。

getgrnam() name に一致するグループ名が見つかるまでグループデータベースの先頭から検
索し、グループ名が見つかった特定の構造体へのポインターを返します。

fgetgrent() 標準 I/O ストリーム stream に、次の group 構造体へのポインターを返しま
す。このときに stream は読み取りのためにオープンされていなければならず、
その内容は /etc/group のフォーマットと一致していなければなりません。

廃止インタフェース
グループファイルのエントリーを取得する getgrent_r(), setgrent_r(), endgrent_r(), fget-

grent_r()

リエントラントインタフェース
getgrgid_r() と getgrnam_r() は、 grp が指す group構造体を更新し、その構造体へのポインターを
result が指す位置に格納します。構造体には、 gid か name が一致するグループデータベースのエント
リーが１つ含まれます。 grp が指すグループ構造体で参照される記憶領域は、 buffer パラメータで示され
るメモリーから割り当てられます。そのサイズは buflen で指定します。このバッファーに必要な最大サイ
ズは、 sysconf() の _SC_GETGR_R_SIZE_MAX パラメータで確定できます。エラーが発生した場合、また
は要求されたエントリーが検出できない場合は、 result が指す位置に NULL ポインターが返されます。

推奨バッファー長は 1024 です。

戻り値
読み取りの際に EOF またはエラーが検出されると、 getgrent(), getgrgid(), getgrnam(), および
fgetgrent() は、 NULL ポインターを返します。その他の場合、戻り値は、有効な group 構造体を含ん
でいる内部スタティック領域を指します。

getgrgid_r() および getgrnam_r() は、正常終了すると０を返します。失敗の場合は、エラーを示すエ
ラー番号が返されます。
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エラー
getgrent(), getgrgid(), getgrnam() および fgetgrent() は、次の条件のいずれかを満たす場合に失
敗します。

[EIO] I/O エラーが起きた場合

[EMFILE] OPEN_MAX 個のファイル記述子が現在呼び出しプロセス内にオープンされている場合

[ENFILE] ファイルの最大数が、現在システム内にオープンされている場合

警告
getgrent(), getgrgid(), getgrnam(), fgetgrent() から返される値は、これらのどの関数の呼び出し
の際にもオーバーライトされる領域を指します。この値は、コピーしなければ保存できません。

getgrgid_r() と getgrnam_r() を使用する際は、現在これらのインタフェースが POSIX.1c に準拠して
いることに注意してください。 getgrent_r(), setgrent_r(), endgrent_r(), fgetgrent_r() インタ
フェースは廃止されます。これらのインタフェースと getgrgid_r() および getgrnam_r() の旧プロトタ
イプは、既存の DCE アプリケーションとの互換性を保つためにのみサポートされています。

インタフェース setgrent(), getgrent(), endgrent(), getgrgid(), getgrnam(), getgrgid_r(),

getgrgnam_r() は、動的ネームサービス スイッチ (nsswitch.conf (4) 参照) を使用しています。これらのイ
ンタフェースを使用するアプリケーションでは、十分なアーカイブバウンドができません。

制約
NFS

ファイル

/var/yp/ domainname /group.byname

/var/yp/ domainname /group.bygid

参照

niscat(1), ypcat(1)

ファイル
/etc/group

参照
niscat(1), ypcat(1), getgroups(2), getpwent(3C), stdio(3S), group(4), thread_safety(5)

標準準拠
getgrent(): SVID2, SVID3, XPG2

endgrent(): SVID2, SVID3, XPG2

fgetgrent(): SVID2, SVID3, XPG2

getgrgid(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1
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getgrnam(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1

setgrent(): SVID2, SVID3, XPG2

getgrnam_r(), getgrgid_r(): POSIX.1c
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名称
gethostent(), gethostbyaddr(), gethostbyname(), sethostent(), endhostent() − ネットワークホスト エント
リーの取得

構文
#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <netdb.h>

struct hostent *gethostent(void);

struct hostent *gethostbyname(const char *name);

struct hostent *gethostbyaddr(const char *addr,

int len,

int type);

_XOPEN_SOURCE_EXTENDED only

struct hostent *gethostbyaddr(const void *addr,

size_t len,

int type);

int sethostent(int stayopen);

int endhostent(void);

_XOPEN_SOURCE_EXTENDED only

void sethostent(int stayopen);

void endhostent(void);

説明
gethostent()、gethostbyname()、gethostbyaddr() の関数はそれぞれ、<netdb.h> で次のように
定義されている hostent 型の構造体ポインターを返します。

struct hostent {

char *h_name;

char **h_aliases;

int h_addrtype;

int h_length;

char **h_addr_list;

};

#define h_addr h_addr_list[0]

この構造体のメンバーは次のとおりです。
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h_name ホストの公式名称

h_aliases ホストのエイリアスの、ヌルで終了する配列

h_addrtype 返されるアドレスのタイプ。常に AF_INET です

h_length バイト単位で表されたアドレス長

h_addr_list ホスト用のネットワークアドレスの、ヌルで終了する配列

h_addr h_addr_list の先頭アドレス。これは HP_UX の旧バージョンのインプリメ
ンテーションとの互換性のためのものです。旧バージョンでは struct hos-

tent にホストのネットワークアドレスが１つしかありませんでした。

ネームサービススイッチに基づく動作
これらのホストエントリー ライブラリルーチンはネームサービス スイッチを呼び出し、/etc/nss-

witch.conf ファイル (nsswitch.conf (4) を参照) に設定されている "hosts" データベースの検索方針にアク
セスします。検索方針は、ホスト名およびインターネットアドレスを解決するために使用される、サポートさ
れるネームサービスの順序および基準を定義します。これらのネームサービス、つまりドメインネームサービ
ス、NIS、および非サーバーモード (たとえば、ファイル) の動作について以下に説明します。

ドメインネームサーバーの操作
ローカルシステムが、named ネームサーバー (named(1M) および resolver(4) を参照) をネームまたはアドレ
スの解決のために使用するように設定されている場合の関数の動作を次に示します。

gethostent() 常に NULL ポインターを返します。

sethostent() stayopen フラグ が 0 でない場合、ネームサーバーの照会用に接続されてい
るストリーム ソケット の使用を要求します。gethostbyname() または
gethostbyaddr() をそれぞれ呼び出した後も、この接続は維持されま
す。

endhostent() ストリームソケットの接続をクローズします。

gethostbyname()

gethostbyaddr() それぞれネームサーバーからホストについての情報を検索します。名前は大
文字、小文字の区別なく一致するものが検索されます。たとえば、
berkeley.edu、Berkeley.EDU、および BERKELEY.EDU はすべて、
berkeley.edu というエントリーに対して一致すると見なされます。

NIS サーバーの操作
ネットワーク情報サービスのサーバー、ypserv (ypserv(1M) を参照) がネームまたはアドレスの解決に使用
される場合、

gethostent() NIS データベースの次のエントリーを返します。
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sethostent() NIS データベース用の内部キーを初期化します。stayopen フラグ が 0 でな
い場合は、内部キーは endhostent() を呼び出した後にクリアされませ
ん。

endhostent() 内部 NIS データベースキーをクリアします。

gethostbyname()

gethostbyaddr() それぞれ、NIS データベースからホストについての情報を検索します。名前
は大文字、小文字の区別なく一致するものが検索されます。たとえば、
berkeley.edu、Berkeley.EDU、および BERKELEY.EDU はすべて、
berkeley.edu というエントリーに対して一致すると見なされます。

NIS+サーバーの操作
ネットワーク情報サービスプラスのサーバー、rpc.nisd (nis+(1) を参照) がネームまたはアドレスの解決に
使用される場合、

gethostent() NIS+ データベースの次のエントリーを返します。

sethostent() NIS+ データベース用の内部キーを初期化します。stayopen フラグが 0 でな
い場合、endhostent() の呼び出し後に、内部キーはクリアされません。

endhostent() 内部NIS+データベースキーをクリアします。

gethostbyname()

gethostbyaddr() それぞれ、NIS+データベースからホストについての情報を検索します。大
文字と小文字の区別なしに一致する名前が検索されます。たとえば、
berkeley.edu、Berkeley.EDU、および BERKELEY.EDU はすべて、エ
ントリーキー berkeley.edu と一致します。

サーバーを使用しない場合の操作
/etc/hosts ファイルがネームまたはアドレスの解決に使用される場合、

gethostent() /etc/hosts の次の行を読み取り、必要ならばそのファイルをオープンし
ます。

sethostent() ファイルをオープンし、リワインドします。stayopen フラグが 0 でない場
合は、他の gethost 関数のどれかを呼び出して、直接、または間接的に
gethostent() を呼び出しても、ホストデータベースはクローズされませ
ん。

endhostent() ファイルをクローズします。

gethostbyname() 公式名称あるいはエイリアスのどちらかの中から パラメータ name と一致
する ホスト名が見つかるか、EOF に到達するまで、ファイルの先頭から順
次検索します。ネームサーバーの箇所で説明したように、名前は大文字、小
文字の区別なく検索されます。
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gethostbyaddr() パラメータ addr と一致するインターネットアドレスが見つかるか、EOF

に到達するまで、ファイルの先頭から順次検索します。

戻り値 hostent 構造体は、次に gethost*()、getaddrinfo() または getnameinfo() を呼び出す前
に保存しておく必要があります。

マルチスレッドアプリケーションにおいて、gethostent()、gethostbyaddr()、および gethostby-

name() では、呼び出しごとに再利用されるスレッド固有の記憶領域を使用しています。必要に応じて、次の
gethost*() 呼び出しを行う前に、戻り値の hostent 構造体を各スレッドで独自に保存してください。こ
れらの関数は、その戻り値を上書きする gethost*() 関数を、内部的に呼び出すことがあるため、次に
getaddrinfo() または getnameinfo()、を呼び出す前に、戻り値を保存しておく必要があります。

マルチスレッドアプリケーションで列挙を行う場合、列挙内の位置は、すべてのスレッドで共有されるプロセ
ス規模のプロパティになります。sethostent() はマルチスレッドアプリケーションで使用できますが、す
べてのスレッドでの列挙位置をリセットします。複数のスレッドで gethostent() を交互に呼び出すと、ス
レッドはホストデータベースとは連結されていないサブセットを列挙します。

引き数
現在は、インターネットのアドレスフォーマットのみが理解されます。gethostbyaddr() の呼び出しで
は、パラメータ addr は in_addr 構造体、つまりネットワークオーダによるインターネットアドレス (byte-

order(3N) およびヘッダーファイル <netinet/in.h> を参照) へのポインターでなければなりません。パラ
メータ len はインターネットアドレスのバイト数、つまり sizeof (struct in_addr) でなければなりま
せん。パラメータ type は定数 AF_INET でなければなりません。

戻り値
実行が成功すると、gethostbyname()、gethostbyaddr()、gethostent() は、実行要求を行った
hostent struct へのポインターを返します。

パラメータ host と addr のどちらかが、それぞれデータベースで見つからない場合に、gethostbyname()

および gethostbyaddr() は NULL を返します。また /etc/hosts を使用中の場合は、/etc/hosts が
オープンできないときに NULL を返します。

gethostbyaddr() も、パラメータ addr と len のどちらかが無効の場合に NULL を返します。

gethostent() はネームサーバーを使用中の場合に常に NULL を返します。

エラー
ネームサーバーが使用中で、gethostbyname() または gethostbyaddr() のどちらかが NULL ポイン
ターを返した場合、外部の整数 h_errno には次の値のどれかが入ります。

HOST_NOT_FOUND このようなホストは認識できません。

TRY_AGAIN 通常、これは一時的なエラーです。ローカルのサーバーが許可サーバーから
のレスポンスを受け取りませんでしたので、しばらくすると再試行される場
合があります。
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NO_RECOVERY 回復不可能なエラーです。

NO_ADDRESS 要求された名前は有効ですが、IP アドレスがありません。これは一時的な
エラーではなく、ネームサーバーへ別のタイプを要求すれば答えが返される
ことを意味しています。

ネームサーバーが使用されていない場合は、h_errno の値に意味はありません。

例
以下のコード例では、ホストエントリーの数をカウントします。

int count = 0;

(void) sethostent(0);

while (gethostent() != NULL)

count++;

(void) endhostent();

次のプログラム例は、「.」区切りで指定された IP アドレスの正式名称、別名、「.」区切りのインターネッ
ト IP アドレスを出力します。

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netdb.h>

#include <netinet/in.h>

main(int argc, const char **argv)

{

u_int addr;

struct hostent *hp;

char **p;

if (argc != 2) {

(void) printf("usage: %s IP-address\n",argv[0]);

exit (1);

}

if ((int) (addr = inet_addr (argv[1])) == -1) {

(void) printf("IP-address must be of the form a.b.c.d\n");

exit (2);

}

hp=gethostbyaddr((char *) &addr, sizeof (addr), AF_INET);

if (hp == NULL) {
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(void) printf("host information for %s no found \n", argv[1]);

exit (3);

}

for (p = hp->h_addr_list; *p!=0;p++){

struct in_addr in;

char **q;

(void)memcpy(&in.s_addr, *p, sizeof(in.s_addr));

(void)printf("%s\t%s",inet_ntoa(in), hp->h_name);

for (q=hp->h_aliases;*q != 0; q++)

(void) printf("%s", *q);

(void)putchar(’\n’);

}

exit (0);

}

警告
このマンページに記載されているインタフェースは、実行時に共有オブジェクトを動的にロードおよびリンク
するよう実装されているため、これらのインタフェースを使用するプログラムは静的にリンクできません。

h_errno は、シングルスレッドアプリケーションの場合は extern int として、マルチスレッドアプリ
ケーションの場合は関数呼び出しマクロとして、ファイル /usr/include/netdb.h で定義されています。
h_errno を参照するアプリケーションは、/usr/include/netdb.h をインクルードする必要がありま
す。

廃止インタフェース
int gethostent_r(struct hostent *result,

struct hostent_data *buffer);

int gethostbyname_r(const char *name,

struct hostent *result,

struct hostent_data *buffer);

int gethostbyaddr_r(const char *addr,

int len,

int type,

struct hostent *result,

struct hostent_data *buffer);

int sethostent_r(int stayopen, struct hostent_data *buffer);

int endhostent_r(struct hostent_data *buffer);

上記のリエントラントインタフェースは、libc から libd4r に移動されました。これらのインタフェース
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は、現在、既存のアプリケーションをサポートするために含まれていますが、将来のリリースでは削除される
可能性があります。新しいマルチスレッドアプリケーションでは、接尾辞 -r が付いていない通常のAPIを使
用してください。

リエントラントインタフェースの機能は、接尾辞 -r が付かない通常のインタフェースと同じですが、
gethostent_r()、gethostbyname_r()、gethostbyaddr_r() は、struct hostent のアドレスを
受け取り、結果のアドレスを所定のパラメータに格納します。リエントラントインタフェースでは、struct

hostent_data のアドレスにNULLポインターを指定することはできません。

操作が失敗すると、リエントラントルーチンは −1 を返します。gethostent_r() では、ホストリストの最
後に達しても −1 を返します。それ以外の場合は、0 を返します。

著者
gethostent() は、Sun Microsystems Inc.で開発されました。

ファイル
/etc/hosts

参照
nis+(1), named(1M), ypserv(1M), resolver(3N), ypclnt(3C), hosts(4), nsswitch.conf(4), ypfiles(4),

thread_safety(5)

標準準拠
gethostent(): XPG4
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名称
gethrtime( ) − 高分解能時間の取得

構文
#include <time.h>

hrtime_t gethrtime(void);

説明
gethrtime() 関数は、現在の高分解能実時間を返します。この時間は、過去のある時点からの経過時間をナ
ノ秒単位で示します。この API は高速の軽量システムコールを使い、ある時点からの経過時間をナノ秒で取り
出します。この時間は実際の時刻とは無関係です。この API は性能の計測処理に使用し、また小さいオーバー
ヘッドで正確な時間間隔を計測するために使用します。

hrtime_t は、符号付きの 64 ビットの整数です。

戻り値
正常終了時には、 gethrtime() はナノ秒の数値を返します。その他の場合は、 -1 を返します。

警告
この API は、 -Ae (拡張 ANSI) モードでコンパイルしたアプリケーションでのみ利用できます。これは、-Aa

(ANSI) モードでは、64 ビット整数値が使用できないためです。 cc(1) を参照してください。

例
次のプログラムコードでは、 getgid() の平均実行時間を計測しています。

hrtime_t begin, end;

int i, count = 1000;

begin = gethrtime();

for (i = 0; i < count; i++)

getgid();

end = gethrtime();

printf("Avg getgid() time = %lld nsec", (end - begin)/count );
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名称
getlogin(), getlogin_r() − 端末にログインしているユーザーの名前の取得

構文
#include <unistd.h>

char *getlogin(void);

int getlogin_r(char *buf, size_t buflen);

説明
getlogin() 関数は、 utmpd(1M) が管理しているユーザーアカウンティング データベースを調べ、呼び出
したプロセスに対応する端末に現在ログインしているユーザーの名前を検索します。

標準入力、標準出力あるいは標準エラーのいずれかが、端末でなくてはなりません。標準入力が端末だとわか
るには、ユーザーはその端末にログインしていなくてはならず、その端末が、呼び出しプロセスのセッション
のセッションリーダプロセスの制御ターミナルでなくてはなりません。

同じユーザー ID が複数のログイン名で共有されている場合、 getlogin() 関数は、正しいパスワードファ
イルのエントリーを見つけるために、 getpwnam() と共に使用することができます。

呼び出しプロセスの実ユーザー ID に結び付いたユーザー名を取得するには、 getlogin() を呼び出し、そ
れが失敗した場合には、 getpwuid(getuid()) を呼び出すという手順で行なうことを推奨します。

実効ユーザー ID に対応したユーザー名を得るには、 getpwuid(geteuid()) を呼び出します。

getlogin_r() は、 getlogin() と同じ操作を行ないますが、 buf が指すバッファーに、 buflen に設定
されたバイト数の、ログイン名を返します。 buf には、名前と末尾の NULL 文字が入るだけの領域が必要で
す。ログイン名の最大サイズは LOGIN_NAME_MAX です。

アプリケーション使用法
getlogin() からの戻り値は、各呼び出しによって内容が上書きされるスタティックなデータを指します。

戻り値
端末にログインしているユーザーのログイン名を検索し確認すると、 getlogin() は、その名前を指すポイ
ンターを返します。失敗すると、null ポインターを返し、 errno にエラーを示す値を設定します。

端末にログインしているユーザーのログイン名を検索、確認そしてバッファーへコピーします。 getlo-

gin_r() は、正常終了すると０を返し、失敗するとエラー番号を返します。

エラー
次の条件のいずれかを満たす場合、 getlogin() および getlogin_r() は失敗します。

[EACCES] 端末デバイスファイルのステータスを得るためのアクセスパーミッションがない場
合。

[EMFILE] このプロセスで使われているファイル記述子が多すぎる場合。
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[ENFILE] システムで使われているファイル記述子が多すぎる場合。

[ENOENT] 端末デバイスファイルが、見つからない場合。

[ENO TTY] 標準入力、標準出力あるいは標準エラーのどれも端末でないか、これらの中で最初に
端末に対応しているものについて、その端末に現在ログインが登録されていないか、
あるいは、呼び出しプロセスのセッションリーダプロセスに制御ターミナルがない場
合。

[EPERM] 標準入力、標準出力あるいは標準エラーのいずれかが端末で、現在のログインはその
端末にあるが、その端末が、呼び出しプロセスのセッションの制御ターミナルと同じ
でない場合。

[ESRCH] 呼び出しプロセスのセッションリーダプロセスが、すでに実行中でない場合。

[EPERM] に関連したエラー条件は、他のユーザーの端末にアクセスしているプロセスが、他のユーザーのロ
グインセッションに関連していると誤解することを防止します。

次の条件を満たす場合、 getlogin_r() は失敗します。

[ERANGE] 終端の null バイトを含めて、返される名前の長さが、 buflen を越える場合。

警告
getlogin_r() は現在、POSIX.1c スレッド規格に準拠しているため、使用する際は注意してください。
getlogin_r() の旧プロトタイプは、既存の DCE アプリケーションとの互換性を保つためだけにサポート
されています。

参照
getuid(2), getgrent(3C), getpwent(3C), utmpd(1M), thread_safety(5)

標準準拠
getlogin(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1

getlogin_r(): POSIX.1c
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名称
getmntent( ), getmntent_r( ), setmntent( ), addmntent( ), delmntent( ), endmntent( ), hasmntopt( ) − ファイ
ルシステム記述子のファイルエントリーの取得

構文
#include <mntent.h>

FILE *setmntent(const char *path, char *type);

struct mntent *getmntent(FILE *stream);

int getmntent_r(

FILE *stream,

struct mntent *result,

char *buffer,

int buflen);

int addmntent(FILE *stream, struct mntent *mnt);

int delmntent(FILE *stream, struct mntent *mnt);

char *hasmntopt(struct mntent *mnt, const char *opt);

int endmntent(FILE *stream);

説明
これらのルーチンは、ファイルシステムの記述ファイル /etc/fstab にアクセスするための、一般にはもう
使用されていない getfsent() ルーチン (getfsent(3X) 参照) の代わりです。また、マウント済みのファイル
システムの記述ファイル /etc/mnttab にアクセスするためにも使用されます。

/etc/fstab の内容を変更するために、addmntent() や delmntent() を使用してしてはいけません。

setmntent() ファイルシステム用の記述ファイルをオープンし、getmntent(), addmntent(),

delmntent(), または endmntent() とともに使用できるファイルポインターを返し
ます。引き数 type は fopen(3S) で使用されているものと同じです。

getmntent() stream から 次の行を読み込み、次の構造体を持つオブジェクトを指すポインターを返
します。この構造体には、ファイルシステムの記述ファイル <mntent.h> の１行をい
くつかに分けたフィールドがあります。これらのフィールドの意味は、fstab(4) で説明
されています。

struct mntent {

char *mnt_fsname; /* file system name */

char *mnt_dir; /* file system path prefix */

char *mnt_type; /* hfs, nfs, swap, or xx */

char *mnt_opts; /* ro, suid, etc. */

int mnt_freq; /* dump frequency, in days */
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int mnt_passno; /*pass number on parallel fsck*/

long mnt_time; /*When file system was mounted;*/

/* see mnttab(4). */

/* (0 for NFS) */

};

getmntent_r() ３つの追加のパラメータを使用して、getmntent() が生成するものと同じ結果を返し
ます。追加のパラメータは、次のとおりです。

1. 結果が格納される struct mntent のアドレス

2. 文字列を格納するバッファーであり、struct mntent 内のフィールドが指し
ます。

3. ユーザーが用意したバッファーの長さ。バッファー長として、1025 をお勧めし
ます。

addmntent() 開いているファイル stream の最後に mntent 構造体 mnt を追加します。stream は書
き込みのためにあらかじめオープンしておかなければなりません。addmntent 呼び出
しから戻ったときには、stream のファイル位置インジケーターは、EOF を指します。

delmntent() setmntent でオープンされたファイル stream から、mntent 構造体 mnt の
mnt_fsname および mnt_dir の両方と一致したエントリーをすべて削除します。
mnt_fsname がヌルポインターの場合、mnt_dir と一致するすべてのエントリーが削除
されます。mnt_dir がヌルポインターの場合、mnt_fsname と一致するすべてのエント
リーが削除されます。mnt_fsname と mnt_dir の両方がヌルポインターの場合は、エ
ラーです。stream は、setmntent を使用して、読み書き両用 (r+ または a+) でオー
プンされていなければなりません。delmntent 呼び出しから戻ったときには、stream

のファイル位置インジケーターは、EOF を指します。

hasmntopt() mntent 構造体 mnt の mnt_opts フィールドを探索して、opt と一致するサブストリ
ングを検索します。一致するサブストリングがあればサブストリングのアドレスを返
し、一致するサブストリングがなければ、指定した opt に対する以下のデフォルト動作
に従って、戻り値を返します。

オプション文字列 対応するデフォルト動作

MNTOPT_RW mnt_opts に MNTOPT_RO オプションがなければ、
MNTOPT_RW を返します。そうでなければ、NULL を返しま
す。

MNTOPT_SUID mnt_opts に MNTOPT_NOSUID オプションがなければ、
MNTOPT_SUID を返します。そうでなければ、NULL を返し
ます。
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MNTOPT_NOQUOTA mnt_opts に MNTOPT_QUOTA オプションがなければ、
MNTOPT_NOQUTOA を返します。そうでなければ、NULL を返
します。

MNTOPT_FG mnt_opts に MNTOPT_BG オプションがなく、mnt_type が
MNTTYPE_NFS になっているときは、MNTOPT_FG を返しま
す。そうでなければ、NULL を返します。

MNTOPT_HARD mnt_opts に MNTOPT_SOFT オプションがなく、mnt_type

が MNTTYPE_NFS になっているときは、MNTOPT_HARD を返
します。そうでなければ、NULL を返します。

MNTOPT_INTR mnt_opts に MNTOPT_NOINTR オ プ ショ ン が な く、
mnt_type が MNTTYPE_NFS になっているときは、
MNTOPT_INTR を返します。そうでなければ、NULL を返し
ます。

MNTOPT_DEVS mnt_opts に MNTOPT_NODEVS オ プ ショ ン が な く、
mnt_type が MNTTYPE_NFS になっているときは、
MNTOPT_DEVS を返します。そうでなければ、NULL を返し
ます。

デフォルト動作が決められていないこれ以外の場合は、NULL を返します。

注意: デフォルト動作の結果として返された戻り値は擬似オプション文字列であり、
mnt_ops フィールドへのポインターではありません。

endmntent() ファイルをクローズします。

次のような定義が、<mntent.h> にあります。

#define MNT_CHECKLIST "/etc/fstab"

#define MNT_MNTTAB "/etc/mnttab"

#define MNTMAXSTR 128 /* Max size string in mntent */

#define MNTTYPE_HFS "hfs" /* HFS file system */

#define MNTTYPE_CDFS "cdfs" /* CD-ROM file system */

#define MNTTYPE_NFS "nfs" /* Network file system */

#define MNTTYPE_SWAP "swap" /* Swap device */

#define MNTTYPE_SWAPFS "swapfs" /* File system swap */

#define MNTTYPE_IGNORE "ignore" /* Ignore this entry */

#define MNTOPT_DEFAULTS "defaults" /* Use all default options */
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#define MNTOPT_RO "ro" /* Read only */

#define MNTOPT_RW "rw" /* Read/write */

#define MNTOPT_SUID "suid" /* Set uid allowed */

#define MNTOPT_NOSUID "nosuid" /* No set uid allowed */

#define MNTOPT_QUOTA "quota" /* Enable disk quotas */

#define MNTOPT_NOQUOTA "noquota" /* Disable disk quotas */

#define MNTOPT_DEV "dev" /*Device ID of the filesystem mounted*/

デバイススワップのために次の定義が <mntent.h> にあります。

#define MNTOPT_END "end" /* swap after end of file system,

Series 300/400/700 only */

ファイルシステムスワップのために次の定義が <mntent.h> にあります。

#define MNTOPT_MIN "min" /* minimum file system swap */

#define MNTOPT_LIM "lim" /* maximum file system swap */

#define MNTOPT_RES "res" /* reserve space for file system */

#define MNTOPT_PRI "pri" /* file system swap priority */

ネットワーク機能
NFS

次の定義は <mntent.h> で行われています。

#define MNTOPT_BG "bg" /* Retry mount in background */

#define MNTOPT_FG "fg" /* Retry mount in foreground */

#define MNTOPT_RETRY "retry" /* Number of retries allowed */

#define MNTOPT_RSIZE "rsize" /* Read buffer size in bytes */

#define MNTOPT_WSIZE "wsize" /* Write buffer size in bytes*/

#define MNTOPT_TIMEO "timeo" /* Timeout in 1/10 seconds */

#define MNTOPT_RETRANS "retrans" /* Number of retransmissions */

#define MNTOPT_PORT "port" /* Server’s IP NFS port */

#define MNTOPT_SOFT "soft" /* Soft mount */

#define MNTOPT_HARD "hard" /* Hard mount */

#define MNTOPT_INTR "intr" /* Interruptible hard mounts */

#define MNTOPT_NOINTR "nointr" /* Uninterruptible hard mounts*/

#define MNTOPT_DEVS "devs" /* Device file access allowed */

#define MNTOPT_NODEVS "nodevs" /* No device file access allowed*/

戻り値
setmntent() エラーの際にヌルポインターを返します。setmntent() は、オープンしよう

としている (たとえば、 "w"、"a"、"r+"、"w+"、または"a+"のタイプを setm-

ntent() に渡して、書き込み/アップデート用にファイルをオープンする場合)
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ファイルに対して、排他書き込みロックを設定しようとします。setmntent()

がロックを取得できない場合には、ヌルポインターを返し、 errno に
[EACESS] または [EAGAIN] のどちらかを設定します。setmntent() につ
いての詳細は、後述する 「アプリケーションでの使用方法」を参照してくださ
い。

getmntent() エラー、または EOF の際に null ポインターを返します。それ以外のときは、
getmntent() は mntent 構造体を指すポインターを返します。mntent 構造
体を構成するフィールドのいくつかは、/etc/fstab および /etc/mnttab

ではオプションの場合があります。そのように構造体のフィールドで欠けてい
るフィールドがある場合は、それが文字ポインターフィールドだったら、
NULL が設定されます。欠けているフィールドが整数フィールドだったら、
mnt_freq および mnt_passno については、−1 が設定され、mnt_time に
ついては、 0 が設定されます。

getmntent_r() エラー、EOF または用意したバッファーが不十分な長さの場合に、 -1 を返し
ます。操作が成功すると、 0 が返されます。

addmntent() エラーの際に 1 を返します。

delmntent() エラーの際に -1 を返します。stream か mnt がヌルポインターの場合や、
mntent 構造体 mnt の mnt_fsname と mnt_dir が両方ともヌルポインターの
場合は、errno に [EINVAL] が設定されます。stream が読み取り (r)、追加
(a)、または書き込み (w) でオープンされている場合は、errno に [EBADF] が
設定されます。操作が成功した場合、ファイルから削除されたエントリー数が
返されます。一致するエントリーがない場合は、delmntent は 0 を返し、
errno は設定しません。

endmntent() 1 を返し、ファイルが setmntent() によってロックされていた場合は、ロッ
クを解除します。

例
次のコードは、エントリーを１つ削除します。

struct mntent mnt_entry;

FILE *fp;

int retval = NOT_DELETED;

mnt_entry.mnt_fsname = "/dev/vg00/lvol7";

mnt_entry.mnt_dir = "/disk7";

if ((fp = setmntent(MNT_MNTTAB, "r+")) != NULL) {

if (delmntent(fp, &mnt_entry) > 0)

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 5 −  Hewlett-Packard Company 677



getmntent(3X) getmntent(3X)

retval = DELETED;

(void)endmntent(fp);

}

return(retval);

アプリケーションでの使用方法
mntent データの読み取りでは、データの一貫性は保証されません。これは、ファイルを読み取り専用のパー
ミッションでオープンするときには、setmntent() がファイルをロックしないためです。これに対処するた
めに、プログラムでは、ファイルを読み取る前と後の最終変更時刻とファイルサイズが同じになるまでループ
が必要になることがあります。

次のコードで、データの一貫性が実現されます。

struct stat statbuf;

FILE *fp;

time_t orig_mtime;

off_t orig_size;

int read_status = FALSE;

int retry;

for (retry = 0; retry < NO_OF_RETRIES; retry++){

/*

* If file is empty, do not bother reading it.

* Sleep and then retry the stat().

*/

if (stat(MNT_MNTTAB, &statbuf) != 0){

return (STAT_FAILED);

}

if (statbuf.st_size == 0){

sleep(1);

if (stat(MNT_MNTTAB, &statbuf) != 0){

return(STAT_FAILED);

}

else{

if (statbuf.st_size == 0){

continue;

}

}
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}

if ((fp = setmntent(MNT_MNTTAB, "r")) == NULL){

return (SETMNTENT_FAILED);

}

/*

* operation on MNT_MNTTAB goes here...

*/

orig_mtime = statbuf.st_mtime;

orig_size = statbuf.st_size;

if (stat(MNT_MNTTAB, &statbuf) != 0){

return (STAT_FAILED);

}

if ((statbuf.st_mtime == orig_mtime)

&& (statbuf.st_size == orig_size)){

read_status = TRUE;

break;

}

}

プログラムは、本 API がアクセスしているファイルは他プロセスによって書き込みロックされている可能性が
あるということを考慮する必要があります。これは、ファイルを書き込み/アップデートでオープンする場合
に、setmntent() が排他的書き込みロックを取得するためです。

本 API でアクセスされるファイルのテキストエディターでの操作はサポートされていません。setmntent()

および endmntent() は、ロックがプロセスごとであれば正しく動作します。setmntent(), getmn-

tent(), addmntent(), delmntent(), hasmntent(), および endmntent() は、fork() された子プロ
セスが exec() の前に呼び出すと正しく動作しません。

著者
addmntent(), endmntent(), getmntent(), hasmntopt(), および setmntent() はカリフォルニア大学
バークレイ校、サンマイクロシステムズ、および HP で開発されました。delmntent() は、HP で開発され
ました。

ファイル
/etc/fstab

/etc/mnttab
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参照
getfsent(3X), fstab(4), mnttab(4), thread_safety(5)
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ENHANCED CURSES

名称
getn_wstr(), get_wstr(), mvgetn_wstr(), mvget_wstr(), mvwgetn_wstr(),mvwget_wstr(), wgetn_wstr(),

wget_wstr() − 端末からワイドキャラクタとファンクションキーコードの配列を取得

構文
#include <curses.h>

int getn_wstr(wchar_t *wstr, int n);

int get_wstr(wchar_t *wstr);

int mvgetn_wstr(int y, int x, wchar_t *wstr, int n);

int mvget_wstr(int y, int x, wchar_t *wstr);

int mvwgetn_wstr(WINDOW *win, int y, int x, wchar_t *wstr, int n);

int mvwget_wstr(WINDOW *win, int y, int x, wchar_t *wstr);

int wgetn_wstr(WINDOW *win, wchar_t *wstr, int n);

int wget_wstr(WINDOW *win, wchar_t *wstr);

説明
get_wstr() の効果は、改行文字、行末文字、またはファイル終端文字が処理されるまで、一連の
get_wch() の呼び出しをした場合と同様です。ファイル終端文字は、<wchar.h>で定義されたWEOFによっ
て表現されます。改行文字または行末文字は、wchar_t 値として表現されます。すべての場合に、文字列の
終端は、ヌル wchar_tで終わります。結果は wstr がポイントする値に格納されます。

ユーザーが設定した、消去用文字と行抹消文字も解釈されるので、返される文字の並びに影響します。

wget_wstr() の効果は、一連の wget_wch() の呼び出しをした場合と同様です。

mvget_wstr() の効果は、move() を呼び出した後、一連の get_wch() の呼び出しをした場合と同様で
す。mvwget_wstr() の効果は、wmove() を呼び出した後、一連の wget_wch() の呼び出しをした場合と
同様です。mvget_nwstr() の効果は、move() を呼び出した後、一連の get_wch() の呼び出しをした場
合と同様です。mvwget_nwstr() の効果は、wmove() を呼び出した後、一連の wget_wch() の呼び出し
をした場合と同様です。

getn_wstr()、mvgetn_wstr()、mvwgetn_wstr()、wgetn_wstr() 関数は、最大で n 文字を読み込む
ので、入力バッファーのオーバーフローを防止できます。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。
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ENHANCED CURSES

アプリケーション使用法
get_wstr()、mvget_wstr()、mvwget_wstr()、wget_wstr() を使って、wstr がポイントする配列よ
り大きな行を読み込んだ場合、結果は不定です。getn_wstr()、mvgetn_wstr()、mvwgetn_wstr()、
wgetn_wstr() のいずれかを使うことをお勧めします。

これらの関数は KEY_ 値を返しません。これは、KEY_ 値と有効な wchar_t 値を区別する方法がないため
です。

参照
get_wch(3X), getstr(3X), <curses.h>, <wchar.h> (X/Open System Interfaces and Headers, Issue 4, Version 2

specification), X/Open System Interface Definitions, Issue 4, Version 2 specification, Chapter 9, General

Terminal Interface

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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名称
getnetconfig(), setnetconfig(), endnetconfig(), getnetconfigent(), freenetconfigent(), nc_perror(), nc_sperror()

− ネットワーク構成データベースのエントリーの取得

構文
#include <netconfig.h>

struct netconfig *getnetconfig(void *handlep );

void *setnetconfig(void);

int endnetconfig(void *handlep );

struct netconfig *getnetconfigent(const char *netid );

void freenetconfigent(struct netconfig *netconfigp );

void nc_perror(const char *msg );

char *nc_sperror(void);

マルチスレッドの使用法
Thread Safe : Yes

Cancel Safe : Yes

Fork Safe : No

Async-cancel Safe : No

Async-signal Safe : No

これらの関数は、マルチスレッド環境下で安全に呼び出せます。これらの関数は、キャンセルポイントの関数
を呼び出した時点でキャンセルポイントになります。

マルチスレッド環境では fork() の後および exec() の前で、子プロセスからこれらの関数を呼び出すこと
は安全ではありません。非同期キャンセル、または、非同期シグナルをサポートするマルチスレッドアプリ
ケーションでこれらの関数は呼び出さないようにしてください。

説明
このページで記述するライブラリルーチンは、ネットワーク選択構成要素の一部です。これは、システム用の
ネットワーク構成データベース /etc/netconfig へのアプリケーションアクセスを提供します。ネットワー
ク選択構成要素には、netconfig データベースにアクセスするルーチンの他に、環境変数 NETPATH (envi-

ron(5) を参照) や getnetpath(3N) で説明する NETPATH にアクセスするルーチンがあります。

getnetconfig() は、形式化された netconfig 構造体により netconfig データベースの現在のエント
リーへのポインターを戻します。連続して呼び出すと、netconfig データベース内の連続した netconfig

エントリーを戻します。getnetconfig() を使用して、netconfig ファイル全体を検索できます。get-

netconfig() は、ファイルの終端で NULL を戻します。handlep は setnetconfig() により取得するハ
ンドルです。
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setnetconfig() を呼び出すと、netconfig データベースの「バインド」または「リワインド」を行えま
す。getnetconfig() を最初に呼び出す前にかならず setnetconfig() を呼び出してください。それ以降
は、いつ呼び出してもかまいません。setnetconfig() の呼び出しは、getnetconfigent() の呼び出し
の前である必要はありません。

setnetconfig() は、getnetconfig() が使用する固有のハンドルを戻します。

endnetconfig() は処理が終了し、再利用のためにリソースを解放するときに呼び出します。handlep は
setnetconfig() により取得するハンドルです。ただし、getnetconfig() が割り当てた netconfig

構造体用のすべてのメモリーは、endnetconfig() を最後に呼び出すと解放されます。プログラマは特に注
意してください。endnetconfig() は setnetconfig() の前に呼ばないでください。

getnetconfigent() は、netid に対応した netconfig 構造体へのポインターを戻します。netid が無効であ
る場合は (netconfig データベースのエントリー名を指定していない場合) NULL を戻します。

freenetconfigent() は、(以前に getnetconfigent() により戻された) netconfigp でポイントされる
netconfig 構造体を解放します。

nc_perror() は、これまでに説明したいずれかのルーチンが失敗した原因を示すメッセージを標準エラーに
出力します。メッセージの先頭には文字列 msg とコロンが付加されます。メッセージの最後に NEWLINE が
付加されます。

nc_sperror() は nc_perror() と似ていますが、メッセージを標準エラーに出力する代わりに、エラー
メッセージ文字列へのポインターを戻します。

nc_perror() および nc_sperror() は、getnetpath(3N) で定義された NETPATH アクセスルーチンとと
もに使うこともできます。

戻り値
setnetconfig() は、getnetconfig() が使用する固有のハンドルを戻します。エラーが発生した場合、
setnetconfig() は NULL を戻し、nc_perror() または nc_sperror() を使って失敗の原因を表示で
きます。

getnetconfig() は、形式化された netconfig 構造体により netconfig() データベースの現在のエン
トリーへのポインターを戻します。getnetconfig() は、ファイルの終端で、または異常終了の場合に
NULL を戻します。

endnetconfig() は、正常終了すると 40 を戻し、例えば setnetconfig() がまだ呼び出されていない、
などで異常終了すると −1 を戻します。

getnetconfigent() は、正常終了すると netid に対応した netconfig 構造体へのポインターを戻しま
す。それ以外の場合は NULL を戻します。

nc_sperror() はエラーメッセージ文字列が入っているバッファーへのポインターを戻します。このバッ
ファーはそれぞれの呼び出しごとに上書きされます。マルチスレッドのアプリケーションでは、このバッ
ファーはスレッド特定のデータとして実現されます。
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参照
getnetpath(3N), netconfig(4), environ(5)
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名称
getnetent(), getnetbyaddr(), getnetbyname(), setnetent(), endnetent() − ネットワークエントリーの取得

構文
#include <sys/socket.h>

#include <netdb.h>

struct netent *getnetent(void);

struct netent *getnetbyname(const char *name);

struct netent *getnetbyaddr(int net, int type);

_XOPEN_SOURCE_EXTENDED の場合
struct netent *getnetbyaddr(in_addr_t net, int type);

int setnetent(int stayopen);

int endnetent(void);

_XOPEN_SOURCE_EXTENDED の場合
void setnetent(int stayopen);

void endnetent(void);

説明
getnetent(), getnetbyname(), および getnetbyaddr() は、それぞれ netent 型の構造体を指すポイン
ターを返します。この構造体には、ネットワークデータベース /etc/networks の１行をいくつかに区切っ
たフィールドがあります。

この構造体のメンバーは次のとおりです。

n_name ネットワークの公式名称

n_aliases ネットワークのエイリアスのヌルで終了するリスト

n_addrtype 返されるネットワーク番号のタイプ (常に AF_INET)

n_net ネットワーク番号

関数の機能は次のとおりです。

getnetent() ファイルの次の行を読み、必要ならばファイルをオープンします。

setnetent() ファイルをオープンし、リワインドします。 stayopen フラグが０でない場合
は、ネットワークデータベースは (他の getnet* のどれかを呼び出すにあ
たって、直接または間接的に) getnetent() を呼び出すごとにクローズさ
れることはありません。

endnetent() ファイルをクローズします。
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getnetbyname() パラメータ name と一致するネットワーク名が (公式名称またはエイリアス
のどれかから) 見つかるか EOF に到達するまで、ファイルの先頭から順次検
索します。

getnetbyaddr() パラメータ net と一致するネットワーク番号が見つかるか EOF に到達するま
で、ファイルの先頭から順次検索します。パラメータ net はネットワーク順
になっていなければなりません。パラメータ type は定数 AF_INET でなけれ
ばなりません。ネットワーク番号はホストの順番で指定されます (byte-

order(3N) 参照)。

システムがネットワーク情報サービス (NIS) を実行していると、 getnetbyname() および getnet-

byaddr() は NIS サーバー (ypserv(1M) および ypfiles(4) 参照)、そして NIS+ サーバー (nis+(1) 参照) から
ネットワーク情報を取得できます。

マルチスレッドアプリケーションでは、 getnetent(), getentbyaddr(), getentbyname() は、呼び出し
ごとに再利用されるスレッド固有の記憶領域を使用します。必要に応じて、次の getnet*() 呼び出しを行う
前に、戻り値の構造体 netent を各スレッドで独自に保存してください。

マルチスレッドアプリケーションで列挙を行う場合、列挙内の位置は、すべてのスレッドで共有されるプロセ
ス規模のプロパティになります。 setnetent() はマルチスレッドアプリケーションで使用できますが、す
べてのスレッドでの列挙位置をリセットします。複数のスレッドで getnetent() を交互に呼び出すと、ス
レッドはネットワークデータベースとは連結されていないサブセットを列挙します。

ネームサービススイッチに基づく動作
ライブラリルーチンの getnetbyname(), getnetbyaddr() および getnetent() は、ネームサービス ス
イッチを内部で呼び出し、 /etc/nsswitch.conf ファイル (nsswitch.conf (4) を参照) に設定されている
"networks" データベースの検索方針にアクセスします。この検索方針は、ネットワークの名前とアドレスを解
決するために使用される、サポートされているネームサービスの順序と基準を定義します。

戻り値
getnetent(), getnetbyname(), および getnetbyaddr() はEOFや /etc/networks をオープンでき
ないときにヌルポインター (0) を返します。 getnetbyaddr() はパラメータ type が無効のときにも、ヌル
ポインターを返します。

例
以下のコード例では、ネットワークエントリーの数をカウントします。

int count = 0;

(void) setnetent(0);

while (netbuf=getnetent() != NULL)

count++;

(void) endnetent();
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廃止インタフェース
int getnetent_r(struct netent *result, struct netent_data *buffer);

int getnetbyname_r(

const char *name,

struct netent *result,

struct netent_data *buffer);

int getnetbyaddr_r(

int net,

int type,

struct netent *result,

struct netent_data *buffer);

int setnetent_r(int stayopen, struct netent_data *buffer);

int endnetent_r(struct netent_data *buffer);

上記のリエントラントインタフェースは、 libc から libd4r に移動されました。これらのインタフェース
は、現在、既存のアプリケーションをサポートするために含まれていますが、将来のリリースでは削除される
可能性があります。新しいマルチスレッドアプリケーションでは、これらのAPIをしないでください。

リエントラントインタフェースの機能は、接尾辞 -r が付かない通常のインタフェースと同じですが、 get-

netent_r(), getnetbyname_r(), getnetbyaddr_r() は、 struct netent のアドレスを受け取り、結果の
アドレスを所定のパラメータに格納します。ファイル <netdb.h> で定義されている追加パラメータ struct

netent_data のアドレスに、NULL ポインターは指定できません。

getnetent_r(), getnetbyname_r(), getnetbyaddr_r(), setnetent_r(), endnetent_t() は、操作
が失敗すると −1 を返します。それ以外の場合は０を返します。

警告
このマンページに記載されているインタフェースは、実行時に共有オブジェクトを動的にロードおよびリンク
するよう実装されているため、これらのインタフェースを使用するプログラムは静的にリンクできません。

著者
getnetent() は、Sun Microsystems Inc.で開発されました。

ファイル
/etc/networks

参照
ypserv(1M), networks(4), ypfiles(4), nsswitch.conf(4), nis+(1), thread_safety(5)

標準準拠
getnetent(): XPG4

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



getnetgrent(3C) getnetgrent(3C)

名称
getnetgrent(), setnetgrent(), endnetgrent(), innetgr() − ネットワークグループエントリーの取得

構文
int innetgr(

char *netgroup,

char *machine,

char *user,

char *domain

);

int setnetgrent(char *netgroup);

int endnetgrent();

int getnetgrent(

char **machinep,

char **userp,

char **domainp

);

説明
これらの関数を使用すると、システムデータベース内に定義されている「netgroup」ネットワークグループの
メンバー資格をテストしたりメンバーを列挙したりすることができます。ネットグループとは、マシン、ユー
ザー、ドメイン、の３つを一組とした集合です (netgroup(4) を参照)。

これらの関数は、/etc/nsswitch.conf ファイル (nsswitch.conf (4) を参照) 内の netgroup に指定され
たソースを参照します。

関数 innetgr() は、指定した マシン、ユーザー、ドメインの３つの組がメンバーとして含まれるネットグ
ループ netgroup がある場合には、1 を戻します。そうでない場合には、0 を戻します。マシン、ユーザー、
および ドメインの任意のポインターを NULL と指定することができ、その場合は、３つの組み合わせの中の
その位置にあるすべての値が一致する「ワイルドカード」を意味します。

innetgr() 関数は、マルチスレッドアプリケーションで安全に使用できます。

関数 setnetgrent()、getnetgrent()、および endnetgrent() を使用すると、指定したネットワーク
グループのメンバーが列挙されます。

関数 setnetgrent() は、パラメータ netgroup 内に指定したネットワークグループを列挙されるメンバー
の現在のグループとして設定します。

引き続き、関数 getnetgrent() を呼び出すと、setnetgrent() を呼び出すことによって設定されたグ
ループのメンバーが列挙されます。つまり、それぞれの呼び出しで、そのネットワークグループ内の別のメン
バーの取得に成功すると 1 を戻し、そのグループ内にそれ以上メンバーがない場合には 0 を戻します。
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getnetgrent() を呼び出す場合には、３つの文字ポインターのアドレスを引き数として使用します。例え
ば、次のように指定します。

char *mp, *up, *dp;

getnetgrent(&mp, &up, &dp);

getnetgrent() から正常終了して戻ると、ポインター mp はメンバーを示す３つの組み合わせの中のマシ
ン部分の名前を含むスレッド固有の記憶域を指し、up はユーザー名を含むスレッド固有の記憶域を指し、dp

はドメイン名を含むスレッド固有の記憶域を指します。mp, up, または dp のポインターに NULL が戻された
場合には、このネットグループの要素の３つの組み合わせの中の NULL の位置にワイルドカード指示子が含
まれているという意味です。

setnetgrent() によって割り当てられた記憶域は endnetgrent() 呼び出しが行われたときに割り当てが
解除されるので、呼び出し元で割り当てを解除する必要はありません。

関数 endnetgrent() は、前の setnetgrent() の呼び出しで割り当てられたスペースを解放します。こ
れは、新しいネットワークグループに対して setnetgrent() の呼び出しを行うたびに暗黙に実行される
endnetgrent() と同じです。

setnetgrent() および endnetgrent() はマルチスレッドのアプリケーションで安全に使用されますが、
それぞれの効果はプロセス全体に及ぶことに注意してください。setnetgrent() を呼び出すと、すべてのス
レッドの列挙位置がリセットされます。複数のスレッドが交互に getnetgrent_r() を呼び出すと、それぞ
れネットグループのばらばらなサブセットが列挙されることになります。したがって、これらの関数をマルチ
スレッドのアプリケーション内で効率的に使用するには、呼び出し元による調整が必要です。

マルチスレッドの使用法
Thread Safe : Yes

Cancel Safe : Yes

Fork Safe : No

Async-cancel Safe : No

Async-signal Safe : No

これらの関数は、マルチスレッド環境で支障なく呼び出すことができます。これらの関数は、キャンセルポイ
ントの関数を呼び出した時点でキャンセルポイントになります。

マルチスレッド環境では、fork() の後と exec() の前の子プロセスでこれらの関数を呼び出すことは安全
ではありません。非同期キャンセルまたは非同期シグナルをサポートするマルチスレッドアプリケーションで
これらの関数を呼び出さないようにしてください。

警告
このマニュアルページで説明するインタフェースを使用するプログラムを静的にリンクすることはできませ
ん。その理由は、これらの関数の実行では、実行時に共有オブジェクトの動的なロードおよびリンクを採用し
ているからです。

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



getnetgrent(3C) getnetgrent(3C)

ファイル
/etc/netgroup

/etc/nsswitch.conf

参照
netgroup(4), nsswitch.conf(4)
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名称
getnetpath(), setnetpath(), endnetpath() − NETPATH の構成要素に対応する /etc/netconfig エントリーの取
得

構文
#include <netconfig.h>

struct netconfig *getnetpath(void *handlep );

void *setnetpath(void);

int endnetpath(void *handlep );

マルチスレッドの使用法
Thread Safe : Yes

Cancel Safe : Yes

Fork Safe : No

Async-cancel Safe : No

Async-signal Safe : No

これらの関数は、マルチスレッド環境下で安全に呼び出せます。これらの関数は、キャンセルポイントの関数
を呼び出した時点でキャンセルポイントになります。

マルチスレッド環境では fork() の後および exec() の前で、子プロセスからこれらの関数を呼び出すこと
は安全ではありません。非同期キャンセル、または、非同期シグナルをサポートするマルチスレッドアプリ
ケーションでこれらの関数は呼び出さないようにしてください。

説明
このページで記述するライブラリルーチンは、ネットワーク選択構成要素の一部です。 NETPATH 環境変数 (

environ(5) を参照) で「フィルタ処理」を行ったのと同様に、システム用のネットワーク構成データベース
/etc/netconfig へのアプリケーションアクセスを提供します。ネットワーク構成データベースに直接アク
セスする他のルーチンについては、 getnetconfig(3N) を参照してください。 NETPATH 変数は、コロンで区
切られたネットワーク識別子のリストです。

getnetpath() は、 NETPATH の最初の有効な構成要素に対応する netconfig データベースのエント
リーへのポインターを戻します。 netconfig のエントリーは netconfig構造体として形式化されていま
す。連続して呼び出しを行うと、 getnetpath() は NETPATH の次の有効な構成要素に対応する netcon-

fig のエントリーへのポインターを戻します。したがって、 getnetpath() を使用すると、 NETPATH 変
数に入っているすべてのネットワークについて、 netconfig データベースを検索できます。 NETPATH の
構成要素を最後まで検索すると、 getnetpath() は NULL を戻します。

NETPATH に対して「バインド」または「リワインド」を行う setnetpath() の呼び出しは、最初に get-

netpath() を呼び出す前に行ってください。それ以降はいつ呼び出してもかまいません。この関数は、
getnetpath() が使用するハンドルを戻します。

getnetpath() は、 NETPATH の不正な構成要素を単に無視します。 netconfig データベースに対応す
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るエントリーがない場合、その NETPATH の構成要素は不正です。

NETPATH 変数が未設定の場合、 getnetpath() は、 netconfig データベースにリストされている「デ
フォルト」、または「可視」のネットワークがその順に並べられ、 NETPATH へ設定されているものと見な
し、動作します。

endnetpath() は、処理が終了し、再利用のためにリソースを解放するときに呼び出して NETPATH から
「バインド解除」します。ただし、 getnetpath() が割り当てた netconfig 構造体用のすべてのメモ
リーは、 endnetpath() が解放します。プログラマは特に注意してください。 endnetpath() は、正常終
了すると 40 を戻し、例えば setnetpath() がまだ呼び出されていない、などで異常終了すると −1 を戻し
ます。

戻り値
setnetpath() は、 getnetpath() が使用するハンドルを戻します。エラーが発生した場合、 setnet-

path() は NULL を戻します。 nc_perror() または nc_sperror() を使って失敗の原因を表示できま
す。 getnetconfig(3N) を参照してください。

getnetpath() は、最初に呼び出されたときには、 NETPATH の最初の有効な構成要素に対応する net-

config データベースのエントリーへのポインターを戻します。 NETPATH の構成要素をすべて検索する
と、 getnetpath() は NULL を戻します。

endnetpath() は、正常終了すると 40 を戻し、例えば setnetpath() がまだ呼び出されていない、など
で異常終了すると −1 を戻します。

参照
getnetconfig(3N), netconfig(4), environ(5)
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ENHANCED CURSES

名称
getnstr(), mvgetnstr(), mvwgetnstr(), wgetnstr() − 端末からマルチバイト文字長制限文字列を取得

構文
#include <curses.h>

int getnstr(char *str, int n);

int mvgetnstr(int y, int x, char *str, int n);

int mvwgetnstr(WINDOW *win, int y, int x, char *str, int n);

int wgetnstr(WINDOW *win, char *str, int n);

説明
getnstr() と wgetnstr() の効果は、改行または復帰が返ってくるまで、一連の getch() の呼び出しを
した場合と同様です。実行結果は str がポイントする領域に格納されます。getnstr() と wgetnstr() の
両関数は、最大で n バイトを読み込むので、入力バッファーのオーバーフローを防止できます。特殊キー (

ファンクションキー、ホームキー、クリアキー等) のほか、ユーザーが設定した消去用文字と行抹消文字も解
釈されます。

mvgetnstr() 関数は、getnstr() に類似しています。違うのは、mvgetnstr() 関数が、move() の呼
び出し後に、一連の getch() 呼び出しをしたのと同様であるという点です。

getnstr()、wgetnstr()、mvgetnstr() および mvwgetnstr() は、1つの文字に関連するマルチバイ
ト列全体を返すだけです。配列が 1文字以上を格納できる大きさのときは、配列が一杯になるまで文字全体を
格納します。配列に文字全体を格納する大きさがないときは、関数は正常に動作しません。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
従来の処理系では多くの場合、返されるバイト数を 256バイトに制限していました。

参照
beep(3X), getch(3X), curses_intro(3X) の「入力処理」の項, <curses.h>
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名称
getopt( ), optarg, optind, opterr − 引き数のベクトルからのオプション英文字の取得

構文
#include <unistd.h>

int getopt(int argc, char * const argv[], const char *optstring);

extern char *optarg;

extern int optind, opterr, optopt;

説明
getopt() は、 optstring 内の英文字と一致する (argv[ 1 ] から始まる) argv の次のオプション文字を返しま
す。 argc および argv は main() に渡される引き数の数と配列です。 optstring は認識済みのオプション文字
の文字列です。そのオプション文字にコロンが続くと、ホワイトスペースで区切られたり、区切られなかった
りする引き数を取ります。

optind は 処理される argv[ ] ベクトルの次の要素のインデックスです。 optind はシステムによって１に
初期化され、 argv[] の各要素が処理されるたびに getopt() によって更新されます。

getopt() は、 optstring 内の文字と一致する文字が argv にある場合、次のオプション文字として返しま
す。そのオプションが引き数を取る場合は、 getopt() は変数 optarg を設定して、次のようにオプション
引き数を指します。

• オプションが argv の要素で指し示されている文字列の最後の文字の場合は、 optarg には argv

の次のエレメントが入り、 optind は２増加します。 optind の結果の値が argc より大きいか
または等しい場合は、オプションの引き数が欠けていることとなり、 getopt() はエラー表示を
返します。

• オプションが argv の要素で指し示されている文字列の最後の文字でない場合は、 optarg はその
argv の要素のオプション文字の後に続く文字列を指し、 optind は１増加します。

getopt() が呼び出されたときに、 argv[ optind ] が NULL であるか、あるいは argv[ optind ] で指し示され
ている文字列が文字 - で始まらないか文字 - だけで構成されていると、 getopt() は optind を変更しな
いで −1 を返します。 argv[ optind ] が文字列 -- を指している場合は、 getopt() は optind を増加した後
−1 を返します。

getopt() が optstring にはないオプション文字を見つけた場合は疑問符 (?) が返されます。 getopt() が
欠けているオプションの引き数を検知すると、 optstring の最初の文字がコロン (:) の場合はコロンを返し、
それ以外の場合は 疑問符を返します。どちらの場合にも、 getopt() は変数 optopt をエラーを起こした オ
プション文字に設定します。アプリケーションが変数 opterr を０に設定しないで、なおかつ、 optstring の
最初の文字がコロンでない場合は、 getopt() は標準エラーに診断メッセージも印字します。

特別オプション -- はオプションの終わりを区切るために使用でき、−1 が返され、 -- は無視されます。
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戻り値
getopt() は コマンドラインで指定された次のオプション文字を返します。 getopt() は欠けている引き
数を検知し、 optstring の最初の文字がコロン (:) の場合は、コロンが返されます。

getopt() が optstring にはないオプション文字を見つけたり、指定されていない引き数を検知し、 opt-

string の最初の文字がコロン (:) でない場合は、疑問符 (?) が返されます。

それ以外の場合は、コマンドラインのオプションがすべて解析されたときに、 getopt() は −1 を返しま
す。

多言語化対応
ロケール

LC_CTYPE のカテゴリは、オプションの英文字を１バイトまたは複数バイトの文字、あるいはその両方の文字
として解釈します。

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

エラー
getopt() は、次の条件下で失敗します。

[EILSEQ] 無効な複数バイト文字シーケンスがオプション処理中に見つかった場合。

例
次のコーディング例は、両方とも引き数が必要な相互に排他的オプション a および b と、オプション f お
よび o を取ることのできるコマンドについての、引き数の処理の仕方を示しています。

#include <stdio.h>

#include <unistd.h>

main (int argc, char *argv[])

{

int c;

int bflg, aflg, errflg;

extern char *optarg;

extern int optind, optopt;

.

.

.
while ((c = getopt(argc, argv, ":abf:o:")) != -1)

switch (c) {

case ´a´:

if (bflg)

errflg++;

else
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aflg++;

break;

case ´b´:

if (aflg)

errflg++;

else {

bflg++;

bproc( );

}

break;

case ´f´:

ifile = optarg;

break;

case ´o´:

ofile = optarg;

break;

case ´:´: /* -f or -o without arguments */

fprintf(stderr, "Option -%c requires an argument\n",

optopt);

errflg++;

break;

case ´?´:

fprintf(stderr, "Unrecognized option: - %c\n",

optopt);

errflg++;

}

if (errflg) {

fprintf(stderr, "usage: . . . ");

exit (2);

}

for ( ; optind < argc; optind++) {

if (access(argv[optind], 4)) {

.

.

.
}

警告
オプションはコロン (:)、疑問符 (?) および null (\0) 以外なら、どの ASCII 形式の文字でも差し支えありま
せん。
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参照
getopt(1), thread_safety(5)

標準準拠
getopt(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2

optarg: AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2

opterr: AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2

optind: AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, POSIX.2

optopt: AES, SVID3, XPG4, POSIX.2
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廃止予定

名称
getpass( ) − パスワードの読み取り

構文
#include <unistd.h>

char *getpass(const char *prompt);

説明
getpass() は、null で終わる文字列 promp を標準エラーに対して表示し、エコーを解除した後、ファイル
/dev/tty から新しい行または EOFまでのデータを読み込みます。最高８文字の null で終わる文字列を指す
ポインターが返されます。 /dev/tty がオープンできない場合は、 NULL ポインターが返されます。割込み
がかかると、入力は終了し、 getpass() の呼び出し元のプログラムに割込みシグナルが送られた後、 戻り
値が返されます。

警告
戻り値はスタティックデータを指していて、その内容は呼び出すごとにオーバーライトされます。

廃止インタフェース
getpass() は、将来廃止される予定です。

ファイル
/dev/tty

参照
crypt(3C), thread_safety(5)

標準準拠
getpass(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
getprdfent, getprdfnam, setprdfent, endprdfent, putprdfnam − 高信頼性システムに対する System Default

データベースエントリーの操作

構文
#include <sys/types.h>

#include <hpsecurity.h>

#include <prot.h>

struct pr_default ∗getprdfent(void);

struct pr_default ∗getprdfnam(const char ∗name);

void setprdfent(void);

void endprdfent(void);

int putprdfnam(const char ∗name, struct pr_default ∗pr);

説明
getprdfent 、および getprdfnam は、System Default データベースにおける特定の行でブレークアウト
フィールドを含む次の構造のオブジェクトに対するポインターを返します。データベースの各行には、
<prot.h> ヘッダーファイルで宣言された pr_default 構造が含まれます。

struct system_default_fields {

time_t fd_inactivity_timeout ;

char fd_boot_authenticate ;

} ;

struct system_default_flags {

unsigned short

fg_inactivity_timeout:1,

fg_boot_authenticate:1,

} ;

struct pr_default {

char dd_name[20] ;

char dg_name ;

struct pr_field prd ;

struct pr_flag prg ;

struct t_field tcd ;

struct t_flag tcg ;

struct dev_field devd ;
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struct dev_flag devg ;

struct system_default_fields sfld ;

struct system_default_flags sflg ;

} ;

現在、System Default データベースで default の名前で参照できるエントリーは 1 つだけです。

System Default データベースには、 Protected Password、Terminal Control、Device Assignment、および
システム全体に適用される構成可能パラメータの各データベースの全パラメータに対するデフォルト値が保存
されています。これ以外のデータベースのフィールドについては、該当するマニュアルエントリーに説明して
あります。 fd_inactivity_timeout は、高信頼性システムでセッションが終了されまでの秒数です。

fd_boot_authenticate は、システムの操作を開始する前に、認可ユーザーが認証を行うべきかどうかを示す論
理フラグです。

最初に getprdfent を呼び出すと、データベース中の最初の pr_default 構造に対するポインターが返されま
す。この後は、データベース中の次の pr_default 構造に対するポインターが返されるので、これ以降の呼び出
しを使用してデータベースを検索することができます (サポートされているエントリーは 1つ)。

getprdfnam は、ファイルの先頭から、対応するデフォルトエントリー name が検出される地点までを対象
として検索を行い、これが見つかった構造に対するポインターを返します。読み取りの間にファイルの終端、
またはエラーが検出されたときは、 NULL ポインターを返します。現在、プログラムはすべて、 getprdf-

nam (エントリー名は default ) を呼び出すことにより、デフォルトデータベースにアクセスしています。

setprdfent を呼び出すと、デフォルト制御ファイルが巻き戻されるので、検索を繰り返すことができま
す。 endprdfent は、処理が終了した時点で、データベースをクローズするときに呼び出すことができま
す。

putprdfnam では、新しいデフォルト制御エントリー、または置き換えるデフォルト制御エントリー pr が
キー name とともにデータベースに入れられます。 prg.fd_name フィールドが 0 の場合、 System Default

データベースから要求したエントリーが削除されます。 putprdfnam は、データベースを検索して更新操作
を探し、更新、または未完の処理の後から endprdfent を実行します。

アプリケーション使用法
マルチスレッドアプリケーションでは、これらのルーチンは、1つの専用のスレッドから呼び出された場合の
み安全です。これらのルーチンは、POSIX.1c の非同期キャンセルセーフでも非同期シグナルセーフでもあり
ません。

戻り値
getprdfent 、および getprdfnam は、 EOF またはエラーの時点で NULL ポインターを返します。ま
た、エントリーを追加、あるいは更新できない場合、 putprdfnam は 0 を返します。

警告
システムのデフォルトエントリーは削除しないでください。
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注意
getprdfent 、および getprdfnam が返す値は、各ルーチンへの呼び出しによって上書きされた構造を指
します。特定のエントリーを検索して、これをデータベース内で置き換える場合は、構造の割り当てによって
エントリーをコピーし、修正したバッファーを putprdfnam に送ります。

これらのルーチンを使用したプログラムは必ず、 −lsec を使用してコンパイルしてください。

ファイル
/tcb/files/auth/system/default System Defaults データベース

参照
authcap(4), default(4), getprpwent(3), getprtcent(3), getdvagent(3).
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名称
getprotoent(), getprotobynumber(), getprotobyname(), setprotoent(), endprotoent() − プロトコルエントリー
の取得

構文
#include <netdb.h>

struct protoent *getprotoent(void);

struct protoent *getprotobyname(const char *name);

struct protoent *getprotobynumber(int proto);

int setprotoent(int stayopen);

int endprotoent(void);

_XOPEN_SOURCE_EXTENDED のみ
void setprotoent(int stayopen);

void endprotoent(void);

説明
getprotoent(), getprotobyname() および getprotobynumber() 関数は、それぞれ protoent 型の構
造体を指すポインターを返します。この構造体にはネットワークプロトコル データベース、/etc/proto-

cols の１行をいくつかに区切ったフィールドがあります。

この構造体のメンバーは次のとおりです。

p_name プロトコルの公式名称

p_aliases プロトコルのエイリアスのnullで終了するリスト

p_proto プロトコル番号

関数の機能は次のとおりです。

getprotoent() ファイルの次の行を読み、必要ならばファイルをオープンします。

setprotoent() ファイルをオープンし、リワインドします。stayopen フラグが 0 でない
場合は、(他の getproto* 関数のどれかを呼び出して、直接、または間
接的に) getprotoent() を呼び出すごとにプロトコルデータベースはク
ローズされることはありません。

endprotoent() ファイルをクローズします。

getprotobyname()、
getprotobynumber() (公式名称およびエイリアスのどれかから) 一致するプロトコル名かプロト

コル番号が見つかるか、EOF に到達するまで、ファイルの先頭から順次
検索します。
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マルチスレッドアプリケーションでは、getprotoent(), getprotobyaddr(), getprotobyname() は、
呼び出しごとに再利用されるスレッド固有の記憶領域を使用します。必要に応じて、次の getproto*() 呼
び出しを行う前に、戻り値の struct protoent を各スレッドで独自に保存してください。

マルチスレッドアプリケーションで列挙を行う場合、列挙内の位置は、すべてのスレッドで共有されるプロセ
ス規模のプロパティになります。setprotoent() はマルチスレッドアプリケーションで使用できますが、す
べてのスレッドでの列挙位置をリセットします。getprotoent() はプロトコルエントリーを列挙します。
getprotoent() の呼び出しが正常終了すると、次のプロトコルエントリーまたはNULLが返されます。複
数のスレッドで getprotoent() を交互に呼び出すと、スレッドはプロトコルデータベースとは連結されて
いないサブセットを列挙します。

システムがネットワーク情報サービス (NIS)、またはネットワーク情報サービスプラス (NIS+) を実行してい
る場合、getprotobyname() および getprotobynumber() は、NIS サーバー (ypserv(1M) および
ypfiles(4) 参照)、または NIS+ サーバー (nis+(1) 参照) からプロトコル情報を取得します。

ネームサービススイッチに基づく動作
ライブラリルーチンの getprotobyname(), getprotobynumber(), getprotoent() およびこれらに対す
るリエントラントルーチンは、ネームサービススイッチを内部で呼び出し、/etc/nsswitch.conf ファイル
(nsswitch.conf (4) を参照) に設定されている "protocols" データベースの検索方針にアクセスします。この検
索方針は、プロトコルの名前と番号を解決するために使用される、サポートされているネームサービスの順序
と基準を定義します。

戻り値
getprotoent()、 getprotobyname() および getprotobynumber() は EOF に到達したか、
/etc/protocols をオープンできないときにヌルポインター (0) を返します。

廃止インタフェース
int getprotoent_r(struct protoent *result,

struct protoent_data *buffer);

int getprotobyname_r(const char *name,

struct protoent *result,

struct protoent_data *buffer);

int getprotobynumber_r(int proto,

struct protoent *result,

struct protoent_data *buffer);

int setprotoent_r(int stayopen, struct protoent_data *buffer);

int endprotoent_r(struct protoent_data *buffer);

上記のリエントラントインタフェースは、libc から libd4r に移動されました。これらのインタフェース
は、現在、既存のアプリケーションをサポートするために含まれていますが、将来のリリースでは削除される
可能性があります。新しいマルチスレッドアプリケーションでは、接尾辞 _r が付いていない通常のAPIを使
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用してください。

リエントラントインタフェースの機能は、接尾辞 _r が付いていない通常のインタフェースと同じですが、
getprotoent_r()、getprotobyname_r()、getprotobyport_r() は、構造体 protoent のアドレ
スを受け取り、結果のアドレスを所定のパラメータに格納します。ファイル <netdb.h> で定義されている追
加パラメータ構造体 protoent_data のアドレスに、NULLポインターは使用できません。

操作が失敗すると、リエントラントルーチンは -1 を返します。getprotoent_r() では、ホストリストの
最後に達しても -1 を返します。それ以外の場合は、0 を返します。

例
以下のコード例では、プロトコルエントリーの数をカウントします。

int count = 0;

(void) setprotoent(0);

while (getprotoent() != NULL)

count++;

(void) endprotoent();

警告
このマンページに記載されているインタフェースは、実行時に共有オブジェクトを動的にロードおよびリンク
するよう実装されているため、これらのインタフェースを使用するプログラムは静的にリンクできません。

著者
getprotoent() は、Sun Microsystems Inc.で開発されました。

ファイル
/etc/protocols

参照
nis+(1), ypserv(1M), nsswitch.conf(4), protocols(4), ypfiles(4), thread_safety(5)

標準準拠
getprotoent(): XPG4
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名称
getprpwent(), getprpwuid(), getprpwnam(), getprpwaid(), setprpwent(), endprpwent(), putprpwnam() − 保
護されたパスワードデータベースのエントリーの操作 (高信頼性システムのみ)

構文
#include <sys/types.h>

#include <hpsecurity.h>

#include <prot.h>

struct pr_passwd *getprpwent(void);

struct pr_passwd *getprpwuid(uid_t uid);

struct pr_passwd *getprpwnam(const char *name);

struct pr_passwd *getprpwaid(aid_t aid);

void setprpwent(void);

void endprpwent(void);

int putprpwnam(const char *name, struct pr_passwd *pr);

説明
getprpwent()、getprpwuid()、getprpwaid()、および getprpwnam() はそれぞれ、保護されたパス
ワードデータベースにおける特定の行でブレークアウトフィールドを含む pr_passwd 構造のオブジェクトに
対するポインターを返します。データベースの各行には、<prot.h> ヘッダーファイルで宣言された
pr_passwd 構造が含まれます。

struct pr_field {

/* Identity: */

char fd_name[9];/* uses 8 character maximum(and NULL) from utmp */

uid_t fd_uid; /* uid associated with name above */

char fd_encrypt[xxx]; /* encrypted password */

char fd_owner[9]; /* if a pseudo-user, the user accountable */

char fd_boot_auth; /* boot authorization */

mask_t fd_auditcntl; /* reserved */

mask_t audit_reserve1; /* reserved */

mask_t fd_auditdisp; /* reserved */

mask_t audit_reserve2; /* reserved */

aid_t fd_pw_audid; /* audit ID */

int fd_pw_audflg; /* audit flag */

/* Password maintenance parameters: */

time_t fd_min; /* minimum time between password changes */
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int fd_maxlen; /* maximum length of password */

time_t fd_expire; /* expiration time duration in secs */

time_t fd_lifetime; /* account death duration in seconds */

time_t fd_schange; /* last successful change in secs past 1/1/70 */

time_t fd_uchange; /* last unsuccessful change */

time_t fd_acct_expire; /* absolute account lifetime in seconds */

time_t fd_max_llogin; /* max time allowed between logins */

time_t fd_pw_expire_warning; /* password expiration warning */

uid_t fd_pswduser; /* who can change this user’s password */

char fd_pick_pwd; /* can user pick his own passwords? */

char fd_gen_pwd; /* can user get passwords generated for him? */

char fd_restrict; /* should generated passwords be restricted? */

char fd_nullpw; /* is user allowed to have a NULL password? */

uid_t fd_pwchanger; /* who last changed user’s password */

long fd_pw_admin_num;/* password generation verifier */

char fd_gen_chars; /* can have password of random ASCII? */

char fd_gen_letters; /* can have password of random letters? */

char fd_tod[AUTH_TOD_SIZE]; /* times when user may login */

/* Login parameters: */

time_t fd_slogin; /* last successful login */

time_t fd_ulogin; /* last unsuccessful login */

char fd_suctty[14]; /* tty of last successful login */

int fd_nlogins; /* consecutive unsuccessful logins */

char fd_unsuctty[14];/* tty of last unsuccessful login */

int fd_max_tries; /* maximum unsuc login tries allowed */

char fd_lock; /* Unconditionally lock account? */

};

struct pr_flag {

unsigned short

/* Identity: */

fg_name:1, /* Is fd_name set? */

fg_uid:1, /* Is fd_uid set? */

fg_encrypt:1, /* Is fd_encrypt set? */

fg_owner:1, /* Is fd_owner set? */

fg_boot_auth:1, /* Is fd_boot_auth set? */

fg_pw_audid:1, /* Is fd_auditcntl set? */

fg_pw_audflg:1, /* Is fd_auditdisp set? */
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/* Password maintenance parameters: */

fg_min:1, /* Is fd_min set? */

fg_maxlen:1, /* Is fd_maxlen set? */

fg_expire:1, /* Is fd_expire set? */

fg_lifetime:1, /* Is fd_lifetime set? */

fg_schange:1, /* Is fd_schange set? */

fg_uchange:1, /* Is fd_fchange set? */

fg_acct_expire:1, /* Is fd_acct_expire set? */

fg_max_llogin:1, /* Is fd_max_llogin set? */

fg_pw_expire_warning:1, /* Is fd_pw_expire_warning set? */

fg_pswduser:1, /* Is fd_pswduser set? */

fg_pick_pwd:1, /* Is fd_pick_pwd set? */

fg_gen_pwd:1, /* Is fd_gen_pwd set? */

fg_restrict:1, /* Is fd_restrict set? */

fg_nullpw:1, /* Is fd_nullpw set? */

fg_pwchanger:1, /* Is fd_pwchanger set? */

fg_pw_admin_num:1, /* Is fd_pw_admin_num set? */

fg_gen_chars:1, /* Is fd_gen_chars set? */

fg_gen_letters:1, /* Is fd_gen_letters set? */

fg_tod:1, /* Is fd_tod set? */

/* Login parameters: */

fg_slogin:1, /* Is fd_slogin set? */

fg_suctty: 1, /* is fd_suctty set ? */

fg_unsuctty: 1, /* is fd_unsuctty set ? */

fg_ulogin:1, /* Is fd_ulogin set? */

fg_nlogins:1, /* Is fd_nlogins set? */

fg_max_tries:1, /* Is fd_max_tries set? */

fg_lock:1; /* Is fd_lock set? */

};

struct pr_passwd {

struct pr_field ufld; /* user specific fields */

struct pr_flag uflg; /* user specific flags */

struct pr_field sfld; /* system wide fields */

struct pr_flag sflg; /* system wide flags */

};

保護されたパスワードデータベースには、ユーザー認証プロファイルが保存されます。ユーザー固有のエント
リーにある pr_passwd 構造は、ユーザー特定のパラメータを参照します。System Default データベースの
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pr_passwd 構造により、ユーザー固有の指定変更があったときに使用するパラメータがセットされます。

ユーザー固有のエントリーは、fd_name フィールド上に入力され、/etc/passwd または Network Informa-

tion Service Plus (NIS+) の passwd テーブルのそのユーザーのエントリーへの相互参照となります。fd_uid

フィールドは、そのファイル内、あるいは、NIS+ の passwd テーブル内の UID にも一致しなければなりま
せん。fd_encrypt フィールドは、暗号化されたパスワードを示します。パスワードは、８文字のセグメントに
暗号化されるので、このフィールドのサイズは、暗号化したセグメント (AUTH_CIPHERTEXT_SIZE マクロ)

にある文字数の倍数に相当します。

fd_owner は、アカウントに対応するユーザー名です。 fd_boot_auth フィールドは、システムのデフォルト
ファイルによって必要なブート認可を指定するときに使用します。init(1M) は、ユーザー名とパスワードの入
力を要求してきます。正しく認証されると、このフィールドの値によりユーザーは、システムのブートプロセ
スを続行することができます。

fd_min は、ユーザーによるパスワード変更を認めるまでに経過すべき期間を秒単位で指定します。
fd_maxlen は、ユーザーパスワードの最大長を文字数で指定します。fd_expire は、ユーザーパスワードの有
効期限が切れるまでの期間を秒単位で指定します。fd_lifetime は、パスワードが無効になるまでに経過すべき
期間を秒単位で指定します。パスワードが無効な場合、アカウントがロックされているとみなされます。

fd_schange、および fd_uchange には、最後に試みたパスワード変更の成否の時刻がそれぞれ記録されます。

fd_acct_expire フィールドは、アカウントの有効期間を絶対時間の秒数で指定します。絶対期間の日付を指定
すると、このフィールドに記録された秒数に変換されます。fd_acct_expire フィールドは絶対有効期日を指定
する点で、fd_expire とは異なります。fd_expire の場合は、パスワードを変更するごとに、毎回リセットされ
ます。

fd_max_llogin は、最後にログインしてから、アカウントをロックするまでの最大の期間を秒数単位で指定し
ます。fd_pw_expire_warning は、fd_expire の期限が切れるまでに、システムがユーザーパスワードの有効期
限が終わることを警告する期間を秒数単位で指定します。fd_pswduser には、アカウントパスワードの変更を
認めるユーザーの ID が格納されます。

次のフラグフィールドにより、パスワードの生成を管理します。fd_pick_pwd が説明されている場合、ユー
ザーは独自のパスワードを選ぶことができます。fd_nullpw がセットされている場合、アカウントはパスワー
ドなしで使用することができます。fd_gen_pwd により、当該のアカウントに対してランダム表音パスワード
ジェネレータを使用することができます。fd_gen_chars、および fd_gen_letters により、パスワードジェネ
レータで任意のプリント可能文字と任意の英字から構成されるパスワード (いずれの文字も覚えにくいもので
す) を生成することができます。パスワード変更ソフトウェアにより、ユーザーは自分のアカウントに適用す
る任意のオプションを選ぶことができます。 ( fd_gen_pwd、fd_gen_chars、または fd_gen_letters) のいずれ
かのフィールドがセットされていなければなりません。

fd_pwchanger は、ユーザーアカウントのパスワードを最後に変更したユーザーのユーザー ID です (ただしア
カウントの所有者以外の場合です)。fd_restrict, がセットされている場合は、アカウントパスワードが選択さ
れた後、回文、ユーザー名とマシン名の入れ替え、および辞書に記載された語などがないように簡単なチェッ
クを行います。
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fd_tod 指定子は、UUCP Systems ファイルと同じようにフォーマットされた文字列で、ユーザーがログイン
している間の間隔を指定します。

次のフィールドを使用して、不当なログイン、および最終ログインの時間と場所のリストを保護します。
fd_slogin、および fd_ulogin は、最後に試みたログインの成否の時刻がそれぞれ記録されます。fd_suctty、
および fd_unsuctty は、ターミナルデバイス、または最後のログインを試みたターミナル、またはホストのホ
スト名 (サポートされている場合) を表します。

fd_nlogins は、最後に成功したログイン以降、失敗したログインの回数を表します。これは、ログインが成功
すると、ゼロにリセットされます。fd_max_tries は、アカウントがロックされるまでに失敗した試行の回数を
表します。

fd_lock は、アカウントに管理ロックがセットされているかどうかを示します。アカウントは fd_lock によっ
て示されない理由によって使用不能 (ロック状態) とみなされることに注意してください。下記のうちひとつで
もあてはまるものがある場合、アカウントは使用不能 (ロック) になっているものとみなされます。

1. パスワードが無効になっている場合
2. 失敗の最大回数を超えた場合
3. 管理ロックがセットされている場合
4. アカウントの有効期限が過ぎた場合
5. 最後のログインからの時間が設定期限を超えた場合

最初に getprpwent を呼び出すと、データベース中で最初のユーザーの pr_passwd 構造に対するポイン
ターが返されます。この後は、データベース中の次の pr_passwd 構造に対するポインターが返されるので、
以降の呼び出しを使用して、データベースを検索することができます。なお、/etc/passwd に対応するエン
トリーのないエントリーは、スキップされます。ただし、NIS+ が構成されている場合には、NIS+ の
passwd テーブル およびローカルの保護されたパスワードデータベース内にエントリーを持つユーザーのエ
ントリーはスキップされません。ローカルの保護されたパスワードデータベースのエントリーは、ログイン時
にローカルの保護されたパスワードデータベース内にエントリーを持たない NIS+ のユーザーに対して作成さ
れます。エントリーは、/etc/passwd 内にある順序、または、NIS+ が構成されている場合および nss-

witch.conf ファイルが最初に NIS+ を参照している場合 (たとえば、nsswitch.conf 内のエントリーに
passwd: nisplus files が含まれている場合) には NIS+ の passwd テーブル内にある順番で検索され
ます。

getprpwuid() は、データベースの先頭から、uid にマッチする数字のユーザーID が見つかるまで検索を行
い、これが検出された構造に対するポインターを返します。getprpwaid() 関数は、getprpwuid() と同
じように、uid の代わりに監査 ID だけを使用します。

getprpwnam() は、データベースの先頭から、name にマッチするログイン名が見つかるまで検索を行い、
これが検出された構造に対するポインターを返します。読み取りの間にファイル終端、またはエラーが検出さ
れた場合は、NULL ポインターが返されます。

setprpwent() を呼び出すと、保護されたパスワードデータベースが巻き戻されるので、検索を繰り返すこ
とができます。endprpwent は、処理が終了した時点で、保護されたパスワードデータベースをクローズす
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るときに呼び出すことができます。

putprpwnam() では、新しい保護されたパスワードエントリー、または置き換える保護されたパスワードエ
ントリー pr がキー name とともにデータベースに入れられます。uflg.fg_name フィールドが 0 の場合、保護
されたパスワードデータベースから要求したエントリーが削除されます。putprpwnam() は、すべての更新
処理についてデータベースをロックして、更新処理の後、または更新の試みが失敗した後に、endprpwent()

を実行します。NIS+ の場合には、この関数は、保護されたパスワードを passwd テーブル、高信頼性テーブ
ル、ローカルの保護されたパスワードデータベースのどれかまたはすべてに対して追加あるいは削除します。

注意
getprpwent()、および getprpwnam() が返す値は、各ルーチンへの呼び出しによって上書きされた構造を
指します。特定のエントリーを検索して、これをデータベース内で置き換える場合は、構造の割り当てによっ
てエントリーをコピーし、修正したバッファーを putprpwnam() に送ります。

ネットワーク接続をサポートするシステムの場合、fd_suctty、および fd_unsuctty の各フィールドは、アカウ
ントに対して最後にリモートログインを試みたホスト (ログインの成否は問いません) のネットワークアドレス
を ASCII 形式で表したものです。getdvagnam() (getdvagnam(3) を参照) でデバイスのタイプを調べるこ
とにより、最後に試みたログインにホストとターミナルのいずれが使用されたかを判断することができます。

これらのルーチンを使用したプログラムは必ず、−lsec を使用してコンパイルしてください。

アプリケーションを libsec のアーカイブバージョン (libsec.a) にリンクしている場合には、これらの
ルーチンは、NIS+ または ネームサービス スイッチとは独立して動作します。保護されたパスワードデータ
ベースは、ローカルシステム内にだけ存在します。たとえば、/tcb だけに存在し、NIS+ の passwd テー
ブルまたは高信頼性テーブル内には存在しません。

getprpwent() では、１つの UID に１つの名前、また１つの名前に１つの UID が対応します。順次スキャ
ンの場合は、１つの多重 UID の最初の２つのインスタンスの間をループします。

getprpwent() は、getpwent(3) ルーチンを使用して、データベースを順次スキャンします。ここで扱う
ルーチン (すなわち、* prp* ルーチン) を使用した後は、ユーザープログラムが getpwent(3) ルーチンで得ら
れたパスワードエントリーを参照しても無効になります。

使用中のシステム内に NIS+ が構成されている場合には、保護されたパスワード情報は、次の３つの異なるリ
ポジトリに保存することができます。

1. ローカルドメインの NIS+ の passwd テーブル

2. ローカルドメインの NIS+ の高信頼性テーブル

3. ローカルのプロテクト付きデータベースファイル

さらに、これらのルーチンは、すべて、ネームサービス スイッチのファイル /etc/nsswitch.conf の設定
に依存します。これらのルーチンは、passwd データベースに対応するスイッチを使用します。
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アプリケーション使用法
マルチスレッドのアプリケーションでは、１つの専用スレッドだけからこれらのルーチンを安全に呼び出すこ
とができます。これらのルーチンには、POSIX.1c の非同期キャンセルセーフや非同期シグナルセーフはあり
ません。NIS+ ネーム空間では、ユーザーは /etc/nsswitch.conf ファイルの構成を理解していなければ
なりません。その理由は、プロテクト付きパスワード情報が passwd テーブル、高信頼性テーブル、および
ローカルデータベースという３つの異なるリポジトリに保存されるからです。保護されたパスワードデータ
ベース API に使用されるネームサービス スイッチ データベースは passwd (たとえば、/etc/nss-

witch.conf 内のエントリーが passwd: nisplus files を含む場合) です。

戻り値
getprpwent()、getprpwuid()、getprpwaid()、および getprpwnam() は、EOF、またはエラーの時
点で NULL ポインターを返します。また putprpwnam() は、エントリーを追加、あるいは更新できない場
合、0 を返します。

ファイル
/etc/passwd System Password ファイル
/tcb/files/auth/*/* Protected Password データベース
/tcb/files/auth/system/default System Defaults データベース

NIS+ テーブル
passwd, trusted

参照
nis+(1), ttsyncd(1M), getprdfent(3), getpwent(3C), authcap(4), prpwd(4)

712 Hewlett-Packard Company − 7 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



getprtcent(3) getprtcent(3)

名称
getprtcent(), getprtcnam(), setprtcent(), endprtcent(), putprtcnam() − 高信頼性システムに対する Terminal

Control データベースエントリーの操作

構文
#include <sys/types.h>

#include <hpsecurity.h>

#include <prot.h>

struct pr_term *getprtcent(void);

struct pr_term *getprtcnam(const char *name);

void setprtcent(void);

void endprtcent(void);

int putprtcnam(const char *name, struct pr_term *pr);

説明
getprtcent() と getprtcnam() は、Terminal Control データベースにおける特定のエントリーでブレー
クアウトフィールドを含む次の構造のオブジェクトに対するポインターを返します。データベースの各行に
は、<prot.h> ヘッダーファイルで宣言された pr_term 構造が含まれます。

struct t_field {

char fd_devname[14]; /* Terminal (or host) name */

uid_t fd_uid; /* uid of last successful login */

time_t fd_slogin; /* time stamp of successful login */

uid_t fd_uuid; /* uid of last unsuccessful login */

time_t fd_ulogin; /* time stamp of unsuccessful login */

int fd_nlogins; /* consecutive failed attempts */

int fd_max_tries; /* maximum unsuc login tries allowed */

time_t fd_logdelay; /* delay between login tries */

char fd_lock; /* terminal locked? */

int fd_login_timeout; /* login timeout in seconds */

};
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struct t_flag {

unsigned short

fg_devname:1, /* Is fd_devname set? */

fg_uid:1, /* Is fd_uid set? */

fg_slogin:1, /* Is fd_stime set? */

fg_uuid:1, /* Is fd_uuid set? */

fg_ulogin:1, /* Is fd_ftime set? */

fg_nlogins:1, /* Is fd_nlogins set? */

fg_max_tries:1, /* Is fd_max_tries set? */

fg_logdelay:1, /* Is fd_logdelay set? */

fg_lock:1, /* Is fd_lock set? */

fg_login_timeout:1 /* is fd_login_timeout valid? */

;

};

struct pr_term {

struct t_field ufld;

struct t_flag uflg;

struct t_field sfld;

struct t_flag sflg;

};

システムは、最後に成功したログインのユーザーID と時刻 ( fd_uid と fd_slogin)、失敗したログインのユー
ザーID と時刻 ( fd_uuid と fd_ulogin) をそれぞれ該当する Terminal Control データベースエントリーに格納
します。システムは、ログインが失敗するごとに、fd_nlogins をインクメントします。また、ログインが成功
した場合は、フィールドが 0 にリセットされます。fd_max_tries フィールドにより、アカウントがロックさ
れるまでに認められるログイン失敗の回数が制限されます。またゼロ以外の fd_lock フィールドを指定するこ
とにより、管理ロックを適用することもできます。fd_logdelay には、ログインが失敗した場合、次に試行す
るまでの待ち時間を秒数単位で記録します。また fd_login_timeout には、認証を開始してから、ログインの試
行が終わるまでの期間が秒数単位で記録されます。

なお、ufld、および uflg はユーザー固有のエントリーを指します。また sfld、および sflg はシステムデフォ
ルト値 (authcap(4) 参照) を指します。

getprtcent()、または getprtcnam() が返す値は、各ルーチンへの呼び出しによって上書きされた構造を
指します。特定のエントリーを検索して、これをデータベース内で置き換える場合は、構造の割り当てによっ
てエントリーをコピーし、修正したバッファーを putprtcnam() に送ります。

最初に getprtcent() を呼び出しすと、データベース中の最初のターミナル構造 pr_term に対するポイン
ターが返されます。この後は、データベース中の次の pr_term 構造に対するポインターが返されるので、以降
の呼び出しを使用して、データベースを検索することができます。getprtcnam() は、データベースの先頭
から、name にマッチするターミナル名が見つかるまで検索を行い、これが検出された構造に対するポイン
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ターを返します。読み取りの間にファイル終端、またはエラーが検出された場合は、NULL ポインターが返さ
れます。

setprtcent() を呼び出すと、Terminal Control データベースが巻き戻されるので、検索を繰り返すことが
できます。endprtcent() は、処理が終了した時点で、Terminal Control データベースをクローズするとき
に呼び出すことができます。

putprtcnam() では、新しいターミナル制御エントリー、またはターミナル制御エントリー pr がキー name

とともにデータベースに入れられます。fg_devname フィールドが 0 の場合、Terminal Control データベース
から要求したエントリーが削除されます。putprtcnam() は、すべての更新処理についてデータベースを
ロックして、更新処理の後、または更新の試みが失敗した後に、endprtcent() を実行します。

アプリケーション使用法
マルチスレッドアプリケーションでは、これらのルーチンは、１つの専用のスレッドから呼び出された場合の
み安全です。これらのルーチンは、POSIX.1c の非同期キャンセルセーフでも非同期シグナルセーフでもあり
ません。

戻り値
getprtcent() と getprtcnam() は、EOF、またはエラーの時点で NULL ポインターを返します。また、
putprtcnam() は、エントリーを追加、あるいは更新できない場合、0 を返します。

注意
ネットワーク接続をサポートするシステムの場合、fd_devname フィールドは、ホスト名を ASCII 形式で表し
たものです。これは、getdvagnum() (getdvagent(3) を参照) を使用して Device Assignment データベース
を検索することにより、引き数として Terminal Control 構造の fd_devname フィールドに渡されるデバイス
のタイプを調べることができます。これにより、セッションを起動したデバイス (通常は、擬似 tty) ではな
く、マシンのロックアウトが可能になります。

これらのルーチンを使用したプログラムは必ず、−lsec を使用してコンパイルしてください。

sfld、および sflg の構造は、System Default データベース中の対応するフィールドからフィルされます。し
たがって、プログラムでは各データベースフィールドに対してユーザー固有のパラメータ、またはシステム全
体のパラメータを簡単に抽出することができます (getprpwent() および getdvagent() 参照)。

ファイル
/tcb/files/ttys Terminal Control データベース
/tcb/files/auth/system/default System Defaults データベース

参照
getprdfent(3), authcap(4), ttys(4)
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名称
getpublickey(), getsecretkey() − パブリックキーとシークレットキーの取り出し

構文
#include <rpc/rpc.h>

#include <rpc/key_prot.h>

int getpublickey(

const char netname[MAXNETNAMELEN],

char publickey[HEXKEYBYTES]);

int getsecretkey(

const char netname[MAXNETNAMELEN],

char secretkey[HEXKEYBYTES],

const char *passwd );

マルチスレッドの使用法
Thread Safe: Yes

Cancel Safe: Yes

Fork Safe: No

Async-cancel Safe: No

Async-signal Safe: No

これらの関数は、マルチスレッド環境下で安全に呼び出せます。これらの関数は、キャンセルポイントの関数
を呼び出した時点でキャンセルポイントになります。

マルチスレッド環境では fork() の後および exec() の前で、子プロセスからこれらの関数を呼び出すこと
は安全ではありません。非同期キャンセル、または、非同期シグナルをサポートするマルチスレッドアプリ
ケーションでこれらの関数は呼び出さないようにしてください。

説明
getpublickey() および getsecretkey() は、netname 用のパブリックキーまたはシークレットキーを
取 得 し ま す。 キー は、 /etc/publickey ファ イ ル ( publickey(4) を 参 照 ) 、 NIS マッ プ
publickey.byname、NIS+ テーブル cred.org_dir、LDAP ディレクトリの user/host エントリーの
いずれかのソースから取得します。ソースとその検索順序は /etc/nsswitch.conf ファイル (nss-

witch.conf (4) を参照) で指定します。

getsecretkey() の引き数 passwd は、データベースに保存されている暗号化されたシークレットキーを復
元するために使用します。

注記
LDAP をキーのソースとして使うことができるのは、Enhanced Key Components がインストールされている
場合だけです。
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戻り値
どのルーチンも、キーを探すのに成功した場合は１を戻し、それ以外の場合は 0 (ゼロ) を戻します。キーは、
NULL で終了する 16進文字列として戻されます。getsecretkey() に指定したパスワードがシークレット
キーの複号化に失敗した場合、このルーチンは１を戻し secretkey には NULL が設定されます。

警告
getpublickey() が NIS+ 以外のソースからパブリックキーを得た場合、認証されていても、すべての
NIS+ 操作が失敗することがあります。このようなことが起こらないようにするには、nsswitch.conf()

ファイルを編集して、パブリックキーが必ず NIS+ から取得されるようにします。

参照
secure_rpc(3N), nsswitch.conf(4), publickey(4)

『LDAP-UX Client Services Administrator’s Guide』

『LDAP-UX Client Services Release Notes』
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廃止予定

名称
getpw( ) − UID からの名前の取得

構文
#include <pwd.h>

int getpw(uid_t uid, char *buf);

説明
getpw() は、パスワードファイル内で uid と等しいユーザー ID 番号を検索し、uid が見つかったパスワー
ドファイルの行を buf で指し示されている配列にコピーし、0 を返します。uid が見つからない場合は、
getpw() は 0 以外の値を返します。行は null で終了します。

このルーチンは、前システムとの互換性のためのものなので、使用しなくても差し支えありません。この代わ
りに使用するルーチンについては getpwent(3C) を参照してください。

ネットワーク機能
NFS

このルーチンは、getpwuid() (getpwuid(3C) 参照) を使用して実現ているので、passwd(4) で説明されてい
るようにネットワーク情報サービスのネットワークデータベースを使用しています。

戻り値
getpw() はエラーの際に 0 以外の値を返します。

警告
上記のルーチンは <stdio.h> を使用しています。このため、その他のところで標準 I/O を使用しないプログ
ラムの大きさが、予想以上に大きくなる場合があります。

廃止フェース
getpw() は、将来廃止される予定です。

著者
getpw() は AT&T および HP で開発されました。

ファイル
/etc/passwd

参照
getpwent(3C), passwd(4), thread_safety(5)

標準準拠
getpw(): XPG2
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名称
getpwent(), getpwuid(), getpwuid_r(), getpwnam(), getpwnam_r(), setpwent(), endpwent(), fgetpwent() − パ
スワードファイルエントリーの取得

構文
#include <pwd.h>

struct passwd *getpwent(void);

struct passwd *getpwuid(uid_t uid);

int getpwuid_r(uid_t uid, struct passwd *pwd, char *buffer,

size_t buflen, struct passwd **result);

struct passwd *getpwnam(const char *name);

int getpwnam_r(char *name, struct passwd *pwd, char *buffer,

size_t buflen, struct passwd **result);

void setpwent(void);

void endpwent(void);

struct passwd *fgetpwent(FILE *stream);

廃止インタフェース
#include <pwd.h>

int getpwent_r(struct passwd *result, char *buffer, int buflen,

FILE **pwfp);

void setpwent_r(FILE **pwfp);

void endpwent_r(FILE **pwfp);

int fgetpwent_r(FILE *f, struct passwd *result, char *buffer,

int buflen);

説明
getpwent(), getpwuid() および getpwnam() は、パスワードエントリーの取得に使用され、 passwd

構造体オブジェクトへのポインターを返します。エントリーは /etc/nsswitch.conf ファイルで指定され
た passwd 用のすべてのソースから取得できます (nsswitch.conf (4) 参照)。

passwd 構造体は <pwd.h> で定義され、次のメンバーを含みます。

char *pw_name; /* user name */

char *pw_passwd; /* encrypted password */

uid_t pw_uid; /* user id */

gid_t pw_gid; /* group id */
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char *pw_age; /* password aging */

char *pw_comment; /* unused */

char *pw_gecos; /* user fullname, office, extension, homephone*/

char *pw_dir; /* initial directory */

char *pw_shell; /* initial shell */

aid_t pw_audid; /* numerical audit id */

int pw_audflg; /* numerical audit flag */

pw_comment フィールドは未使用です。他のフィールドの詳細は passwd(4) のマンページを参照してくださ
い。

getpwent() 最初に呼び出されたとき、 getpwent() はパスワードデータベース内の最初の
passwd 構造体へのポインターを返します。２回目以降は、データベース内の次の
passwd 構造体へのポインターを返します。

setpwent() この関数は、パスワードデータベースをリワインドする機能を持っているので、繰り返
し検索することができます。

endpwent() パスワードデータベース処理の完了を示すために、呼び出すことができます。

getpwuid() uid と一致する数値ユーザー ID が見つかるまで、ファイルの先頭から検索し、ユー
ザー ID が見つかった特定の構造体へのポインターを返します。

getpwnam() name に一致するログイン名が見つかるまで、パスワードデータベースの先頭から検索
し、ログイン名が見つかった特定の構造体へのポインターを返します。

fgetpwent() この関数は上記の他の関数とは異なり、 nsswitch.conf を使用したり、 NIS または
NIS+ にアクセスすることはありません。次の passwd 構造体へのポインターを標準
I/O ストリーム stream に返します。 stream は読み取りのためにオープンしておかなけ
ればならず、その内容は /etc/passwd と同じフォーマットでなければなりません。

廃止インタフェース
getpwent_r(), setpwent_r(), endpwent_r(), fgetpwent_r() は、パスワードファイル エントリーを
取得します。

リエントラントインタフェース
getpwuid_r() および getpwnam_r() は、 pwd が指す struct passwd を更新し、その構造体へのポ
インターを result が指す位置に格納します。構造体には、 uid か name が一致するユーザーデータベー
スのエントリーを１つ含む必要があります。 pwd が指す passwd 構造体で参照される記憶領域は、 buffer

パラメータで示されるメモリーから割り当てられます。そのサイズは buflen で指定します。このバッ
ファーに必要な最大サイズは、 sysconf() の _SC_GETPW_R_SIZE_MAX パラメータで確定できます。エ
ラーが発生した場合、または要求されたエントリーが検出できない場合は、 result が指す位置に NULL ポ
インターが返されます。

推奨バッファー長は 1024 です。
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注記
/etc/nsswitch.conf ファイルで、リポジトリが files と設定されている場合、 getpwent()、
getpwuid()、 getpwuid_r()、 getpwnam()、および getpwnam_r() 呼び出しは、 /etc/passwd

ファイルに記述されている内容をそのまま使って passwd 構造体を返します。シャドウ標準モードでは、こ
れらの呼び出しは、通常 "x" (暗号化されたパスワードとエージング情報の代わりに) を pw_passwd フィール
ドに返します。 fgetpwent() の呼び出しで、引き数 stream が /etc/passwd のときも同様です。

機密保護機能
システムが高信頼性システムに変換されている場合、パスワード、監査 ID、および監査フラグは返されませ
ん。パスワードは、 /etc/passwd 内にあるデフォルトの * になります。また、監査 ID および監査フラグ
は、 −1 にセットされます。高信頼性システムでは、通常のパスワードファイル、 /etc/passwd から情報
を得る必要がない場合は、 getprpwent() を使用して、保護されたパスワードデータベースにアクセスしな
ければなりません。 getprpwent(3) および getspwent(3X) を参照してください。

putpwent() は /etc/passwd にだけ影響を持つので、パスワード構造体の監査 ID、および監査フラグは
無視されます。保護されたパスワードデータベースエントリーを変更するには、 putprpwnam() を使用しな
ければなりません。 getprpwent(3) を参照してください。

戻り値
getpwent(), getpwuid(), getpwnam(), および fgetpwent() は読み取り時にファイルの終端またはエ
ラーが見つかると、 NULL ポインターを返します。 fgetpwent() は、無効なエントリーが見つかると、
NULL ポインターを返します。無効なエントリーとしては /etc/passwd 構造体に則していないものがあり
ます。それ以外の場合は、戻り値は、有効な passwd 構造体がある内部スタティック領域を指します。

getpwuid_r() および getpwnam_r() は、操作が正常終了すると０を返します。それ以外の場合は、エ
ラーを示すエラー番号を返します。

エラー
getpwent(), getpwuid(), getpwnam(), および fgetpwent() は、次の条件のいずれかを満たす場合に失
敗します。

[EIO] I/O エラーが起きた場合

[EMFILE] OPEN_MAX 個の記述子が呼び出しプロセス内に現在オープンされている場合

[ENFILE] ファイルの最大数が、システム内に現在オープンされている場合

警告
関数 getpwent(), getpwuid(), getpwnam(), および fgetpwent() が返す値は、関数のどれかを呼び出
すごとにオーバーライトされるひとつのスタティック領域を指しているので、コピーしなければ保存できませ
ん。

次のフィールドは、それぞれ説明されているように数値上の制限があります。
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• ユーザー ID は、 -2 から UID_MAX までの整数値です。

• グループ ID は、０から UID_MAX までの整数値です。

また、 getpwuid_r() および getpwnam_r() を使用する際は、現在これらのインタフェースが POSIX.1c

に準拠していることに注意してください。 getpwent_r(), setpwent_r(), endpwent_r(), fgetp-

went_r() インタフェースは廃止されます。これらのインタフェースと getpwuid_r() および getpw-

nam_r() の旧プロトタイプは、既存の DCE アプリケーションとの互換性を保つためにのみサポートされて
います。

インタフェース getpwuid(), getpwnam(), getpwent(), setpwent(), endpwent(), fgetpwent(),

getpwuid_r() および getpwnam_r() は、動的ネームサービス スイッチを使用しています。 nss-

witch.conf (4) を参照してください。これらのインタフェースを使用するアプリケーションでは、十分なアーカ
イブバウンドができません。

例
次のコード例は、端末にログインしたユーザーの名前と uid を出力します。

struct passwd pwd;

struct passwd *result;

char logBuffer [1024];

char pwdBuffer [1024];

if (getlogin_r (loginBuffer, 1024) == 0)

if (getpwnam_r (logBuffer, &pwd, pwdBuffer, 1024, &result) == 0)

printf ("Name = %s; uid = %d¥n", pwd.pw_name, pwd.pw_uid);

制約
NFS

ファイル
/var/yp/domainname/passwd.byname

/var/yp/domainname/passwd.byuid

/var/nis/hostname/passwd.org_dir

著者
getpwent(), getpwuid(), getpwnam(), setpwent(), endpwent(), および fgetpwent() は、 Sun と
HP で開発されました。

ファイル
/etc/passwd システムパスワードファイル

参照
niscat(1), ypcat(1), cuserid(3S), getgrent(3C), getlogin(3C), getprpwent(3), getspwent(3X), stdio(3S), putp-

went(3C), nsswitch.conf(4), passwd(4), limits(5), thread_safety(5)
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標準準拠
getpwent(): SVID2, SVID3, XPG2

endpwent(): SVID2, SVID3, XPG2

fgetpwent(): SVID2, SVID3, XPG2

getpwnam(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1

getpwuid(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1

setpwent(): SVID2, SVID3, XPG2

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 5 −  Hewlett-Packard Company 723



getresuid(3) getresuid(3)

名称
getresuid(), getresgid() − ユーザーまたはグループの実 ID、実効 ID、保存 ID の取得

構文
#include <unistd.h>

int getresuid (uid_t *ruid, uid_t *euid, uid_t *suid);

int getresgid (gid_t *rgid, gid_t *egid, gid_t *sgid);

説明
getresuid() および getresgid() は、現在のプロセスの実ユーザー (グループ) ID、実効ユーザー (グ
ループ) ID、および保存ユーザー (グループ) ID を返します。

戻り値
エラー時には、-1 を戻し、errno に適切な値を設定します。正常終了時には、０を戻します。

エラー
[EFAULT] アドレスを指定する引数の１つが、呼び出しプログラムのアドレス範囲外を指していま

す。

参照
getuid(2)
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名称
getrpcent( ), getrpcbyname( ), getrpcbynumber( ) − rpc エントリーの取得

構文
cc [ flag . . .  ] file . . . −lnsl [ library . . .  ]

#include <netdb.h>

struct rpcent *getrpcent();

struct rpcent *getrpcbyname(char *name);

struct rpcent *getrpcbynumber(int number);

int setrpcent(int stayopen);

int endrpcent();

説明
これらの関数を使用すると、RPC (リモートプロシージャコール) サービスのエントリーを取得することがで
きます。エントリーは、 /etc/nsswitch.conf ファイル ( nsswitch.conf (4) を参照) 内に指定されている
rpc のソースの中のどれかから取得されます。

getrpcbyname() は、パラメータ name によって指定した RPC のサービス名を持つエントリーを検索しま
す。

getrpcbynumber() は、RPC のプログラム番号 number を持つエントリーを検索します。

関数 setrpcent()、 getrpcent()、および endrpcent() は、データベースから RPC エントリーを列挙
するために使用されます。

setrpcent() は、列挙値を RPC エントリーの集合の先頭に設定 (またはリセット) します。この関数は、最
初に getrpcent() を呼び出す前に呼び出さなければなりません。 getrpcbyname() および getr-

pcbynumber() を呼び出すと、列挙位置はあいまいな位置になります。 stayopen フラグがゼロでない場合
には、システムは、以後の endrpcent() の呼び出しまで、オープンファイル記述子などの割り当て済みの
リソースを保存することができます。

引き続き、 getrpcent() を呼び出すと、後続のエントリーが戻されるか、または、 NULL が戻されて列挙
値の最後であることを示します。

endrpcent() を呼び出すと、呼び出し元がそれ以上 RPC エントリーの検索操作を行うことを希望していな
いことを示すことができます。したがって、この後、システムは使用していたリソースを割り当て解除しま
す。この関数は、まだ使用できますが、 endrpcent() を呼び出した後に、プロセスで呼び出す RPC エント
リーの検索関数の増加するにつれて、効率が低下します。

マルチスレッドの使用法
Thread Safe : Yes
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Cancel Safe : Yes

Fork Safe : No

Async-cancel Safe : No

Async-signal Safe : No

これらの関数は、マルチスレッド環境で支障なく呼び出すことができます。これらの関数は、キャンセルポイ
ントの関数を呼び出した時点でキャンセルポイントになります。

マルチスレッド環境では、 fork() の後と exec() の前の子プロセスでこれらの関数を呼び出すことは安全
ではありません。非同期キャンセルまたは非同期シグナルをサポートするマルチスレッドアプリケーションで
これらの関数を呼び出さないようにしてください。

getrpcbyname()、 getrpcbynumber() および getrpcent() はそれぞれの呼び出しで再利用されるス
レッド固有の記憶域を使用します。戻り値 struct rpcent はそれぞれのスレッドごとにユニークであるの
で、希望があれば、スレッドが次の getrpc*() 呼び出しを行う前に、これを保存する必要があります。

マルチスレッドのアプリケーションでの列挙の場合には、列挙値内の位置はすべてのスレッドによって共用さ
れるプロセス全体にわたる特性です。マルチスレッドのアプリケーションで setrpcent() を使用すること
はできますが、この関数はすべてのスレッドの列挙位置をリセットします。複数のスレッドが交互に getrp-

cent() を呼び出すと、RPC エントリーデータベースのばらばらなサブセットが列挙されることになりま
す。

戻り値
RPC エントリーは、次のように、 <netdb.h> 内に定義されている struct rpcent 構造体によって表現
されます。

struct rpcent {

char *r_name; /* name of this rpc service */

char **r_aliases; /* zero-terminated list of alternate names */

long r_number; /* rpc program number */

};

関数 getrpcbyname() および getrpcbynumber() は、それぞれ、要求されたエントリーの検出に成功す
ると struct rpcent へのポインターを戻し、そうでない場合には NULL を戻します。

関数 getrpcent() は、エントリーの列挙に成功すると struct rpcent へのポインターを戻し、そうでな
い場合には NULL を戻して列挙の終了を示します。

警告
このマニュアルページで説明するインタフェースを使用するプログラムを静的にリンクすることはできませ
ん。その理由は、これらの関数の実行では、実行時に共有オブジェクトの動的なロードおよびリンクを採用し
ているからです。
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著者
getrpcent() は Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

ファイル
/etc/rpc /etc/nsswitch.conf

参照
rpcinfo(1M), rpc(4), nsswitch.conf(4)
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名称
getrpcport() − RPCのポート番号の取得

構文
int getrpcport(

char *host,

int prognum,

int versnum,

int proto

);

説明
getrpcport() は、host で実行され、プロトコル proto を使用している RPC プログラム prognum のバー
ジョン versnum についてのポート番号を返します。getrpcport() が portmap にコンタクトできない場合
や、prognum が登録されていない場合は 0 が返されます。prognum が登録されていても、 バージョン ver-

snum が登録されていない場合は、最後に登録された (prognum, proto) の組み合わせのポート番号を返しま
す。

警告
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/lib/librpcsvc.a とリンクしていなければな
りません。例えば、次のようにです。

cc my_source.c -lrpcsvc

著者
getrpcport() は Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

参照
portmap(1M)
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名称
gets(), fgets() − ストリームからの文字列の取得

構文
#include <stdio.h>

char *gets(char *s);

char *fgets(char *s, int n, FILE *stream);

廃止インタフェース
char *fgets_unlocked(char *s, int n, FILE *stream);

説明
gets() ニューライン文字を読み取るか、または エンドオブファイル条件を見つけるまで、s が示す

配列に標準入力ストリーム stdin から文字を読み取ります。ニューライン文字は捨てられ文
字列は null 文字で終了します。

fgets() n−1 文字を読み取るか、ニューライン文字を読み取って s に転送するか、またはエンドオブ
ファイル 条件を見つけるまで、s が示す配列に ストリームから文字を読み取ります。そし
て、文字列は null 文字で終了します。

廃止インタフェース
fgets_unlocked() は、ストリームから文字列を取得します。

アプリケーション使用法
gets() または fgets() がストリームに適用された後は、ストリームはバイト指向になります (orienta-

tion(5) を参照)。

戻り値
実行が成功すると、fgets(), fgets_unlocked() および gets() は s を返します。ストリームが エンド
オブファイルに到達すると、このストリームのエンドオブファイル 表示が設定され null ポインターが返され
ます。読み取りエラーが起こった場合は、このストリームのエラー表示が設定され、errno はエラーを表示
するように設定されて null ポインターが返されます。

ferror() および feof() はエラー状態とエンドオブファイル状態を区別するために使えます。

エラー
ストリーム用バッファーにデータを読み込む必要があり、かつ次の条件のいずれかを満たす場合、fgets(),

fgets_unlocked() および gets() は実行できません。

[EAGAIN] O_NONBLOCK フラグが ストリーム実行元のファイル記述子用に設定され、プロセス
が読み取り操作で遅延する予定の場合。

[EBADF] ストリーム実行元のファイル記述子が、読み取りのためにオープンしている有効な
ファイル記述子ではない場合。
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[EINTR] 読み取り操作がシグナル受取りのために終了したとき、データが何も転送されない
か、インプリメンテーションがこのファイルへの部分的な転送を報告しない場合。

[EIO] プロセスがバックグランドプロセスのメンバーで制御ターミナルから読み取りを行な
おうとしているとき、プロセスが SIGTTIN シグナルを無視、またはブロックしてい
るか、あるいはプロセスのプロセスグループが親なしである場合。

追加できる errno 値は実行元の read() 関数 (read(2) 参照) で設定できます。

警告
fgets_unlocked() インタフェースは廃止され、現在では既存のDCEアプリケーションとの互換性を保つ
ためにのみサポートされています。新しいマルチスレッドアプリケーションでは fgets() を使用してくださ
い。

参照
ferror(3S), flockfile(3S), fopen(3S), fread(3S), getc(3S), puts(3S), scanf(3S), orientation(5), thread_safety(5)

標準準拠
gets(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

fgets(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C
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名称
getservent(), getservbyport(), getservbyname(), setservent(), endservent() − サービスエントリーの取得

構文
#include <netdb.h>

struct servent *getservent(void);

struct servent *getservbyname(const char *name,

const char *proto);

struct servent *getservbyport(int port, const char *proto);

int setservent(int stayopen);

int endservent(void);

_XOPEN_SOURCE_EXTENDED only

void setservent(int stayopen);

void endservent(void);

説明
getservent(), getservbyname(), および getservbyport() 関数は、それぞれ servent 型の構造体への
ポインターを返します。この構造体には、ネットワークサービス データベース /etc/services の１行をい
くつかに区切ったフィールドがあります。

この構造体のメンバーは次のとおりです。

s_name サービスの公式名称

s_aliases サービスのエイリアスのヌルで終了するリスト

s_port サービスが存在しているポート番号

s_proto サービスにコンタクトする際に使用するプロトコル名

関数の機能は次のとおりです。

getservent() ファイルの次の行を読み、必要ならばファイルをオープンします。

setservent() ファイルをオープンし、リワインドします。 stayopen フラグが０以外の
値を取る場合は、(他の getserv* 関数のうちの１つを呼び出して、直
接、または間接的に) getservent() を呼び出すごとに、サービス用の
データベースがクローズされることはありません。

endservent() ファイルをクローズします。

getservbyname()

getservbyport() (公式名称およびエイリアスのどれかから) 一致するサービス名、または
ポート番号が見つかるか EOF に到達するまで、ファイルの先頭から順次
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検索します。 (tcp または udp といった) NULL ではないプロトコル名
が一緒に指定されると、一致するプロトコルが見つかるまで検索が行なわ
れます。

システムがネットワーク情報サービス (NIS)、ネットワーク情報サービスプラス (NIS+) を実行している場
合、 getservbyname() は、NISサーバー (ypserv(1M) および ypfiles(4) 参照 )、または NIS+サーバー
(nis+(1) 参照) からプロトコル情報を取得します。

マルチスレッドアプリケーションでは、 getservent(), getservbyaddr(), getservbyname() は、呼び
出しごとに再利用されるスレッド固有の記憶領域を使用します。必要に応じて、次の getserv*() 呼び出し
を行う前に、戻り値の struct servent を各スレッドで独自に保存してください。

マルチスレッドアプリケーションで列挙を行う場合、列挙内の位置は、すべてのスレッドで共有されるプロセ
ス規模のプロパティになります。 setservent() はマルチスレッドアプリケーションで使用できますが、す
べてのスレッドでの列挙位置をリセットします。複数のスレッドで getservent() を交互に呼び出すと、ス
レッドはプロトコルデータベースとは連結されていないサブセットを列挙します。

ネームサービススイッチに基づく動作
ライブラリルーチンの getservbyname(), getservbyport(), getservent() およびこれらに対するリエ
ントラントルーチンは、ネームサービス スイッチを内部で呼び出し、 /etc/nsswitch.conf ファイル
(nsswitch.conf (4) を参照) に設定されている "services" データベースの検索方針にアクセスします。この検索
方針は、サービスの名前とポートを解決するために使用される、サポートされているネームサービスの順序と
基準を定義します。

廃止インタフェース
int getservent_r(struct servent *result,

struct servent_data *buffer);

int getservbyname_r(const char *name,

const char *proto,

struct servent *result,

struct servent_data *buffer);

int getservbyport_r(int port,

const char *proto,

struct servent *result,

struct servent_data *buffer);

int setservent_r(int stayopen, struct servent_data *buffer);

int endservent_r(struct servent_data *buffer);

上記のリエントラントインタフェースは、 libc から libd4r に移動されました。これらのインタフェース
は、既存のアプリケーションをサポートするために含まれていますが、将来のリリースでは削除される可能性
があります。新しいマルチスレッドアプリケーションでは、接尾辞 _r が付いていない通常のAPIを使用して
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ください。

リエントラントインタフェースの機能は、接尾辞 _r が付かない通常のインタフェースと同じですが、 get-

servent_r(), getservbyname_r(), getservbyport_r() は、 構造体 servent のアドレスを受け取
り、結果のアドレスを所定のパラメータに格納します。ファイル <netdb.h> で定義されている追加パラメー
タ構造体 servent_data のアドレスに、NULLポインターは使用できません。

操作が失敗すると、リエントラントルーチンは −1 を返します。 getservent_r() では、ホストリストの
最後に達しても -1 を返します。それ以外の場合は、 0 を返します。

戻り値
getservent(), getservbyname(), getservbyport() は、 EOFを検出した場合や /etc/services が
オープンできない場合に、NULLポインター (0) を返します。

例
以下のコード例では、サービスエントリーの数をカウントします。

int count = 0;

(void) setservent(0);

while (getservent() != NULL)

count++;

(void) endservent();

警告
このマンページに記載されているインタフェースは、実行時に共有オブジェクトを動的にロードおよびリンク
するよう実装されているため、これらのインタフェースを使用するプログラムは静的にリンクできません。

著者
getservent() は、Sun Microsystems Inc.で開発されました。

ファイル
/etc/services

参照
ypserv(1M), services(4), ypfiles(4), nsswitch.conf(4), nis+(1), thread_safety(5)

標準準拠
getservent(): XPG4
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名称
getspnam(), getspnam_r(), getspent(), setspent(), endspent(), fgetspent() − シャドウパスワード エントリー
のアクセス

構文
#include <shadow.h>

struct spwd *getspnam (const char *name);

struct spwd *getspnam_r (const char *name, struct spwd *result, char

*buffer, size_t bufsiz);

struct spwd *getspent (void);

void setspent (void);

void endspent (void);

struct spwd *fgetspent (FILE *stream);

説明
ルーチン getspnam()、 getspnam_r()、 getspent()、 fgetspent() は、シャドウパスワード エント
リーへのポインターを返します。各シャドウパスワードエントリーは、 <shadow.h> ヘッダーファイルで宣
言されている、次のメンバーを持つ spwd 構造体です。

char *sp_namp; /* the user’s login name */

char *sp_pwdp; /* the encrypted password for the user */

long sp_lstchg; /* # of days from 1/1/70 when passwd was last modified */

long sp_min; /* min # of days allowed between password changes */

long sp_max; /* max # of days allowed between password changes */

long sp_warn; /* # of days before password expires and warning issued*/

long sp_inact; /* # of days between account inactive and disabled */

long sp_expire; /* # of days from 1/1/70 when account is locked */

unsigned long sp_flag;/* currently unused */

getspnam() ルーチンは、一致する name を持つシャドウパスワードデータベースのエントリーが格納され
た構造体へのポインターを返します。

getspnam_r() ルーチンは getspnam() と類似していますが、高信頼性モードに変換されたシステムで動
作しない点と、特別なパラメータが３つある点が異なります。 getspnam_r() は、 result が指す spwd

構造体を更新して、その構造体へのポインターを返します。 result が指す spwd 構造体から参照される記
憶領域は、 buffer パラメータで渡されるメモリーから割り当てられます。このメモリーのサイズは
buflen です。バッファー長は 1024 にすることをお勧めします。

getspent() を初めて呼び出したときに、最初の spwd 構造体へのポインターが返されます。次の呼び出し
では、次の spwd 構造体へのポインターが返されます。 getspent() を繰返し呼び出すことで、パスワード
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データベースのすべてのエントリーを検索できます。 getspnam() ルーチンは、先頭から最後まで、 name

に一致するログイン名が見つかるまでパスワードエントリーを検索し、見つかったエントリーへのポインター
を返します。

setspent() ルーチンは、シャドウパスワード エントリーへのアクセスをリセットするために使います。
setspent() が呼び出されると、その後の getspent() の呼び出しでは最初のシャドウパスワード エント
リーが返されます。このメカニズムは、次々とシャドウパスワードエントリーを検索するために用意されてい
ます。 endspent() ルーチンは、パスワードエントリーの処理が完了したことを示すために使用します。

fgetspent() は、上記の他の関数とは異なり、 /etc/nsswitch.conf を使用しません。さらに、NIS や
NIS+ にアクセスしません。この関数は、標準 I/O ストリームでの次の spwd 構造体へのポインターを返しま
す。その I/O ストリームは、読み取り用にオープンされていなければならず、その内容は /etc/shadow の
形式である必要があります。

注記
シャドウパスワードエントリーは、通常は /etc/shadow の中にあります。ただし、例外が２つあります。
/etc/shadow ファイルがない標準システムでは、パスワードおよびエージング情報は、 /etc/passwd か
ら取得され、 spwd 構造体に変換されます。システムが高信頼性システムに変換されている場合、パスワード
およびエージング情報は保護されたパスワードデータベース (/tcb/files/auth/*/*) から取得され、 spwd

構造体に変換されます。

sp_min、 sp_max、 sp_lstchg、 sp_warn、 sp_inact、 sp_expire、または sp_flag に対応する
フィールドがエントリー内に指定されていない場合は、デフォルトで -1 になります。 sp_min、 sp_max、
または sp_warn の返された値が -1 であれば、そのフィールドに関連する機能は無効になっているとみなさ
れます。

ルーチン getspent()、 getspnam() および getspnam_r() は、 /etc/nsswitch.conf ファイルの構
成に依存します。 nsswitch.conf (4) を参照してください。エントリーは、 /etc/nsswitch.conf で指定さ
れたどのリポジトリに存在することもできます。これらのルーチンは、 passwd データベースの切り替えに
このスイッチを使用します。たとえば、 /etc/nsswitch.conf のエントリーは、 "passwd: nis

files" のようになっています。

これらのルーチンを使用するプログラムは、 −lsec でコンパイルする必要があります。

アプリケーション使用法
高信頼性モードに変換されていないシステムでのマルチスレッドアプリケーションでは、 getspnam、
getspnam_r()、 getspent()、 setspent()、 endspent() および fgetspent() はスレッドセーフ
ですが、非同期キャンセルセーフではありません。スレッドがこれらのインタフェースを実行しているとき
に、キャンセルポイントに達する可能性があります。高信頼性モードに変換されているシステムでは、 fget-

spent() のみがスレッドセーフです。

戻り値
読み込み中に EOF やエラーを検出した場合、 getspnam()、 getspnam_r()、 getspent()、および
fgetspent() は、 NULL ポインターを返します。その他の場合、戻り値は有効な spwd 構造体へのポイン
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ターとなります。 getspnam()、 getspent()、および fgetspent() の場合、 spwd 構造体は内部領域
に存在します。 getspnam_r() の場合、 spwd 構造体は result 引き数が指す spwd 構造体に存在しま
す。

ファイル
/etc/passwd システムパスワードファイル
/etc/shadow シャドウパスワードファイル
/tcb/files/auth/*/* 保護されたパスワードデータベース (高信頼性システム)

参照
getpwent(3C), getprpwent(3), nsswitch.conf(4), passwd(4), shadow(4)

標準準拠
getspent : SVID3
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名称
getspwent(), getspwuid(), getspwaid(), getspwnam(), setspwent(), endspwent(), fgetspwent() − 高信頼性シス
テムにおける、保護されたパスワードファイルエントリーの取得

構文
#include <pwd.h>

struct s_passwd *getspwent(void);

struct s_passwd *getspwuid(uid_t uid);

struct s_passwd *getspwaid(aid_t aid);

struct s_passwd *getspwnam(const char *name);

void setspwent(void);

void endspwent(void);

struct s_passwd *fgetspwent(FILE *stream);

廃止インタフェース
次のリエントラントインタフェースは廃止されます。getspwent_r(), getspwuid_r(), getspwaid_r(),

getspwnam_r(), setspwent_r(), endspwent_r(), fgetspwent_r()

#include <pwd.h>

int getspwent_r(struct s_passwd *result, char *buffer, int buflen, FILE **pwfp);

int getspwuid_r(uid_t uid, struct s_passwd *result, char *buffer, int buflen);

int getspwaid_r(aid_t aid, struct s_passwd *result, char *buffer, int buflen);

int getspwnam_r(char *name, struct s_passwd *result, char *buffer, int buflen);

void setspwent_r(FILE **pwfp);

void endspwent_r(FILE **pwfp);

int fgetspwent_r(FILE *f, struct s_passwd *result, char *buffer, int buflen);

説明
これらの特権ルーチンを使って、getpwent(3C) ルーチンが正規のパスワードファイル /etc/passwd を扱う
のと同様に、保護されたパスワードデータベースにアクセスできます。

これらのルーチンは、正規のパスワードファイルから情報を得る必要がない場合に、特に役に立ちます。get-

spwent(3X) は、パスワード、監査ID そして監査フラグ情報を参照するために高信頼性システムで使用されま
す。これらのルーチンを使用するプログラムは、安全運用ライブラリ libsec とリンクしなくてはなりません。

getspwent() ルーチンは既にサポートされていないことに注意してください。これらのルーチンは一時的に
旧製品との互換性のために提供されています。高信頼性システム上の保護されたパスワードデータベースをア
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クセスする新規のアプリケーションは、getprpwent() ルーチンを使用しなくてはなりません。getprp-

went(3) を参照してください。

getspwent()、getspwuid()、getspwaid() および getspwnam() は、s_passwd 構造体オブジェクト
へのポインターを返します。s_passwd 構造体は、既存のソフトウェアとの互換性のために維持され、次のよ
うに５つのフィールドから構成されています。

struct s_passwd {

char *pw_name; /* login name */

char *pw_passwd; /* encrypted password */

char *pw_age; /* password age */

int pw_audid; /* audit ID */

int pw_audflg; /* audit flag 1=on, 0=off */

};

s_passwd 構造体はヘッダーファイル <pwd.h> で宣言されているので、あらためて宣言する必要はありませ
ん。

s_passwd 構造体に含まれていない保護されたパスワードデータベースの他のフィールドをアクセスするに
は、getprpwent() を使用します。詳細については、getprpwent(3) を参照してください。

getspwent() はじめに呼び出されたときは、getspwent() は、保護されたパスワードデータベース
から、各ユーザーの各 s_passwd 構造体へのポインターを順番に返します。連続して呼
び出すと、データベース全体を検索できます。

getspwuid() 指定した uid に一致するエントリーを検索します。そして、uid が見つかった特定の構
造体へのポインターを返します。

getspwaid() 同様に、aid と一致する数値監査ID を検索し、aid が見つかった特定の構造体へのポイ
ンターを返します (このフィールドの詳細については、passwd(4) を参照してくださ
い)。

getspwnam() 指定した name に一致するエントリーを検索します。name が見つかった特定の構造体
へのポインターを返します。

setspwent() 保護されたパスワードデータベースポインターをファイルの先頭を指すようにリセット
し、繰り返し検索ができるようにします。

endspwent() 処理が終了した際に、保護されたパスワードデータベースファイルをクローズするため
に呼び出されなくてはなりません。

fgetspwent() サポートされていません。/.secure/etc/passwd を使用しないアプリケーションの
ために提供されています。
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再入可能インタフェース
getspwuid_r()、getspwaid_r()、getspwnam_r() および fgetspwent_r() には、次の３つの追加
パラメータが渡されます。

1. 結果が格納される s_passwd 構造体のアドレス

2. s_passwd 構造体のフィールドが指す、文字列(パスワードなど)を格納するためのバッファー

3. ユーザーが用意するバッファーの長さ推奨バッファー長は 1024 です。

上記の３つのパラメータに加えて、getspwent_r() は、 (FILE *) 変数へのポインターを必要とします。
setspwent_r() および endspwent_r() は、getspwent_r() との組合せでのみに使用され、パラメー
タとして同じ (FILE *) 変数へのポインターを使います。setspwent_r() は、保護されたパスワードデータ
ベースを巻き戻したり、あるいは、オープンするために使用できます。endspwent_r() は、完了した際に、
ファイルをクローズするために呼び出さなくてはなりません。

(FILE *) 変数は、最初に getspwent_r() あるいは setspwent_r() に渡されるまで NULLに初期化され
ていなければならないことに注意してください。その後は、どのような方法でも変更してはなりません。

fgetspwent_r() および setspwent_r() は将来利用できなくなります。

アプリケーション使用法
マルチスレッドアプリケーションでは、これらのルーチンは特定の１つのスレッドからだけ安全に呼び出すこ
とができます。これのルーチンは、POSIX.1c の非同期キャンセルセーフでも非同期シグナルセーフでもあり
ません。

戻り値
これらのルーチンのいずれかが、検索中にファイルの終端あるいはエラーを検知した場合、または、呼び出し
たプロセスの実効ユーザーID が 0 でない場合、getspwent() はnullポインターを返します。

これらのルーチンのいずれかが、ファイルの終端あるいはエラーを検出した場合、または、指定したバッ
ファーの長さが不十分な場合、getspwent_r()は −1 を返します。操作が正常終了した場合、0 が返されま
す。

警告
上記のルーチンは <stdio.h> を使用しているため、使用しない場合に比べ、予想以上にプログラムのサイズ
が増大する場合があります。

getspwent()、getspwuid()、getspwaid()、getspwnam()、setspwent()、endspwent() および
fgetspwent() のすべての情報は、スタティック領域にあるので、保存するにはコピーしなければなりませ
ん。

ネットワーク情報サービスは、高信頼性システムではサポートされていません。

このマンページに記載されたこれらのルーチンは既にサポートされていません。これらのルーチンは旧製品と
の互換性のために一時的に提供されていますので、将来のリリースでは使用できなくなります。
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廃止インタフェース
次のリエントラントインタフェースは廃止されます。getspwent_r(), getspwuid_r(), getspwaid_r(),

getspwnam_r(), setspwent_r(), endspwent_r(), fgetspwent_r().

例
次のコードの抜粋では、保護されたパスワードデータベースのエントリーの数をカウントします。

int count = 0;

struct s_passwd *pwbuf;

setspwent();

while (pwbuf=getspwent())

count++;

endspwent();

著者
getspwent() は、HPで開発されました。

ファイル
/tcb/files/auth/*/* 保護されたパスワードデータベース

参照
ypcat(1), getgrent(3C), getlogin(3C), getpwent(3C), getprpwent(3), passwd(4).
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CURSES

名称
getstr(), mvgetstr(), mvwgetstr(), wgetstr() − 端末からマルチバイト文字列を取得

構文
#include <curses.h>

int getstr(char *str);

int mvgetstr(int y, int x, char *str);

int mvwgetstr(WINDOW *win, int y, int x, char *str);

int wgetstr(WINDOW *win, char *str);

説明
getstr() の効果は、改行または復帰が返されるまで、一連の getch() の呼び出しをした場合と同様で
す。実行結果は str がポイントする領域に格納されます。特殊キー (ファンクションキー、ホームキー、クリ
アキー等) のほか、ユーザーが設定した消去用文字と行抹消文字も解釈されます。

mvgetstr() 関数は、getstr() に類似していますが、異なるのは、move() を呼び出した後に getch()

を呼び出すことです。 mvwgetstr() 関数は、wmove() を呼び出した後に wgetch() を呼び出すという動
作を除いて、wgetstr() と同じです。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
str がポイントする配列より大きな行を、getstr()、mvgetstr()、mvwgetstr()、または wgetstr()

を使って読み込むと、結果は不定です。

従来の処理系では多くの場合、返されるバイト数を 256バイトに制限していました。

参照
beep(3X), getch(3X), getnstr(3X), curses_intro(3X) の「入力処理」の項, <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

Issue 3
X/Open Curses 第３版では、getstr()、mvgetstr()、mvwgetstr()、および wgetstr() 関数は、
addstr() エントリーで説明されています。X/Open Curses 第４版では、分かりやすくするために、これら
の関数の「説明」は変更され、マルチバイト文字列を処理する関数であることを示すように更新されました。
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名称
getsubopt( ) − 文字列からのサブオプションの解析

構文
#include <stdlib.h>

int getsubopt(char **optionp, char * const *tokens, char **valuep);

説明
getsubopt() は、最初に getopt() (getopt(3C) 参照) で解析したフラグの引き数のサブオプションを解析
します。これらのサブオプションはカンマで区切られていて、１つのトークンか、あるいは等記号で区切られ
た２つ一組のトークン値で構成されている場合があります。オプション文字列ではカンマがサブオプションを
区切るので、カンマをサブオプションの一部に使用したり、サブオプションの値に使用したりはできません。
同様に等記号もトークンとトークンの値を区切るのに使用されているので、トークンに等記号は使用できませ
ん。この構文を使用しているコマンドの例としては mount があります。 mount を使用すると、次のように
パラメータを - スイッチで指定することができます。

mount -o rw,hard,bg,wsize=1024 speed:/usr /usr

この例では次の４つのサブオプションがあります。 rw, hard, bg, および wsize で、この最後のサブオプ
ションは 1024 に対応した値を取ります。

getsubopt() は、オプション文字列についてのポインターアドレス、 可能なトークンのベクトル、および
値を取る文字列についてのポインターアドレスを取ります。 getsubopt() は、入力文字列のサブオプショ
ンと一致するトークンのインデックスを返しますが、一致するトークンがない場合は −1 を返します。
*optionp のオプション文字列に１つしかサブオプションがない場合は、 getsubopt() は *optionp を更新
して、文字列の最後の null を指します。それ以外の場合は、分離記号カンマを null で置き換えてサブオプ
ションを切り離し、 *optionp を更新して、次のサブオプションの先頭を指します。サブオプションに対応し
た値がある場合は、 getsubopt() は *valuep を更新し、最初の文字の値を指します。それ以外の場合は、
*valuep を NULL に設定します。

トークンのベクトルは、NULL で終了する文字列を指すポインター群として構成されています。トークンのベ
クトルの最後は NULL で認識されます。

getsubopt() が値を返す際に、 *valuep が NULL でない場合は、処理されているサブオプションに値が
入っていたことになります。呼び出しプログラムは、この情報を使用してサブオプションに対する値の有無
が、エラーかどうかを決定します。

さらに、 getsubopt() を実行した際に tokens の配列にあるトークンとサブオプションが一致しない場合
は、呼び出しプログラムは、これがエラーかどうか、あるいは認識できないオプションを他のプログラムに渡
すべきかどうかを決めなければなりません。

多言語化対応
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ロケール
LC_CTYPE カテゴリは、オプションの文字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
るかを決定します。

国際コードセットのサポート
マルチバイト文字のファイル名以外で、シングル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。

例
次のコーディング例は getsubopt() を使用して、 mount コマンドに対してどのようにオプションを処理
できるかを示します。

char *myopts[] = {

#define READONLY 0

"ro",

#define READWRITE 1

"rw",

#define WRITESIZE 2

"wsize",

#define READSIZE 3

"rsize",

NULL};

main (int argc, char **argv)

{

int sc, c, errflag;

char *options, *value;

extern char *optarg;

extern int optind;

.

.

.

while ((c = getopt(argc, argv, "abf:o:")) != EOF)

switch (c) {

case ’a’: /* process ’a’ option */

break;

case ’b’: /* process ’b’ option */

break;

case ’f’:

ofile = optarg;

break;
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case ’?’:

errflag++;

break;

case ’o’:

options = optarg;

while (*options != ’\0’) {

switch(getsubopt(&options, myopts, &value)) {

case READONLY: /* process ro option */

break;

case READWRITE: /* process rw option */

break;

case WRITESIZE: /* process wsize option */

if (value == NULL) {

error_no_arg();

errflag++;

}

else

write_size = atoi(value);

break;

case READSIZE: /* process rsize option */

if (value == NULL) {

error_no_arg();

errflag++;

}

else

read_size = atoi(value);

break;

default:

/* process unknown token */

error_bad_token(value);

errflag++;

break;

}

}

break;

}

}

if (errflg) {

fprintf(stderr, "usage: . . . ");
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exit (2);

}

for ( ; optind < argc; optind++) {

/* process remaining arguments */

.

.

.

}

参照
getopt(3C), thread_safety(5)

標準準拠
getsubopt(): SVID3
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名称
gettimer() − プロセスごとのタイマー値の取得

構文
#include <sys/timers.h>

int gettimer(timer_t timerid, struct itimerspec *value);

説明
gettimer() 関数は、引き数 value に itimerspec 構造体の値を返します。構造体のメンバー
it_value は、timerid で指定されたタイマーが制限時間内のときは経過時間を表し、タイマーが使用禁止
状態の場合は 0 を表します。it_interval メンバーは、reltimer() (reltimer(3C) 参照) で最後に設定さ
れた値を保持しています。value のメンバーはタイマーの分解能 (mktimer(3C) 参照) に従います。

この関数の機能は、value が NULL の場合は定義されていません。

戻り値
実行が成功すると gettimer() は 0 を返し、それ以外の場合は −1 を返し、エラーを表示するように errno

を設定します。

エラー
次の条件のどれかが検出されると、gettimer() は実行できません。

[EINVAL] timerid が mktimer() によって返される ID に対応していません。

[EIO] クロックデバイスへのアクセス中にエラーが発生しました。

ファイル
/usr/include/sys/timers.h

参照
timers(2), timer_gettime(2), mktimer(3C), reltimer(3C), thread_safety(5)

標準準拠
gettimer(): AES
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廃止予定

名称
gettxt() − メッセージファイルからのテキスト文字列の読み取り

構文
#include <unistd.h>

char *gettxt(char *msg_id, char *def_str);

説明
gettxt() ルーチンは、現在のロケールのメッセージファイルからテキスト文字列を取り出します。

msg_id の構文は、次のとおりです。

msgfilename:msgnumber

msgfilename は、 mkmsgs(1) によって生成されたメッセージファイル名です。 msgfilename が NULL の場
合、 gettxt() は、 setcat(3C) への最後の呼び出しで指定されたメッセージファイルを使用します。
msgnumber は、メッセージファイル内のテキスト文字列の一連の番号です (１から始まります)。

gettxt() は、

Message not found!!

というメッセージを、次のいずれかの場合に返します。

• msgfilename が、無効なメッセージカタログ名である

• カタログが、 msg_id で指定されていず、 setcat(3C) を介しても指定されていない

• msgnumber が、正の数ではない

• メッセージが検索できず、 def_str が NULL である

外部環境の影響
環境変数

gettxt() は、 msgfilename メッセージファイルを検索するために使用するロケールを決定するために、環
境変数 LC_MESSAGES を使用します。 LC_MESSAGES がセットされていない場合、環境変数 LANG が使用
されます。 LANG がセットされていない場合、ロケール "C"が使用されます。また、ユーザーは、 setlo-

cale(3C) ルーチンを使って、ロケールを変更できます。

メッセージファイル msgfilename が指定されたロケールで見つからない場合、または msgnumber が範囲を
越えている場合、 gettxt() は、ロケール "C"からテキスト文字列を取り出そうとします。 def_str は、ロ
ケール "C"からもテキスト文字列が取り出せない場合に返される文字列です。

例
次のコードの一部は、等価です。

gettxt("mytest:1", "my default message");
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setcat("mytest");

gettxt(":1", "my default message");

警告
廃止インタフェース

gettxt() は、将来廃止される予定です。

参照
mkmsgs(1), setcat(3C), setlocale(3C), environ(5), thread_safety(5)

標準準拠
gettxt(): SVID3
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名称
getusershell( ), setusershell( ), endusershell( ) − 正当なユーザーシェルの取得

構文
#include <unistd.h>

char *getusershell(void);

void setusershell(void);

void endusershell(void);

廃止インタフェース
char *getusershell_r(char **shell_datap);

void setusershell_r(char **shell_datap);

void endusershell_r(char **shell_datap);

説明
getusershell() ファイル /etc/shells (shells(4) 参照) で定義されている最初の正当なユーザー

シェルを指すポインターを返します。 /etc/shells がない場合、または読めな
い場合は、次の標準システムシェルが /etc/shells にあるように、これらの標
準システムシェルを返します。

/sbin/sh

/usr/bin/sh

/usr/bin/rsh

/usr/bin/ksh

/usr/bin/rksh

/usr/bin/csh

/usr/bin/keysh

次にこの関数を呼び出すときに、次のシェルを返せるようにこのファイルはオープ
ンされたままです。 EOFまたはエラーの場合、null ポインター (0) を返します。

setusershell() ファイルをリワインドします。

endusershell() ファイルをクローズします。

廃止インタフェース
正当なユーザーシェルを取得する getusershell_r(), setusershell_r(), endusershell_r()

警告
getusershell_r(), setusershell_r() および endusershell_r() インタフェースは廃止され、現在
では既存の DCE アプリケーションとの互換性を保つためにだけサポートされています。新しいマルチスレッ
ドアプリケーションでは、 getusershell(), setusershell() および endusershell() を使用してく
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ださい。

著者
getusershell() は HP および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/shells

参照
shells(4), thread_safety(5)
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名称
getutent( ), getutid( ), getutline( ), pututline( ), _pututline( ), setutent( ), endutent( ), utmpname( ) − utmp

ファイルエントリーへのアクセス

構文
#include <utmp.h>

struct utmp *getutent(void);

struct utmp *getutid(const struct utmp *id);

struct utmp *getutline(const struct utmp *line);

struct utmp *_pututline(const struct utmp *utmp);

void pututline(const struct utmp *utmp);

void setutent(void);

void endutent(void);

int utmpname(const char *file);

廃止インタフェース
int getutent_r(struct utmp **utmp, struct utmp_data *ud);

int getutid_r(

struct utmp *id,

struct utmp **utmp,

struct utmp_data *ud);

int getutline_r(

struct utmp *line,

struct utmp **utmp,

struct utmp_data *ud);

int pututline_r(const struct utmp *utmp, struct utmp_data *ud);

void setutent_r(struct utmp_data *ud);

void endutent_r(struct utmp_data *ud);

int utmpname_r(const char *file);

説明
getutent(), getutid(), getutline() はそれぞれ、次に示されている型の構造体を指すポインターを返
します。

struct utmp {

char ut_user[8]; /* User login name */
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char ut_id[4]; /* /etc/inittab id (usually line #) */

char ut_line[12]; /* device name (console, lnxx) */

pid_t ut_pid; /* process id */

short ut_type; /* type of entry */

struct exit_status {

short e_termination; /* Process termination status */

short e_exit; /* Process exit status */

} ut_exit; /* The exit status of a process */

/* marked as DEAD_PROCESS. */

unsigned short ut_reserved1; /* Reserved for future use */

time_t ut_time; /* time entry was made */

char ut_host[16]; /* host name, if remote;NOTSUPPORTED*/

unsigned long ut_addr; /* Internet addr of host, if remote */

};

getutent() utmp に似たファイルから次のエントリーを読み取ります。ファイルがまだオープンさ
れていない場合は getutent() がそのファイルをオープンします。エンドオブファイ
ルに到達すると、 getutent() は失敗します。

getutid() 指定されている型が RUN_LVL, BOOT_TIME, OLD_TIME, NEW_TIME のどれかの場合
は、現在位置から id−>ut_type と一致する ut_type でのエントリーが見つかるまで、
utmp ファイルを前方向に検索します。 id に指定された型が INIT_PROCESS,

LOGIN_PROCESS, USER_PROCESS, DEAD_PROCESS のどれかの場合、 getutid() は
最初のエントリーを指すポインターを返します。このエントリーの型は上記の４つのう
ちの１つで、 ut_id フィールドは id−>ut_id に一致します。一致するエントリーを検
出しないままエンドオブファイルに到達すると、 getutid() は失敗します。

getutline() line−>ut_line の文字列に一致する ut_line 文字列を持つ LOGIN_PROCESS、または
USER_PROCESS の型のエントリーを見つけるまで、 utmp ファイルの現在位置から前
方向に検索します。一致するエントリーを見つけられずにエンドオブファイルに到達す
ると、 getutline() は失敗します。

pututline() 与えられた utmp 構造体を utmp ファイルに書き込み、与えられた utmp 構造体を
utmpx 構造体に変換して utmpx ファイルに書き込みます。適切な場所がない場合は、
pututline() は getutid() を使用してファイルを前方向に検索します。通常、ア
プリケーションプログラムでは、 pututline() を呼び出す前に、 getut() ルーチ
ンのどれかを使って、該当するエントリーをすでに検索していると考えられています。
検索がすでに行われている場合には、 pututline() は検索しません。 putut-

line() で新しいエントリーについて一致するスロットが見つからない場合は、ファイ
ルの終わりに新しいエントリーを追加します。
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_pututline エラーチェックに役立つ値を返すほかは、 pututline() と同じ機能を実行します。

setutent() 入力ストリーム をファイルの先頭にリセットします。 ファイル全体を検索したい場合
は、新しいエントリーについて検索を行う前に、毎回この関数を使用してください。

endutent() 現在開いているファイルをクローズします。

utmpname() この関数を使用すると、検索しているファイル名を /etc/utmp および /etc/utmpx

から別のファイルに変更できます。この場合、 utmpname に指定した名前は utmp 関
数として使用されます。 getutx 関数には、指定したファイル名に x を加えたものを使
用します。ただし、 putut(x) 関数は、 utmp および utmpx ファイルを同期させようと
して両方をアクセスするため、例外となります。通常、ファイル名は /var/adm/wtmp

および /var/adm/wtmpx に変更されますが、このファイルがなくても、実際にファイ
ルを参照するまではわかりません。 utmpname() はファイルを実際にはオープンしま
せん。現在オープンしている古いファイルがあればクローズし、新しいファイル名を保
存するだけです。

カレントのエントリーはスタティック構造体に保存されています。再度アクセスする前に構造体をコピーしな
いと、それ以上この構造体にアクセスできなくなります。 getutid() または getutline() を呼び出す
と、どちらの場合も新たな入出力を行う前に、スタティック構造体が調べられます。スタティック構造体の内
容がルーチンが探しているものと一致している場合はこれ以上検索は行われません。したがって、 getut-

line() を使用して同じものを探す場合は、検索するごとにスタティック構造体を０にしてください。そうし
なければ、 getutline() は毎回同じポインターしか返さなくなります。新たに読み取りを行う前に構造体
を削除する場合は、構造体削除の規則の例外が当てはまります。それは、 pututline() を使用して暗黙的
に読み取りを行っても (ファイルの正しい場所に構造体がすでにないことが検知されると) ユーザーが構造体の
内容を変更し、かつポインターを pututline() に戻している場合は、 getutent(), getutid() または
getutline() が返すスタティック構造体の内容は変わらないということです。

廃止インタフェース
utmt ファイルエントリーにアクセスする getutent_r(), getutid_r(), getutline_r(), putut-

line_r(), setutent_r(), endutent_r(), utmpname_r()

戻り値
パーミッションを制限されたか、エンドオブファイルに到達したために読み取りができなかった場合や書き込
みができなかった場合には、これらの関数は NULL ポインターを返します。ファイルのサイズが
sizeof(struct utmp) の整数倍でない場合も、 NULL ポインターを返します。

_pututline() は pututline() と同じ機能を持ちますが、 _pututline() の呼び出しが成功した場合
に、最新の utmp エントリーを含んだスタティック領域へのポインターを返すという点が異なります。実行が
成功した場合は、この構造体の内容は与えられた utmp 構造体の内容とまったく同じです。 utmp への書き
込みで _pututline() が失敗した場合は、 NULL ポインターを返します。 _pututline() が utmp ファ
イルへの書き込みで正常終了し、 utmpx ファイルへの書き込みで失敗した場合は、_pututline は正常終了し
たかのように動作します。このように動作するため、 utmp ファイルと utmpx ファイルは同期していないこ
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とに注意してください。 pututline() および _pututline() は、正常終了時に utmp ファイルへの書き
込みが保証されているだけです。

リエントラントインタフェース
正常終了すると、 getutent_r(), getutid_r(), getutline_r(), pututline_r() は、０を返します。
それ以外の場合は、すべて -1 を返し、 errno をセットします。

エラー
リエントラントインタフェース

[EINVAL] utmp または ud パラメータが NULL の場合。

警告
getutent_r(), getutid_r(), getutline_r(), pututline_r(), setutent_r(), endutent_r(), およ
び utmpname_r() インタフェースは廃止され、現在では既存の DCE アプリケーションとの互換性を保つた
めにだけサポートされています。新しいマルチスレッドアプリケーションでは、同等の機能を提供する getutx

関数を使用してください。

他社の getutent() を使用すると、ファイルは存在しているのに、そのサイズが sizeof(struct utmp)

の整数倍ではない場合に utmp ファイルを消してしまうことがあります。 utmpname に名前をつける際に、
who(1) にとって不適切な引き数を与えてしまうといったエラーをユーザーが引き起こす可能性があるので、
HP-UX ではその代わりに、エラー表示を返します。

移植性という点では、 getutx 関数がこれらの関数よりも優れています。

ファイル
/etc/utmp

/etc/utmpx

/var/adm/wtmp

参照
utmpd(1M), getutx(3C), getuts(3C), pututxline(3C), ttyslot(3C), utmp(4), thread_safety(5)

標準準拠
endutent(): SVID2, SVID3, XPG2

getutent(): SVID2, SVID3, XPG2

getutid(): SVID2, SVID3, XPG2

getutline(): SVID2, SVID3, XPG2

pututline(): SVID2, SVID3, XPG2

setutent(): SVID2, SVID3, XPG2

utmpname(): SVID2, SVID3, XPG2
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名称
getuts: getutsent(), getutsid(), getutsline(), pututsline(), setutsent(), endutsent() − utmpd が管理するユー
ザーアカウンティングデータベース参照/更新ルーチン

構文
#include <utmps.h>

struct utmps * getutsent(size_t utmps_size):

struct utmps * getutsid(const struct utmps *id, size_t utmps_size):

struct utmps * getutsline(const struct utmps *line, size_t utmps_size):

struct utmps * pututsline(const struct utmps *utmps, size_t utmps_size):

struct utmps * getutspid( pid_t pid, size_t utmps_size):

void setutsent(void):

void endutsent(void):

特記事項
utmps 構造体の大きさ(例えば sizeof(struct utmps)) は、上の呼び出しで、utmps_size パラメータに
渡されます。

上の各関数コールには等価なマクロが存在します。これらのマクロは、getuts(3C) 関数を呼び出す簡単な方法
があります。それは、utmps_size パラメータを、対応する getuts(3C) 関数に暗黙的に渡すことです。

struct utmps * GETUTSENT():

struct utmps * GETUTSID(const struct utmps *id):

struct utmps * GETUTSLINE(const struct utmps *line):

struct utmps * PUTUTSLINE(const struct utmps * utmps):

struct utmps * GETUTSPID( pid_t pid):

void SETUTSENT(void):

void ENDUTSENT(void):

説明
getutsent(), getutsid(), getutsline() は、それぞれ、utmps 構造体へのポインターを返します。
utmps 構造体の主要な要素は、

char ut_user[] ユーザーのログイン名
char ut_id[] エントリーを区別するユニークID

char ut_line[] デバイス名
pid_t ut_pid プロセスId
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short ut_type エントリーのタイプ
struct ut_exit プロセスの終了ステータス
struct timeval ut_tv エントリーの作成時間
char ut_host[] ホスト名 (リモートの場合)

uint8_t ut_addr[] ホストのインターネットアドレス
(もしリモートなら)

short ut_addr_type ut_addr のアドレス種別を示すフラグ

ルーチン
getutsent() は、utmpd(1M) が管理する、メモリー上のユーザーアカウンティングデータ

ベースの次のレコードを返します。utmpd のデータベースの最後まで達した場
合は、getutsent() は失敗し、NULL を返します。マクロ GETUTSENT()

は、getutsent() のラッパーで、utmps_size パラメータを暗黙のうちに渡し
ます。

getutsid() ut_type が INIT_PROCESS, LOGIN_PROCESS, USER_PROCESS DEAD_PRO-

CESS, のいずれかの値のエントリーに対して、getutsid() は、の値が指定さ
れた場合、utmpdのデータベースの id->ut_id に一致するエントリーを検索し
ます。レコードの抽出は、getutsent() API の内部処理で使用される位置と
は無関係に行われ、その内部位置を変更しません。

ut_type に RUN_LVL, BOOT_TIME, OLD_TIME, NEW_TIME, のいずれかの値が指
定された場合、getutsid() は、ut_type が id->ut_type に一致するエント
リーを抽出します。一致するエントリーが見つからなかった場合、getut-

sid() は失敗し、NULL を返します。マクロ GETUTSID() は、getut-

sid() のラッパーで、utmps_size パラメータを getutsid() に暗黙のうち
に渡します。

getutsline() これは、getutsid() に似ていて、ut_type が LOGIN_PROCESS または
USER_PROCESS で、ut_line フィールドが line->ut_line の文字列と一致する
エントリーを utmpd(1M) のデータベースから検索します。一致するエントリー
が utmpd() のデータベースに見つからなかった場合、getutsline() は失
敗し、NULL を返します。レコードの抽出は、getutsent() API の内部処理
で使用される位置とは無関係に行われ、その内部位置を変更しません。マクロ
GETUTSLINE() は、getutsline() のラッパーで、utmps_size パラメータ
を getutline() に暗黙のうちに渡します。

pututsline() 与えられた utmps 構造体を、utmpd(1M). が管理するメモリー上のユーザー
アカウンティング データベースに書き込みます。ut_type が INIT_PROCESS,

LOGIN_PROCESS, USER_PROCESS DEAD_PROCESS のいずれかの場合、
pututsline() は、utmpd(1M) のデータベースを検索し、utmps−>ut_id
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フィールドが一致するエントリーが存在する場合は、この API は既存のエント
リーを更新します。存在しない場合、pututsline() は、utmpd(1M) のデー
タベースに新規エントリーを追加します。

ut_type に RUN_LVL, BOOT_TIME, OLD_TIME, NEW_TIME, のいずれかが指定さ
れている場合は、pututsline() ut_type が utmps->ut_type に一致するエン
トリーを更新します。マクロ PUTUTSLINE() は、pututsline() のラッ
パーで、utmps_size パラメータを pututsline() に暗黙のうちに渡します。

getutspid() この API は、utmpd(1M) のデータベースで、ut_pid が pid 引き数に一致する
エントリーを検索します。pid は、アクティブなプロセスに対してのみ意味が
あるので、ut_type が INIT_PROCESS, LOGIN_PROCESS, USER_PROCESS の
いずれかのエントリーに対してのみ一致します。getutspid() は、一致する
エントリーが見つかればそのエントリーを返し、見つからなければ、getut-

spid() は失敗し、NULL を返します。マクロ GETUTSPID() は、getut-

spid() のラッパーで、utmps_size パラメータを getutspid() に暗黙のう
ちに渡します。

setutsent() getutsent() の呼び出しが、utmpd(1M) のデータベースの先頭から始まるよ
うにリセットします。また、内部で使用されている構造体をクリアします。マ
クロ SETUTSENT() は、setutsent() のラッパーです。

endutsent() オープンしているファイル記述子をクローズし、内部で使用されている構造体
をクリアします。マクロ ENDUTSENT() は、endutsent() のラッパーです。

getuts(3C) を使用して作成されたプログラムの互換性を保ちながら、インタフェースと utmps 構造体の将来
の拡張に備えるため、データ構造体のサイズを渡すという呼び出し規約が用いられています。

このインタフェースでは、utmps 構造体のバージョン情報を utmps_size 引き数で与えます。将来のリリース
で、utmps 構造体が変更された場合、utmpd(1M) および libc インタフェースは、utmps_size 引き数に基づ
いて、アプリケーションがコンパイルされた utmps 構造体のバージョンを検知し、適切な utmps 構造体を
返します。

getuts(3C) インタフェースは、utmpd(1M) が実行中でない場合のみ、/etc/utmps ファイルを使用します。
この機能は、将来のリリースでは、廃止される可能性があります。

utmps 構造体の ut_addr フィールドは、16 バイトの IPv6 アドレスを持つことができます。アプリケー
ションが、 IPv4 アドレスをこのフィールドに書き込みたい場合、 ut_addr_type フィールドを、
IPV4_ADDRESS に初期化する必要があり、そして、ut_addr フィールドの最後の４バイトを使う必要があ
ります。 IPv6 アドレスを ut_addr フィールドに書きたいアプリケーションは、ut_addr_type を
IPV6_ADDRESS に初期化する必要があります。IPV4_ADDRESS と IPV6_ADDRESS は、マクロで、
utmps.h ヘッダーファイルに定義されています。
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戻り値
getutsent(), getutsid(), getutsline(), pututsline(), getutspid() は、成功すると、内部の静的
な utmps 構造体のポインターを返します。失敗した場合には NULL を返します。

エラー
[EINVAL] getuts 関数に渡された size パラメータが、サーバーがサポートしている構造体のサイズと

一致しない。

警告
将来、utmps 構造体のメンバーのサイズが変更された場合には、旧バージョンの utmps 構造体でコンパイ
ルされたアプリケーションでは、拡張されたフィールドの情報が切り捨てられることになります。完全な情報
を取得するには、アプリケーションを再コンパイルする必要があります。utmps 構造体は新しいリリースで
のみ変更されます。

getutsent(), getutsid(), getutsline(), pututsline(), getutspid() が返す値は、内部の１つの静
的な領域へのポインターであり、これらの関数を呼び出すごとに上書きされるため、その構造体を保存する場
合にはコピーしておく必要があります。

著者
getuts() は HPで開発されました。

ファイル
/etc/utmps

参照
utmpd(1M), bwtmps(3C), thread_safety(5)
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名称
getutxent( ), getutxid( ), getutxline( ), pututxline( ), setutxent( ), endutxent( ) − utmpx ファイルエントリーへ
のアクセス

構文
#include <utmpx.h>

struct utmpx *getutxent(void);

struct utmpx *getutxid(const struct utmpx *id);

struct utmpx *getutxline(const struct utmpx *line);

struct utmpx *pututxline(const struct utmpx *utmpx);

void setutxent(void);

void endutxent(void);

説明
getutxent()、 getutxid() および getutxline() は、それぞれ、次の型の構造体へのポインターを返
します。

struct utmpx {

char ut_user[24]; /* User login name */

char ut_id[4]; /* /etc/inittab id (usually line #) */

char ut_line[12]; /* device name (console, lnxx) */

pid_t ut_pid; /* process id */

short ut_type; /* type of entry */

struct __exit_status {

short __e_termination; /* Process termination status */

short __e_exit; /* Process exit status */

} ut_exit; /* The exit status of a process */

/* marked as DEAD_PROCESS. */

unsigned short ut_reserved1; /* Reserved for future use */

struct timeval {

time_t tv_sec; /* seconds */

long tv_usec; /* and microseconds */

} ut_tv; /* time entry was made */

char ut_host[64]; /* host name, if remote; NOT SUPPORTED */

unsigned long ut_addr; /* Internet addr of host, if remote */

char ut_reserved2[12] ; /* Reserved for future use */

};
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getutxent() utmpx ファイルから、次のエントリーを読み取ります。ファイルがオープンし
ていない場合、 getutxent() はファイルをオープンします。ファイルの終端
まで到達すると、 getutxent() は失敗します。

getutxid() 指定されている型が RUN_LVL、 BOOT_TIME、 OLD_TIME、または NEW_TIME

である場合、 id->ut_type と一致する ut_type をもつエントリーを見つける
まで、 utmpx ファイルの現在地点から前方検索します。 id に指定された型が
INIT_PROCESS、 LOGIN_PROCESS、 USER_PROCESS、または DEAD_PRO-

CESS である場合、 getutxid() は、これら４つのいずれかの型で、 ut_id

フィールドが id−>ut_id と一致するような最初のエントリーに、ポインターを
返します。一致するエントリーが見つからないままにファイルの終端まで到達
すると、 getutxid() は失敗します。

getutxline() 型が LOGIN_PROCESS または USER_PROCESS で、 line−>ut_line 文字列と一
致する ut_line 文字列をもつようなエントリーを見つけるまで、utmpx ファ
イルの現在地点から前方検索します。一致するエントリーが見つからないまま
にファイルの終端まで到達すると、 getutxline() は失敗します。

pututxline() 提供された utmpx 構造体を utmpx ファイルに書き込み、提供された utmpx

構造体を utmp 構造体に変換し、 utmp ファイルにこれを書き込みます。適切
な位置でない場合、 pututxline() は getutxid() を使用して前方向を検
索します。通常、アプリケーションプログラムでは、 pututxline() を呼び
出す前に、 getutx() ルーチンの１つを使用して、適切なエントリーをすでに
検索していると考えられています。すでに検索が行われている場合には、
pututxline() は検索を繰り返しません。 pututxline() が新しいエント
リーに一致するスロットを見つけられない場合、新しいエントリーをファイル
の終端に追加します。

setutxent() 入力ストリームをファイルの先頭にリセットします。ファイル全体を検索した
い場合は、新しいエントリーを検索する前に、毎回この関数を使用してくださ
い。

endutxent() 現在オープンしているファイルをクローズします。

カレントのエントリーはスタティック構造体に保存されています。再度アクセスする前に構造体をコ
ピーしないと、それ以上この構造体にアクセスできなくなります。 getutxid() または getutx-

line() を呼び出すと、どちらの場合も新たな入出力を行う前に、スタティック構造体が調べられま
す。スタティック構造体の内容がルーチンが探しているものと一致している場合はこれ以上検索は行
われません。したがって、 getutxline() を使用して同じものを探す場合は、検索するごとにスタ
ティック構造体を０にしてください。そうしなければ、 getutxline() は毎回同じポインターしか
返さなくなります。新たに読み取りを行う前に構造体を削除する場合は、構造体削除の規則の例外が
当てはまります。それは、 pututxline() を使用して暗黙的に読み取りを行っても (ファイルの正し
い場所に構造体がすでにないことが検知されると) ユーザーが構造体の内容を変更し、かつポインター
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を pututxline() に戻している場合は、 getutxent()、 getutxid()、または getutxline()

が返すスタティック構造体の内容は変わらないということです。

戻り値
パーミッションを制限されたか、ファイルの終端に到達したために読み取りができなかった場合や書き込みが
できなかった場合には、これらの関数は NULL ポインターを返します。ファイルのサイズが sizeof(struct

utmpx) の整数倍でない場合も、これらの関数は NULLポインターを返します。

pututxline() 呼び出しが正常終了すると、最新の utmpx エントリーが入っている静的な領域へのポイン
ターを返します。正常終了の場合、この構造体の内容は提供された utmpx 構造体の内容とまったく同じで
す。 pututline() が utmpx への書き込みで失敗した場合、 null ポインターを返します。 putuline()

が utmpx ファイルへの書き込みで正常終了し、 utmp ファイルへの書き込みで失敗した場合、 pututline

は正常終了したかのように動作します。 utmpx ファイルと utmp ファイルとは、このように、同期していな
いことがありますので注意してください。 pututxline() は、正常終了すると、 utmpx ファイルに書き込
まれることのみが保証されています。

ファイル
/etc/utmp

/etc/utmpx

/var/adm/wtmp

参照
getut(3C), getutent(3C), ttyslot(3C), utmp(4), thread_safety(5)

標準準拠
endutxent(): XPG4.2

getutxent(): XPG4.2

getutxid(): XPG4.2

getutxline(): XPG4.2

pututxline(): XPG4.2

setutxent(): XPG4.2
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名称
getwc(), getwchar(), fgetwc() − ストリームファイルからのワイドキャラクタの取得

構文
#include <wchar.h>

wint_t getwc(FILE *stream);

wint_t getwchar(void);

wint_t fgetwc(FILE *stream);

廃止インタフェース
wint_t getwc_unlocked(FILE *stream);

wint_t getwchar_unlocked(void);

wint_t fgetwc_unlocked(FILE *stream);

特記事項
これらの関数は、XPG4 ワールドワイド ポータビリティ インタフェースのワイドキャラクタ I/O 関数に準拠
し、getc(3S) で定義されている８ビット文字の I/O 関数と同じ機能を持ちます。

説明
getwc() 名前を指定された入力 stream から次の文字を返し、対応するワイドキャラクタに変換した後

stream 内のポインターを１文字分先に進めます。getwchar() は getwc(stdin) として
定義されています。getwc() および getwchar() はマクロとしても関数としても定義され
ています。

fgetwc() getwc() と同様の機能を持ちますが、マクロというよりもむしろ関数と言えます。

これらの関数、型 wint_t、wchar_t および値 WEOF の定義はヘッダーファイル <wchar.h> で行われてい
ます。

廃止インタフェース
ストリームファイルからワイドキャラクタを取得する getwc_unlocked()、getwchar_unlocked()、
fgetwc_unlocked()

アプリケーション使用法
getwc()、getwchar()、または fgetwc() がストリームに適用された後は、ストリームはワイド指向にな
ります (orientation(5) を参照)。

戻り値
正常終了すると、getwc()、getwc_unlocked()、getwchar()、getwchar_unlocked()、fgetwc()、
fgetwc_unlocked() はワイドキャラクタ wint_t 型に変換された stream (getwchar() 用の stdin) か
ら次のワイドキャラクタを返します。このストリームがエンドオブファイルに到達した場合は、このストリー
ムに対するエンドオブファイル 表示が設定され、WEOF が返されます。読み取りエラーが起きた場合はこの
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ストリームに対するエラー表示が設定され、エラーを表す errno が設定されて、WEOF が返されます。

ferror() および feof() はエラー状態とエンドオブファイル状態を識別するために使用できます。

エラー
getwc() 、 getwc_unlocked() 、 getwchar() 、 getwchar_unlocked() 、 fgetwc() お よ び
fgetwc_unlocked() は stream のバッファーにデータを読み込まなければならず、かつ次のどれかの状態
にあると実行できません。

[EAGAIN] O_NONBLOCK フラグが stream を実行しているファイル記述子用に設定されてい
て、プロセスが読み取り操作で遅延する予定の場合

[EBADF] stream を実行しているファイル記述子が読み取り操作のためにオープンされた有効
なファイル記述子ではない場合

[EINTR] 読み取り操作がシグナルを受けとって終了したときに、データがまったく転送されて
いないか、インプリメンテーションがこのファイルへの部分的な転送を報告していな
いかのどちらかの場合

[EIO] 物理的な I/O エラーが発生しているか、このプロセスがバックグランドプロセスのメ
ンバーで、制御ターミナルから読み取りを行おうとしているときに、プロセスが
SIGTTIN シグナルを無視またはブロックしようとしているか、プロセスのプロセス
グループが親なしの場合

[EILSEQ] 入力されたストリームから得たデータが、有効なワイドキャラクタを構成していない
場合

このほかに errno 値は read() 関数 (read(2) 参照) を実行するとによって設定できる場合があります。

多言語化対応
ロケール

LC_CTYPE のカテゴリはワイドキャラクタへの変換方法を決定します。

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
getwc()、getwchar()、fgetwc()、fgetwc_unlocked() のどれかによって返される値が wchar_t 型
の変数に保存され、定数 WEOF との比較が行われていても、wchar_t に対する wint_t の拡張子が機種に
依存しているので、通常は比較できません。

getwc_unlocked()、getwchar_unlocked() および fgetwc_unlocked() インタフェースは廃止さ
れ、現在では既存の DCE アプリケーションとの互換性を保つためにだけサポートされています。新しいマル
チスレッドアプリケーションでは、getwc()、getwchar() および fgetwc() を使用してください。
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著者
getwc() は、HP および OSF で開発されました。

参照
fclose(3S), ferror(3S), flockfile(3S), fopen(3S), fread(3S), fgetws(3C), orientation(5), putwc(3C), read(2),

scanf(3S), orientation(5), thread_safety(5)

標準準拠
getwc(): XPG4

fgetwc(): XPG4

getwchar(): XPG4
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名称
getwd() − 現在のワークディレクトリのパス名の取得

構文
#include <unistd.h>

char *getwd(char *buf);

説明
getwd() は、現在のワークディレクトリの絶対パス名を buf が指す配列に格納し、buf を返します。

現在のワークディレクトリのパス名の長さが PA TH_MAX+1バイトより大きい場合、getwd() は失敗し、null

ポインターを返します。

戻り値
正常終了すると、getwd() は、現在のディレクトリのパス名へのポインターを返します。失敗すると、
errno をセットして NULL を返します。

エラー
getwd() は次の条件を満たす場合に失敗します。

[ENAMET OOLONG]

パス名の長さが PATH_MAX+1 バイトを越えているか、あるいは、
_POSIX_NO_TRUNC が有効で、パス名の構成要素の長さが NAME_MAX バイト
を越えている場合。

getwd() は次の条件のいずれかを満たす場合に失敗します。

[EACCES] パス名の構成要素の読み取りまたは検索パーミッションがない場合。

[EFAULT] buf が、プロセスに割り当てられたアドレス空間外を指している場合。
getwd() は、このエラーを必ず検出するとは限りません。

例
#include <stdio.h>

#include <unistd.h>

char *cwd;

char buf[PATH_MAX+1];

/* ... */

if ((cwd = getwd(buf)) == NULL) {

perror("getwd");

exit(1);

}

puts(cwd);
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警告
移植のためには、この関数より getcwd() の方が望ましい関数です。

著者
getwd() は、HP と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
getcwd(3C), thread_safety(5)

標準準拠
getwd(): XPG4.2
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ENHANCED CURSES

名称
getwin(), putwin() − ウィンドウのファイルへのダンプおよびファイルからの再ロード

構文
#include <curses.h>

WINDOW *getwin(FILE *filep);

int putwin(WINDOW *win, FILE *filep);

説明
getwin() 関数は、putwin()によってファイルに保存されたウィンドウ関連のデータを読み込みます。その
後、getwin() 関数は、このデータを使って新しいウィンドウを作成し初期化します。

putwin() 関数は、win に関連するデータをすべて、filep がポイントしている stdio ストリームに書き込み
ます。書き込み形式は特に指定されていません。この情報は後で getwin()を使って取り出すことができま
す。

戻り値
正常に終了すると、getwin() は作成したウィンドウのポインターを返します。そうでなければ、ヌルポイン
ターを返します。

正常に終了すると、putwin() は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
scr_dump(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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CURSES

名称
getyx() − カーソルとウィンドウの座標を取得

構文
#include <curses.h>

void getyx(WINDOW *win, int y, int x);

説明
getyx() マクロは、指定されたウィンドウのカーソル位置を y と x に保存します。

戻り値
戻り値は定義されていません。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
これらのインタフェースはマクロですから、‘&’ を引き数 y と x の前に使うことはできません。

参照
getbegyx(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容を変更しました。
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名称
glob(), globfree() − ファイル名の生成関数

構文
#include <glob.h>

int glob(

const char *pattern,

int flags,

int (*errfunc)(const char *, int),

glob_t *pglob

);

void globfree(glob_t *pglob);

説明
glob() はパス名 を生成します。 pattern は、展開されるパス名にポインターを返します。 pattern に特殊
文字 *、 ?、または [ のどれかが含まれていると、 pattern はあらゆるアクセス可能なパス名と一致しま
す。パス名にアクセスするには、 glob() を実行する上で次のパーミッションが必要です。

• 最後の構成要素を除いた、パスのすべての構成要素について検索を行うパーミッション

• 上記の特殊文字のどれかを含んだ pattern のファイル名の構成要素の各ディレクトリについての読
み取りパーミッション

glob() は pglob −> gl_pathc 内の一致するパス名の数を保存するとともに、 pglob − >gl_pathv 内にあるパ
ス名 がためられているリストへのポインターを保存します。最後のパス名の次に来る最初のポインターは
NULL ポインターです。

pglob で指し示される構造体のためのメモリー領域は、呼び出し側で割り当ててください。 glob() は、
gl_pathv で指し示されるメモリーを含めて、必要に応じて他のメモリー領域を割り当てます。 globfree()

は、前回の glob() の呼び出しから pglob に対応づけられたメモリー領域を解放します。

引き数 flags は glob() の働きを制御するのに使用されます。 flags の値は、 <glob.h> で定義されている
次の定数のビットの論理和 OR を取った値です。

GLOB_NOESCAPE バックスラッシュで示されるエスケープシーケンスの使用を禁止します。

GLOB_ERR オープンしたり、読んだりできないディレクトリを初めて検出したときに、
glob() を使用して戻り値を返します。通常、 glob() は一致するパス名を見
つけるまで機能し続けます。

GLOB_MARK pattern に一致し、かつディレクトリである各パス名には / が付け加えられま
す。

GLOB_NOSORT 通常、 glob() は LC_COLLATE で定義されている現在アクティブになってい
る 照合順序に従って、一致しているパス名を分類します。このフラグが使用さ

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 769



glob(3C) glob(3C)

れると、返されるパス名の順番は指定されません。

GLOB_NOCHECK pattern がどのパス名にも一致しない場合は、 glob() は pattern からだけ構
成されているリストを返し、一致するパス名の数は１になります。

GLOB_DOOFFS pglob −> gl_offs を使用します。このフラグが設定されると、 pglob −> gl_offs

が使用されて、いくつ NULL ポインターが pglob −> gl_pathv の先頭に付け加
えられるかが指定されます。言い換えると、 pglob −> gl_pathv は
pglob −> gl_offs の NULL ポインターを指し、 pglob −> gl_pathc のパス名ポイ
ンターがその後に続き、さらにその後に NULL ポインターが続きます。

GLOB_APPEND glob() を前回呼び出して得たパス名に対して、生成したパス名を付け加えま
す。

GLOB_APPEND フラグは、前回 glob() を呼び出して得たパス名に対して、新しいパス名を付け加え
るのに使用します。途中で globfree() の呼び出しを挟まずに、 pglob が同じ値のままで、
glob() の呼び出しを２回以上行う場合は、次の規則が適用されます。

• 初めて呼び出す場合は GLOB_APPEND を設定してはいけません。引き続き呼び出す場合
は、そのたびに必ず GLOB_APPEND を設定しなければなりません。

• GLOB_DOOFFS の設定のオン/オフは、すべての呼び出しに対して共通に行わなければなり
ません。

• ２度目の呼び出し以降は、 pglob −> gl_pathv は次の値を含むリストを指し示します。

• GLOB_DOOFFS および pglob −> gl_offs で指定されている 0、またはそれ以上の数の
NULL ポインター

• 前回と同じ順番で並んでいて、呼び出しを行う前に pglob −> gl_pathv リストにあった
パス名を指すポインター

• 指定された順番で並んでいる、２回目以降の呼び出しで生成された新しいパス名を指す
ポインター

• pglob −> gl_pathc に返される数は、２回の呼び出しで生成されたパス名の合計数を表しま
す。

• このアプリケーションでは、 glob() を呼び出した後、フィールドの値を変更することが
できます。フィールドの値を変更した場合は、 pglob を使用し、 GLOB_APPEND フラグを
設定した状態で globfree() または glob() を引き続き呼び出す前に元の値に戻さなけ
ればなりません。

検索中にオープンしたり、読んだりできないディレクトリがあり、なおかつ errfunc が NULL ではないと、
glob() は次の２つの引き数で (∗errfunc)( ) を呼び出します。
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• 実行できなかったパスを指すポインター

• 実行が失敗したことから設定される errno の値

errfunc が呼び出されて、０以外の値が返される場合や、 GLOB_ERR フラグが flags に設定されている場合
は、 glob() は、すでに走査済みのパスを反映して pglob に gl_pathc と gl_pathv を設定してから検索
を止めて GLOB_ABORTED を返します。 GLOB_ERR が設定されていず、 errfunc が NULL かまたは
(∗errfunc)( ) が０を返す場合は、エラーは無視されます。

パターンマッチング表記法
ここで使用されているパターンの形式は、ファイル名の拡張 (regexp(5) 参照) に適したパターンマッチング表
記法で、次の例外があります。

• 波形記号 (˜) の拡張は実行されません。

• 変数の拡張は実行されません。

多言語化対応
ロケール

LC_COLLATE カテゴリは、正規表現のコンパイルおよび実行に使用される照合順序を決定し、
GLOB_NOSORT が選択されていない場合は返されるパスの順序も決定します。

LC_CTYPE カテゴリは、テキストが１バイトまたはマルチバイトあるいはその両方の文字のどれで解釈される
のかを決定し、どの文字が正規表現の文字クラスの式と一致するかを決定します。

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。

戻り値
glob() がエラーのために終了すると、次の (<glob.h> で定義されている) 定数のどれかを返します。エ
ラーではない場合は０を返します。

GLOB_NOSPACE メモリーを割り当てることができませんでした。

GLOB_ABORTED GLOB_ERR が設定されたか (∗errfunc)( ) が０以外の値を返したので、走査が停
止しました。

GLOB_NOMATCH pattern と一致するパス名が存在せず、 GLOB_NOCHECK が flags に設定されて
いません。

どの場合でも、引き数 pglob −> gl_pathc は一致したパス名の数を返し、引き数 pglob −> gl_pathv には、一致
していて分類されたパス名の null で終了しているリストを指すポインターがあります。

しかし、 pglob −> gl_pathc が０の場合は、 pglob −> gl_pathv の内容は定義されていません。

glob() に渡される引き数 pattern の構造が正しくない場合は、 glob() は GLOB_NOCHECK が設定されて
いない限り０を返し、 gl_pathc を０に設定します。 GLOB_NOCHECK が設定されている場合は、 pattern

が返され、 gl_pathc には１が設定されます。
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警告
glob() を初めて呼び出す場合には、 GLOB_APPEND を設定してはいけません。

著者
glob() および globfree() は HPおよび OSF で開発されました。

参照
sh(1), fnmatch(3C), regexp(5), thread_safety(5)

標準準拠
glob(): XPG4, POSIX.2

globfree(): XPG4, POSIX.2
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名称
grantpt() − STREAMS スレーブ pty へのアクセス権限の付与

構文
int grantpt (int fildes);

説明
渡されたパラメーター fildes は、STREAMS マスター pty (疑似ターミナル) デバイスに対する正常なオープ
ンから戻されたファイル記述子です。grantpt() 関数は、このマスター pty に対応するスレーブ pty デバイ
ス特殊ファイルの所有権とモードを変更します。

setuid() ルートプログラムが生成され、以下のように、pty スレーブデバイスファイルの所有権とモードが
変更されます。グループID は、予約された "tty" という名前のグループに設定されます。スレーブユーザー
ID は、呼び出し側プロセスの実効所有者に設定されます。スレーブデバイスのパーミッションは、所有者に
対して読み取りおよび書き込みアクセスを許可し、グループに対して書き込みアクセスを許可するような値に
設定されます。

戻り値
正常終了した場合、grantpt() 関数は値 0 (ゼロ) を戻します。それ以外の場合は値 −1 を戻します。

異常終了の原因として、次の条件が考えられます。

• fildes パラメーターで指定されたファイル記述子は、オープンファイル記述子ではありません。

• fildes パラメーターで指定されたファイル記述子は、STREAMS マスター pty デバイスに結び付け
られていません。

• 対応するスレーブ pty デバイスにアクセスできません。

警告
このほか grantpt() 関数が異常終了する可能性があるのは、アプリケーションが SIGCHLD (子の終了) シ
グナルをキャッチするためのシグナルハンドラーをインストールしている場合です。

例
次に、grantpt() の典型的な使用例を示します。

int fd_master, fd_slave;

char *slave;

. . .

fd_master = open("/dev/ptmx", O_RDWR);

grantpt(fd_master);

unlockpt(fd_master);

slave = ptsname(fd_master);

fd_slave = open(slave, O_RDWR);

ioctl(fd_slave, I_PUSH, "ptem");
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ioctl(fd_slave, I_PUSH, "ldterm");

著者
grantpt() は、HP および OSF が開発しました。

参照
open(2), unlockpt(3C), ptsname(3C), ptm(7), pts(7), ptem(7), ldterm(7).
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名称
gss_accept_sec_context( ) − アプリケーションとコンテキスト受け入れ側との間でのセキュリティコンテキス
トの確立

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_accept_sec_context (

OM_uint32 *minor_status,

gss_ctx_id_t *context_handle,

const gss_cred_id_t acceptor_cred_handle,

const gss_buffer_t input_token_buffer,

const gss_channel_bindings_t input_chan_bindings,

const gss_name_t *src_name,

gss_OID *actual_mech_type,

gss_buffer_t output_token,

int *ret_flags,

OM_uint32 *time_rec

gss_cred_id_t *delegated_cred_handle)

説明
gss_accept_sec_context() ルーチンは、コンテキスト起動側とコンテキスト受け入れ側との間でセキュ
リティコンテキストを確立するときの第２段階で使います。最初の段階では、コンテキスト起動側が
gss_init_sec_context() ルーチンを呼び出します。呼び出された gss_init_sec_context() ルーチ
ンは、セキュリティコンテキストのトークンを生成して、コンテキスト起動側に返します。コンテキスト起動
側は、そのトークンをコンテキスト受け入れ側に送ります。

第２段階では、コンテキスト受け入れ側が、コンテキスト起動側からの呼びかけを受け入れ、
gss_accept_sec_context() ルーチンを呼び出します。 gss_accept_sec_context() ルーチンの呼び
出しには、 input_token パラメータの値が必要です。この input_token パラメータの値には、起動側が
gss_init_sec_context() ルーチンで生成し受け入れ側に送ってきたものを使います。

gss_accept_sec_context() ルーチンは、起動側に戻すべきトークンの値が必要であれば、その値を out-

put_token パラメータに返します。コンテキスト受け入れ側は、そのトークンを gss_init_sec_context()

ルーチンに渡します。受け入れ側が起動側にトークンを送る必要がなければ、 gss_accept_sec_con-

text() は、 output_token パラメータの長さフィールドに０ (ゼロ) をセットして返します。

コンテキストを確立するために、コンテキスト起動側がコンテキスト受け入れ側から応答トークンを１つ以上
受け取ることが必要な場合もあります。アプリケーションが応答トークンを必要としている場合、
gss_accept_sec_context() ルーチンは、ステータス値を GSS_S_CONTINUE_NEEDED にして返しま
す。アプリケーションは、コンテキスト受け入れ側から応答トークンを受け取ると、このルーチンを再度呼び
出します。アプリケーションは、このトークンを output_token パラメータを通して gss_accept_sec_con-

text() に渡します。
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パラメータ src_name、 ret_flags、 time_rec、および delegated_cred_handle を使って返される値は、ルーチ
ンから返ってくるステータスコードが GSS_S_COMPLETE であるときにだけ意味があります。ステータスコー
ドがそれ以外の場合は、定義されていません。

入力パラメータ
acceptor_cred_handle コンテキスト受け入れ側が申告した証明書ハンドル (身元情報) を、指定します。この

情報の指定は、オプションです。証明書は、ACCEPT タイプの証明書か、BO TH タ
イプの証明書でなければなりません。コンテキストをデフォルトのプリンシパルとし
て受け入れるには、 GSS_C_NO_CREDENTIAL を指定します。

input_token_buffer コンテキスト受け入れ側から受け取ったトークンを指定します。

input_chan_bindings コンテキスト起動側から示されたバインディングを指定します。これにより、コンテ
キスト起動側は、チャネル識別情報をセキュリティコンテキストに安全にバインドで
きます。チャネルバインディングを使わない場合は、 GSS_C_NO_CHANNEL_BIND-

INGS を指定します。

入出力パラメータ
context_handle 新しいコンテキストのコンテキストハンドルを指定します。コンテキスト起動側は、

このルーチンを初めて使うときに GSS_C_NO_CONTEXT を指定して、コンテキスト
を１つセットアップします。その後の呼び出しでは、このパラメータで返された値を
使います。

出力パラメータ
src_name コンテキスト起動側の認証名が、このパラメータを通して返されます。この情報は、

オプションです。認証名が不要な場合は、NULL を指定します。認証名を解放するに
は、認証名を指定して gss_release_name() ルーチンを呼び出します。

actual_mech_type 実際に使う機構です。不要な場合は、NULL を指定します。

output_token コンテキスト受け入れ側に渡すトークンが、このパラメータを通して返されます。コ
ンテキスト受け入れ側に渡すトークンがない場合、このルーチンはトークンを返すた
めのバッファーの長さフィールドに０ (ゼロ) をセットします。

ret_flags 個別のフラグを６個含むビットマスクが、このパラメータを通して返されます。それ
ぞれのフラグは、対応するサービスオプションがそのコンテキストでサポートされて
いることを示しています。各フラグに対して、次のシンボル名が用意されています。
コンテキストで特定のサービスオプションがサポートされているかどうかは、
ret_flags の値とこれらのシンボル名の論理和をとって調べます。

GSS_C_DELEG_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 委任された証明書を、 delegated_cred_handle パラメータから得るこ
とができる。
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偽 証明書は委任されていない。

GSS_C_MUTUAL_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 コンテキスト受け入れ側が相互認証を要求している。

偽 コンテキスト受け入れ側は相互認証を要求していない。

GSS_C_REPLAY_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 同じ署名付きメッセージや封印されたメッセージの繰り返しを検出す
る。

偽 同じメッセージが繰り返されても検出しない。

GSS_C_SEQUENCE_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 署名付きメッセージや封印されたメッセージのシーケンス誤りを検出す
る。

偽 署名付きメッセージや封印されたメッセージにシーケンス誤りがあって
も検出しない。

GSS_C_CONF_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 gss_seal() ルーチンを呼び出すことで、機密性サービスを利用でき
る。

偽 機密性サービスは利用できない。ただし、アプリケーションは
gss_seal() ルーチンを呼び出すことで、メッセージのカプセル化、
データ発生元の認証、および完全性のサービスを利用できる。

GSS_C_INTEG_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 gss_sign() ルーチンまたは gss_seal() ルーチンを呼び出すこと
で、完全性サービスを起動できる。

偽 メッセージごとの完全性サービスは利用できない。

GSS_C_ANON_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 コンテキスト起動側の身元が明らかになっていない。今後、コンテキス
ト起動側から受け入れ側にトークンが渡されることがあっても、その身
元を明らかしない。

偽 起動側の身元がすでに正常に認証されているか、今後認証する。

GSS_C_PROT_READY_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 メジャーステータスのステータスコードが GSS_S_COMPLETE または
GSS_S_CONTINUE_NEEDED であれば、 (GSS_C_CONF_FLAG および
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GSS_C_INTEG_FLAG で指定された) 保護サービスを利用できる。

偽 メジャーステータスの戻り値が GSS_S_COMPLETE の場合にだけ、
(GSS_C_CONF_FLAG および GSS_C_INTEG_FLAG で指定された) 保
護サービスを利用できる。

GSS_C_TRANS_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 gss_export_sec_context() を呼び出すことによって、最終的に
決まったセキュリティコンテキストを他のプロセスに渡すことができ
る。

偽 セキュリティコンテキストを渡せない。

time_rec コンテキストの有効期間が、このパラメータを通して返されます。単位は秒です。こ
の情報は、オプションです。有効期間の情報が不要な場合は、このパラメータの箇所
に NULL を指定します。

delegated_cred_handle

コンテキスト起動側から受信した証明書の証明書ハンドルが、このパラメータを通し
て返されます。証明書ハンドルは、委任された証明書が利用できる場合にだけ有効で
す。 ret_flags パラメータの中の GSS_C_DELEG_FLAG フラグが設定されていれば、
委任された証明書は利用できます。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_BAD_BINDINGS input_token パラメータに、 input_chan_bindings パラメータの指定とは異なる
チャネルバインディングが入っていた。

GSS_S_BAD_SIG input_token パラメータに、不正な署名が入っていた。

GSS_S_CONTINUE_NEEDED

コンテキストの確立を完了させるためには、コンテキスト受け入れ側から受信した
トークン (応答トークン ) を指定して、再度、 gss_accept_sec_context()

ルーチンを呼び出す必要がある。

GSS_S_CREDENTIALS_EXPIRED

参照された証明書の有効期間が終了していた。

GSS_S_DEFECTIVE_CREDENTIAL

チェックの結果、証明書に整合性のないことが判明した。
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GSS_S_DEFECTIVE_TOKEN

チェックの結果、 input_token パラメータに整合性のないことが判明した。

GSS_S_DUPLICATE_TOKEN

input_token パラメータはすでに処理されている。コンテキスト確立中にこの致命
的なエラーが発生すると、コンテキストの確立は続けられない。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

GSS_S_NO_CONTEXT 指定されたコンテキストハンドルの参照先コンテキストが無効であった。

GSS_S_NO_CRED 指定された証明書が無効であるためにコンテキストを受け入れることができなかっ
たか、証明書ハンドルが証明書を参照していなかった。

GSS_S_OLD_TOKEN input_token パラメータが古すぎる。コンテキスト確立中にこの致命的なエラーが
発生すると、コンテキストの確立は続けられない。

GSS_S_BAD_MECH 受信したトークンが、サポートされていない機構を指定していた。

著者
gss_accept_sec_context() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_acquire_cred(3), gss_delete_sec_context(3), gss_init_sec_context(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_acquire_cred( ) − 名前が付いている既存の証明書のハンドル取得 (アプリケーションが使うルーチン)

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_acquire_cred (

OM_uint32 *minor_status,

const gss_name_t desired_name,

OM_uint32 time_req,

const gss_OID_set desired_mechs,

int cred_usage,

gss_cred_id_t *output_cred_handle,

gss_OID_set *actual_mechs,

OM_int32 *time_rec );

説明
アプリケーションは、 gss_acquire_cred() ルーチンを使うことにより、既存の証明書の名前を指定し
て、そのハンドルを取得することができます。証明書には ACCEPT (受け入れ)、INITIATE (起動)、または
BO TH (両方) があります。アプリケーションは、取得した証明書ハンドルを自分の立場 (起動側または受け入
れ側) に応じて gss_init_sec_context() ルーチンまたは gss_accept_sec_context() ルーチンに渡
します。 desired_name として GSS_C_NO_NAME を指定して呼び出すと、このルーチンは、デフォルト動作
を起動するための証明書ハンドルが要求されたと解釈します。

入力パラメータ
desired_name 証明書に使うプリンシパル名を指定します。

time_req 証明書の有効期間を秒で指定します。証明書の有効期間を可能な範囲で最も長くした
い場合は、 GSS_C_INDEFINITE を指定します。

desired_mechs 証明書と一緒に使いたいセキュリティ機構の OID セットを指定します。アプリケー
ションの移植性を高めるには、 GSS_C_NULL_OID_SET を指定して、デフォルトの
セキュリティ機構を要求します。

cred_usage 次のいずれかを指定します。

GSS_C_BOTH 「コンテキスト起動側がセキュリティコンテキストの起動ま
たは受け入れのどちらにも使うことができる証明書」を要求
する場合に指定します。

GSS_C_INITIATE 「コンテキスト起動側がセキュリティコンテキストの起動に
だけ使うことができる証明書」を要求する場合に指定しま
す。
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GSS_C_ACCEPT 「コンテキスト起動側がセキュリティコンテキストの受け入
れにだけ使うことができる証明書」を要求する場合に指定し
ます。

出力パラメータ
output_cred_handle 要求した証明書のハンドルが、このパラメータを通して返されます。

actual_mechs 証明書を使える機構 (１つ以上) が、このパラメータを通して返されます。この情報
は、オプションです。機構を知る必要がない場合は、NULL を指定します。

time_rec 取得した証明書の実際の有効期間が、このパラメータを通して返されます。単位は秒
です。この情報は、オプションです。実際の有効期間を知る必要がない場合は、
NULL を指定します。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のある GSS のステータスコードは、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_BAD_MECH 要求されたセキュリティ機構がサポートされていないか、利用できない。

GSS_S_BAD_NAMETYPE desired_name パラメータで渡された名前がサポートされていない。

GSS_S_BAD_NAME desired_name パラメータで渡された名前が正しくなかった。

GSS_S_CREDENTIALS_EXPIRED

指定された証明書は、有効期間が終了していたために、取得できなかった。

GSS_S_NO_CRED 指定された名前の証明書が見つからなかった。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

著者
gss_acquire_cred() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_init_sec_context(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_add_cred( ) − 証明書への証明書要素の追加

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_add_cred (

OM_uint32 *minor_status,

const gss_cred_id_t input_cred_handle,

const gss_name_t desired_name,

const gss_OID desired_mech,

gss_cred_usage_t cred_usage,

OM_uint32 initiator_time_req,

OM_uint32 acceptor_time_req,

gss_cred_id_t *output_cred_handle,

gss_OID_set *actual_mechs,

OM_uint32 *initiator_time_rec,

OM_uint32 *acceptor_time_rec);

説明
gss_add_cred() は、証明書に証明書要素を追加するためのルーチンです。証明書要素は、その要素で参照
するプリンシパルの名前で識別します。

desired_name として GSS_C_NO_NAME を指定して呼び出すと、このルーチンは 「gss_init_sec_con-

text() または gss_accept_sec_context() へ証明書が渡されたときにデフォルト動作が起動される」
ような証明書要素の追加が要求されたと解釈します。このルーチンでは、新しく取得した証明書要素と既存の
すべての証明書要素の両方を含む新しい証明書を作成することも、既存の証明書に新しい証明書要素を追加す
ることもできます。つまり、 output_cred_handle パラメータとして NULL を指定すれば、新しい証明書要素
が、 input_cred_handle で指定した証明書に追加されます。また、 output_cred_handle パラメータとして有
効なポインターを指定すれば、新しい証明書ハンドルが作成されます。

input_cred_handle として GSS_C_NO_CREDENTIAL を指定すると、 gss_add_cred() は、デフォルト動
作に従って証明書を作成します。

入力パラメータ
input_cred_handle 証明書要素を追加する証明書構造体のハンドルを指定します。 GSS_C_NO_CREDEN-

TIAL を指定すると、このルーチンはデフォルト動作に従って新しい証明書を作成し
ます。

desired_name 証明書要素の追加先証明書を獲得するために必要な、その証明書の所有者のプリンシ
パル名を指定します。

desired_mechs 新しい証明書を使う可能性があるセキュリティ機構の OID セットを指定します。
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initiator_time_req セキュリティコンテキストの起動に使う証明書の有効期間を秒で指定します。作成す
る証明書が GSS_C_ACCEPT タイプの場合、この引き数は無視されます。証明書の有
効期間を可能な範囲で最も長くしたい場合は、 GSS_C_INDEFINITE を指定しま
す。

acceptor_time_req セキュリティコンテキストの受け入れに使う証明書の有効期間を秒で指定します。作
成する証明書が GSS_C_INITIATE タイプの場合、この引き数は無視されます。証明
書の有効期間を可能な範囲で最も長くしたい場合は、 GSS_C_INDEFINITE を指定
します。

cred_usage 次のいずれかを指定します。

GSS_C_BOTH 「コンテキスト起動側がセキュリティコンテキストの起動ま
たは受け入れのどちらにも使うことができる証明書」を要求
する場合に指定します。

GSS_C_INITIATE 「コンテキスト起動側がセキュリティコンテキストの起動に
だけ使うことができる証明書」を要求する場合に指定しま
す。

GSS_C_ACCEPT 「コンテキスト起動側がセキュリティコンテキストの受け入
れにだけ使うことができる証明書」を要求する場合に指定し
ます。

出力パラメータ
output_cred_handle 新しい証明書要素と input_cred_handle の証明書要素をすべて含む新しい証明書が作

成されて、そのハンドルが、このパラメータを通して返されます。このパラメータと
して NULL を指定すると、新しい証明書要素が、 input_cred_handle で指定した証
明書に追加されます。

actual_mechs 証明書を使える機構 (１つ以上) が、このパラメータを通して返されます。この情報
は、オプションです。機構を知る必要がない場合は、NULL を指定します。

initiator_time_rec 指定した機構でセキュリティコンテキストを起動するために必要な証明書の実際の有
効期間が、このパラメータを通して返されます。単位は秒です。証明書の有効期間を
チェックしないシステムや機構では、値 GSS_C_INDEFINITE が返されます。

acceptor_time_rec 指定した機構でセキュリティコンテキストを受け入れるために必要な証明書の実際の
有効期間が、このパラメータを通して返されます。単位は秒です。証明書の有効期間
をチェックしないシステムや機構では、値 GSS_C_INDEFINITE が返されます。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のある GSS のステータスコードは、次のとおりです。
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GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_BAD_MECH 要求されたセキュリティ機構がサポートされていないか、利用できない。

GSS_S_BAD_NAMETYPE desired_name パラメータで渡された名前がサポートされていない。

GSS_S_BAD_NAME desired_name パラメータで渡された名前が正しくなかった。

GSS_S_DUPLICATE_ELEMENT

指定された証明書には要求された機構の要素がすでにあり、しかも、そこに設定さ
れている用途や有効期間が、指定されたものと同じである。

GSS_S_CREDENTIALS_EXPIRED

指定された証明書の有効期間が終了していたために、証明書要素を追加できなかっ
た。

GSS_S_NO_CRED 指定された名前の証明書が見つからなかった。

著者
gss_add_cred() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_init_sec_context(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_add_oid_set_member( ) − オブジェクト識別子 (OID) セットへの OID の追加

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_add_oid_set_member (

OM_uint32* minor_status,

gss_OID* member_OID,

gss_OID_set* OID_set)

説明
gss_add_oid_set_member() は、オブジェクト識別子セットに新しいオブジェクト識別子を追加するため
のルーチンです。 OID セットが存在しない場合は、 gss_create_empty_oid_set() ルーチンを使うこと
で、空の OID セットを新しく作成できます。

入力パラメータ
member_OID OID セットへ追加する OID を指定します。

OID_set 追加先 OID セットを指定します。

出力パラメータ
minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

著者
gss_add_oid_set_member() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_create_empty_oid_set(3), gss_acquire_cred(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_canonicalize_name( ) − 内部名から内部機構名 (MN) 表現への変換 (不透明な内部名から正式名称への変
換)

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_canonicalize_name (

OM_uint32 *minor_status,

const gss_name_t input_name,

const gss_OID *mech_type,

gss_name_t *output_name)

説明
gss_canonicalize_name() は、内部名から正式な機構名 (MN) を生成するためのルーチンです。対象と
なる内部名に制限はありません。いま、起動側が、 mech_type を唯一のメンバーとするオブジェクト識別子
(OID) セットと input_name を指定して gss_acquire_cred() を呼び出し、その呼び出しが成功した後
で、認証機構として mech_type を指定して gss_init_sec_context() を呼び出した場合を考えてくださ
い。この状況で、コンテキストの認証が成功したときにコンテキスト受け入れ側に返された名前が、入力パラ
メータとして input_name と mech_type を指定してこのルーチンを呼び出したときに返ってくる機構名にな
ります。

入力パラメータ
input_name 正式名の生成対象にする名前を指定します。

mech_type 正式名を必要とする認証機構を指定します。対象となる認証機構は、明示的に指定し
なければなりません。デフォルト値はありません。

出力パラメータ
output_name 結果として得られた正式名が、このパラメータを通して返されます。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性があるステータスコードは、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_BAD_MECH 指定された機構がサポートされていない。

GSS_S_BAD_NAMETYPE 指定された内部名の構成要素は、指定された機構で処理できない。

GSS_S_BAD_NAME 指定された内部名の形式が正しくない。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。
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著者
gss_canonicalize_name() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_compare_name(3), gss_import_name(3), gss_release_name(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_compare_name( ) − ２つの内部名が等価であるかどうかを調べるための比較 (アプリケーションが使う
ルーチン)

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_compare_name (

OM_uint32 *minor_status,

const gss_name_t name1,

const gss_name_t name2,

int *name_equal)

説明
アプリケーションは gss_compare_name() ルーチンを使うことで、２つの内部名を比較し、同じであるか
どうかを調べることができます。ただし、このルーチンは、名前を解決して、同じオブジェクトを参照してい
るかどうかを調べるわけではありません。指定された名前を単純に比較して、等価であるかどうかを調べるだ
けです。 gss_compare_name() に対して示された名前のいずれかが匿名プリンシパルであると、このルー
チンは、２つの名前が同じ身元を参照していないと判断します。

入力パラメータ
name1 １つ目の内部名を指定します。

name2 ２つ目の内部名を指定します。

出力パラメータ
name_equal 次のいずれかの値が、このパラメータを通して返されます。

True 名前は同じである。

False 名前は同じではない。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_BAD_NAMETYPE name1 パラメータまたは name2 パラメータで渡された名前がサポートされてい
ない。

GSS_S_BAD_NAME name1 パラメータまたは name2 パラメータで渡された名前が正しくない。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。
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著者
gss_compare_name() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_import_name(3), gss_release_name(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_context_time( ) − コンテキストの有効期間のチェック

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_context_time (

OM_uint32 *minor_status,

const gss_ctx_id_t context_handle,

OM_int32 *time_rec)

説明
gss_context_time() は、コンテキストの有効期間 (単位は秒) をチェックするためのルーチンです。

入力パラメータ
context_handle チェック対象のコンテキストを指定します。

出力パラメータ
time_rec コンテキストが、このパラメータを通して返されます。単位は秒です。コンテキスト

の有効期間がすでに終了している場合は、０ (ゼロ) が返されます。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_CONTEXT_EXPIRED

コンテキストの有効期間がすでに終了している。

GSS_S_NO_CONTEXT context_handle パラメータで指定されたコンテキストが正しくない。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

著者
gss_context_time() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_create_empty_oid_set( ) − メンバーを追加できる空の OID セットの新規作成

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_create_empty_oid_set (

OM_uint32 *minor_status,

gss_OID_set *OID_set);

説明
gss_create_empty_oid_set( ) は、空の OID セットを新しく作成するためのルーチンです。コンテキス
ト起動側は、新しく作成された OID セットにメンバーを追加できます。 OID セットにメンバーを追加するに
は、 gss_add_oid_set_member( ) ルーチンを使います。 gss_acquire_cred( ) ルーチンに入力する機
構の OID セットは、これらのルーチンを使って作成します。

入力パラメータ
OID_set 作成する OID セットを指定します。

出力パラメータ
minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

著者
gss_create_empty_oid_set() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_add_oid_set_member(3), gss_acquire_cred(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_delete_sec_context( ) − セキュリティコンテキストの削除

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_delete_sec_context (

OM_uint32 *minor_status,

gss_ctx_id_t *context_handle,

gss_buffer_t output_token_buffer)

説明
gss_delete_sec_context( ) は、セキュリティコンテキストを削除するためのルーチンです。このルーチ
ンは、セキュリティコンテキストに対応するローカルデータ構造体も削除します。このルーチンは、コンテキ
ストを削除するときに、必要に応じてトークンを生成します。アプリケーションはこのトークンを、コンテキ
スト受け入れ側に渡します。コンテキスト受け入れ側はこのトークンを受け取ると、それを gss_pro-

cess_context_token( ) ルーチンに渡し、コンテキストとそれに対応するすべてのローカルデータ構造体
を削除するにように指示します。

コンテキストが削除されると、アプリケーションはセキュリティサービスを受けようとしても、 context_han-

dle パラメータを使えなくなります。

入力パラメータ
context_handle 削除対象コンテキストのコンテキストハンドルを指定します。

出力パラメータ
minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

output_token_buffer コンテキスト受け入れ側に渡すトークンが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

GSS_S_NO_CONTEXT 指定されたコンテキストハンドルが、有効なコンテキストを参照していなかった。

著者
gss_delete_sec_context() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_accept_sec_context(3), gss_init_sec_context(3), gss_process_context_token(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
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MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_display_name( ) − 不透明な内部名のテキスト表現取得 (アプリケーションが使うルーチン)

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_display_name (

OM_uint32 *minor_status,

const gss_name_t input_name,

gss_buffer_t output_name_buffer,

gss_OID *output_name_type)

説明
gss_display_name( ) は、アプリケーションが不透明な内部名をテキスト形式で取得するために使うルー
チンです。アプリケーションは、取得したテキストを使って名前を表示できます。ただし、印刷はできませ
ん。

入力パラメータ
input_name テキストに変換する名前を指定します。

出力パラメータ
output_name_buffer 文字列で表された名前が、このパラメータを通して返されます。

output_name_type 表示する名前のタイプが、静的領域を指すポインターとして、このパラメータを通し
て返されます。アプリケーションは、このポインターを読み取り専用として扱う必要
があります。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_BAD_NAMETYPE input_name パラメータで渡された名前が認識できない。

GSS_S_BAD_NAME input_name パラメータで渡された名前が正しくない。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

著者
gss_display_name() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_compare_name(3), gss_import_name(3), gss_release_name(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
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MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_display_status( ) − GSSAPI ステータスコードのテキスト表現の取得 (アプリケーションがユーザーへの
表示やログ用に使うルーチン)

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_display_status (

OM_uint32 *minor_status,

int status_value,

int status_type,

const gss_OID mech_type,

int *message_context,

gss_buffer_t status_string)

説明
gss_display_status( ) は、コンテキスト起動側がステータスコードのテキスト表現を取得するための
ルーチンです。アプリケーションは、このテキスト表現を使い、メッセージを表示してユーザーに知らせた
り、ログに記録したりすることができます。１つのステータス値で複数のエラーが示される場合があるので、
このルーチンでは、呼び出し側アプリケーションが、１つのステータスコードにメッセージが複数個ある場合
も処理できるようになっています。

message_context パラメータを通して返ってくる値は、アプリケーションが status_value パラメータから抽出
すべきエラーメッセージがまだ残っているかどうかを示しています。アプリケーションは、このルーチンを最
初に呼び出すときに、 message_context パラメータを０ (ゼロ) に初期化して渡さなければなりません。そう
することによって、最初は１番目のメッセージが返されます。読み取るメッセージが他にもあると、
gss_display_status( ) ルーチンは０以外の値を返します。その場合、アプリケーションは必要に応じて
gss_display_status( ) を繰り返し呼び出します。それぞれの呼び出しに対して、テキスト文字列が１つ
ずつ生成されます。

入力パラメータ
status_value 変換するステータス値を指定します。

status_type 次のいずれかのステータスタイプを指定します。

GSS_C_GSS_CODE メジャーステータス - GSS のステータスコード

GSS_C_MECH_CODE マイナーステータス - 機構 (K erberos など ) のステータス
コード

mech_type 使っているセキュリティ機構を指定します (機構によってステータスコードの定義が
違うため )。システムのデフォルトを得る場合は、 GSS_C_NULL_OID を指定しま
す。
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入出力パラメータ
message_context ステータスコードから読み取るべきメッセージがまだ残っているかどうかを示しま

す。アプリケーションは、このルーチンを最初に呼び出すときに、このパラメータを
０ (ゼロ) に初期化します。そうすることで、このルーチンは、最初に１番目のメッ
セージを返します。読み取るべきメッセージがまだ残っていると、ルーチンはこのパ
ラメータに０以外の値をセットして返します。アプリケーションは、 message_con-

text パラメータが再度０になるまで、このルーチンを繰り返し呼び出して、次のメッ
セージを順次取得します。

出力パラメータ
status_string ステータス値がテキストメッセージにされ、このパラメータを通して返されます。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_BAD_MECH 変換に必要な機構が、サポートされていないか利用できない。

GSS_S_BAD_STATUS 指定されたステータス値が認識できなかったか、または指定されたステータスタイ
プが GSS_C_GSS_CODE または GSS_C_MECH_CODE のいずれでもなかった。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

著者
gss_display_status() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_duplicate_name( ) − 既存内部名の正確な複製の作成 (アプリケーションが使うルーチン)

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_duplicate_name (

OM_uint32 *minor_status,

const gss_name_t src_name,

gss_name_t *dest_name)

説明
gss_duplicate_name( ) は、すでに存在する内部名 src_name の正確な複製を作成するためのルーチンで
す。新しい dest_name は、 src_name とは別の独立した１個の名前として扱われます。

入力パラメータ
src_name 複製する内部名です。

出力パラメータ
dest_name src_name の複製が、このパラメータを通して返されます。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_BAD_NAME src_name パラメータの形式が正しくない。

著者
gss_duplicate_name() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_display_name(3), gss_import_name(3), gss_release_name(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_export_name() − 直接比較に適した形式への機構名 (MN) の変換

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_export_name (

OM_uint32 *minor_status,

const gss_name_t input_name,

gss_buffer_t exported_name)

説明
gss_export_name() は、機構名 (MN) をエクスポート形式に変換するためのルーチンです。

入力パラメータ
input_name エクスポートする機構名 (MN) を指定します。

出力パラメータ
exported_name input_name を正式な連続文字列形式に変換したものが、このパラメータを通して返

されます。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_BAD_NAMETYPE input_name パラメータで渡された名前が認識できない。

GSS_S_BAD_NAME ルーチンは input_name パラメータを、指定されたタイプの名前として解釈でき
ない。

GSS_S_NAME_NOT_MN 指定された内部名が機構名ではない。

著者
gss_export_name() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_compare_name(3), gss_display_name(3), gss_release_name(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_export_sec_context() − 同じマシン上の他のプロセスへのセキュリティコンテキストのエクスポート

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_export_sec_context (

OM_uint32 *minor_status,

gss_ctx_id_t *context_handle,

gss_buffer_t interprocess_token)

説明
gss_export_sec_context( ) は、呼び出し元プロセスのセキュリティコンテキストを非アクティブ化し、
プロセス間トークンを作成します。 gss_import_sec_context( ) を呼び出した他のプロセスにこのトー
クンが渡されると、そのプロセスでコンテキストが再びアクティブ化されます。

同じコンテキストで同時にアクティブにしておけるインスタンスは、１つだけです。セキュリティコンテキス
トをエクスポートしてしまうと、コンテキストエクスポート側は、そのセキュリティコンテキストにアクセス
できなくなります。そのかわり、元のコンテキストとは機能的に同じ gss_ctx_id_t が作成されます。

プロセス間トークンの作成が成功すると、実際のシステムでは、そのセキュリティコンテキストに関連するプ
ロセス単位のリソース割り当てがすべて解除され、 context_handle が GSS_C_NO_CONTEXT にセットされま
す。セキュリティコンテキストを渡せるかどうかは、コンテキスト作成時に、 gss_init_sec_context()

または gss_accept_sec_context() から返される出力パラメータ ret_flags に GSS_C_TRANS_FLAG

ビットがセットされているかどうかで示されます。

入力パラメータ
context_handle エクスポート対象コンテキストのコンテキストハンドルを指定します。

interprocess_token コンテキストのエクスポート先プロセスへ転送するトークンを指定します。

出力パラメータ
minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_CONTEXT_EXPIRED

コンテキストの有効期間が終了している。

GSS_S_NO_CONTEXT 指定されたコンテキストハンドルが、有効なコンテキストを参照していなかった。

GSS_S_UNAVAILABLE 操作がサポートされていない。
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著者
gss_export_sec_context() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_import_sec_context(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_get_mic( ) − 暗号化したメッセージ完全性コード (MIC) の作成とトークンへの設定

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_get_mic (

OM_uint32 *minor_status,

const gss_ctx_id_t context_handle,

gss_qop_t qop_req,

const gss_buffer_t message_buffer,

gss_buffer_t msg_token)

説明
gss_get_mic( ) ルーチンは、指定されたメッセージに対して暗号化したメッセージ完全性コード (MIC) を
作成するとともに、その MIC をトークンに入れて返し、相手アプリケーションに転送できるようにします。
使用する機構で複数の暗号化アルゴリズムがサポートされている場合は、 qop_req パラメータによって、適用
する暗号化アルゴリズムを選択することができます。

入力パラメータ
context_handle メッセージを送信するコンテキストを指定します。

qop_req 暗号化アルゴリズムまたは保護品質を指定します。使用する機構で決められているデ
フォルトの保護品質を受け入れるには、 GSS_C_QOP_DEFAULT を指定します。

message_buffer 保護の対象にするメッセージを指定します。

出力パラメータ
msg_token 封印されたメッセージをこのルーチンから受け取るためのバッファーです。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_CONTEXT_EXPIRED

コンテキストの有効期間が終了している。

GSS_S_CREDENTIALS_EXPIRED

指定されたコンテキストは存在するが、付随している証明書の有効期間が終了して
いる。

GSS_S_NO_CONTEXT context_handle パラメータで指定されたコンテキストが有効ではなかった。
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GSS_S_BAD_QOP 指定された QOP がこの機構ではサポートされていない。

著者
gss_get_mic() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_verify_mic(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_import_name( ) − 印刷可能な名前の内部形式への変換

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_import_name (

OM_uint32 *minor_status,

const gss_buffer_t input_buffer_name,

const gss_OID input_name_type,

gss_name_t *output_name)

説明
gss_import_name( ) は、印刷可能な名前を内部形式に変換するためのルーチンです。

入力パラメータ
input_name_buffer 変換対象の印刷可能な名前が入っているバッファーを指定します。

input_name_type 印刷可能な名前のタイプを表すオブジェクト識別子を指定します。その場合、アプリ
ケーションは、 GSS_C_NULL_OID を指定して、システムでローカルに定義されてい
る印刷可能な形式を使うことも、実装されている GSSAPI によって登録した OID を
指定して、特定の名前空間を示すこともできます。

出力パラメータ
output_name 内部形式の名前が、このパラメータを通して返されます。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_BAD_NAMETYPE input_name パラメータで渡された名前が認識できない。

GSS_S_BAD_NAME input_name パラメータを、指定されたタイプの名前として解釈できない。

GSS_S_BAD_MECH 入力された名前タイプは GSS_C_NT_EXPORT_NAME であるが、 input_name 内
の機構がサポートされていない。

GSS_S_FAILURE 詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたステータスコードで調べてく
ださい。

著者
gss_import_name( ) は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。
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参照
gss_compare_name(3), gss_display_name(3), gss_export_name(3), gss_release_name(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_import_sec_context( ) − 同じマシン上の他のプロセスからのセキュリティコンテキストのインポート

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_import_sec_context (

OM_uint32 *minor_status,

const gss_buffer_t interprocess_token,

gss_ctx_id_t *context_handle)

説明
gss_import_sec_context( ) は、他のプロセスが確立したセキュリティコンテキストをインポートするた
めのルーチンです。指定されたプロセス間トークンをインポートできるのは、１度だけです。

入力パラメータ
interprocess_token 転送されてきたトークンを指定します。

出力パラメータ
context_handle 新たに再アクティブ化されたコンテキストのコンテキストハンドルが、このパラメー

タを通して返されます。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_NO_CONTEXT 受け取ったコンテキストハンドルが、有効なコンテキストを参照していなかった。

GSS_S_DEFECTIVE_TOKEN

トークンが無効であった。

GSS_S_UNAVAILABLE この操作がサポートされていない。

GSS_S_UNAUTHORIZED ローカルポリシーで禁止されているため、現在のプロセスは、このコンテキストを
インポートできない。

著者
gss_import_sec_context( ) は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_export_sec_context(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。

806 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



gss_indicate_mechs(3) gss_indicate_mechs(3)

名称
gss_indicate_mechs() − 使用可能なセキュリティ機構の調査 (アプリケーションが使うルーチン)

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_indicate_mechs (

OM_uint32 *minor_status,

gss_OID_set *mech_set)

説明
アプリケーションは、 gss_indicate_mechs( ) ルーチンを使うことで、どのセキュリティ機構が使えるか
を調べることができます。

出力パラメータ
mech_set サポートされているセキュリティ機構のセットが、このパラメータを通して返されま

す。 gss_OID_set の値は静的領域を指すポインターなので、コンテキスト起動側はこ
のパラメータを読み取り専用として扱わなければなりません。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

著者
gss_indicate_mechs( ) は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_init_sec_context() − コンテキスト起動側とコンテキスト受け入れ側との間でのセキュリティコンテキスト
の確立

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_init_sec_context (

OM_uint32 *minor_status,

const gss_cred_id_t claimant_cred_handle,

gss_ctx_id_t *context_handle,

gss_name_t target_name,

const gss_OID mech_type,

int req_flags,

int time_req,

const gss_channel_bindings_t input_channel_bindings,

const gss_buffer_t input_token,

gss_OID *actual_mech_types,

gss_buffer_t output_token,

int *ret_flags,

OM_int32 *time_rec)

説明
gss_init_sec_context() ルーチンは、コンテキスト起動側とコンテキスト受け入れ側との間でセキュリ
ティコンテキストを確立するときの第１段階で使います。アプリケーションの移植性を確保するには、
claimant_cred_handle パラメータに GSS_C_NO_CREDENTIAL を指定して、デフォルトの証明書を使いま
す。アプリケーションがさらに別の証明書を必要とする場合 (委任を使う場合など) は、明示的に証明書を指定
します。

アプリケーションが初めて gss_init_sec_context() ルーチンを呼び出すときは、 input_token パラメー
タに GSS_NO_BUFFER を指定します。このルーチンを呼び出すと、必要に応じて、コンテキスト受け入れ側
に転送するトークンが output_token を通して返されます。このトークンをコンテキスト受け入れ側に送る
と、コンテキスト受け入れ側はそのトークンを、 gss_accept_sec_context() ルーチンに渡します。

コンテキスト起動側にトークンが必要でなければ、 gss_init_sec_context() は、 output_token 引き数
の長さフィールドに０ (ゼロ) をセットして返します。

コンテキストを確立するために、呼びかけ側のアプリケーショがコンテキスト受け入れ側から応答トークンを
１つ以上受け取ることが必要な場合もあります。アプリケーションが応答トークンを必要としている場合、
gss_init_sec_context() ルーチンは、ステータス値を GSS_S_CONTINUE_NEEDED にして返します。ア
プリケーションは、コンテキスト受け入れ側から応答トークンを受け取ると、 gss_init_sec_context()

を再度呼び出して、その応答トークンを input_token パラメータを使って渡します。
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ret_flags パラメータおよび time_rec パラメータを使って返される値は、このルーチンから返ってくるステー
タスコードが GSS_S_COMPLETE であるときにだけ意味があります。ステータスコードがそれ以外の場合は、
定義されていません。

gss_init_sec_context() の最初の呼び出しが失敗した場合、コンテキストオブジェクトは作成されませ
ん。また、このことを示すため、 context_handle パラメータの値が GSS_C_NO_CONTEXT のままにされま
す。

入力パラメータ
claimant_cred_handle 証明書のハンドルを指定します。デフォルトの証明書を使う場合は、

GSS_C_NO_CREDENTIAL を指定します。この場合、生成される証明書ハンドルは、
DCE のデフォルトログインコンテキストを参照しています。デフォルトの起動側が
定義されていないと、このルーチンは GSS_S_NO_CRED を返します。

target_name コンテキスト受け入れ側の名前を指定します。

mech_type セキュリティ機構を指定します。システム固有のデフォルトを指定する場合は、
GSS_C_NO_OID を指定します。

req_flags コンテキストでサポートするサービスオプションの要求を、対応する各フラグで指定
します。次のシンボル名が、これらのフラグに対して用意されています。指定したす
べてのシンボル名の論理和をとった値が、ビットマスクの値になります。

GSS_C_DELEG_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 証明書をコンテキスト受け入れ側に委任する。

偽 証明書を委任しない。

GSS_C_MUTUAL_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 コンテキスト受け入れ側に、自分自身の認証を示すように要求する。

偽 コンテキスト起動側に、自分自身の認証を示すようには要求しない。

GSS_C_REPLAY_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 同じ署名付きメッセージや封印されたメッセージの繰り返しを検出す
る。

偽 同じメッセージが繰り返されても検出しない。

GSS_C_SEQUENCE_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 署名付きメッセージや封印されたメッセージのシーケンス誤りを検出す
る。

偽 署名付きメッセージや封印されたメッセージにシーケンス誤りがあって
も検出しない。
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GSS_C_CONF_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 機密性サービスが利用できる。

偽 メッセージごとの機密性サービスは不要である。

GSS_C_INTEG_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 完全性サービスが利用できる。

偽 メッセージごとの完全性サービスは不要である。

GSS_C_ANON_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 起動側の身元を、受け入れ側には明らかにしない。

偽 認証を通常の処理として行う。

time_req コンテキストの有効期間を秒数で指定します。デフォルトの有効期間を使う場合は、
０ (ゼロ) を指定します。

input_chan_bindings コンテキスト起動側で設定するバインディングを指定します。コンテキスト起動側
は、この指定によって、チャネル識別情報とセキュリティコンテキストを安全にバイ
ンドできます。チャネルバインディングを使わない場合は、 GSS_C_NO_CHAN-

NEL_BINDINGS を指定します。

input_token コンテキスト受け入れ側から受信したトークン (応答トークン) を指定します。

アプリケーションがこのルーチンを初めて呼び出すときは、 GSS_NO_BUFFER を指
定します。その後の呼び出しで、コンテキスト受け入れ側から受信したトークンを指
定します。

入出力パラメータ
context_handle 新しいコンテキストのコンテキストハンドルを指定します。

アプリケーションがこのルーチンを初めて呼び出すときは、 GSS_C_NO_CONTEXT

を指定します。その後の呼び出しでは、最初の呼び出しで返されたハンドル値を使い
ます。

出力パラメータ
actual_mech_type 実際に使われる機構の OID が、このパラメータを通して返されます。この情報が不

要な場合は、NULL を指定します。

output_token コンテキスト受け入れ側に送信するトークンが、このパラメータを通して返されま
す。ただし、返されたバッファーの長さフィールドが０ (ゼロ) の場合は、トークンが
送信されません。

ret_flags 個別のフラグを６個含むビットマスクが、このパラメータを通して返されます。それ
ぞれのフラグは、対応するサービスオプションがそのコンテキストでサポートされて
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いることを示しています。この情報が不要な場合は、NULL を指定します。各フラグ
に対して、次のシンボル名が用意されています。

GSS_C_DELEG_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 証明書は、コンテキスト受け入れ側に委任されている。

偽 証明書は委任されていない。

GSS_C_MUTUAL_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 コンテキスト受け入れ側に、自分自身の認証を示すように要求した。

偽 コンテキスト受け入れ側に、自分自身の認証を示すようには要求してい
ない。

GSS_C_REPLAY_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 同じ署名付きメッセージや封印されたメッセージの繰り返しを検出す
る。

偽 同じメッセージが繰り返されても検出しない。

GSS_C_SEQUENCE_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 署名付きメッセージや封印されたメッセージのシーケンス誤りを検出す
る。

偽 署名付きメッセージや封印されたメッセージにシーケンス誤りがあって
も検出しない。

GSS_C_CONF_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 gss_seal() ルーチンを呼び出すことで、機密性サービスを利用でき
る。

偽 機密性サービスは利用できない (機密性は、メッセージのカプセル化、
データ発生元の認証、および完全性のサービスだけを行う、
gss_seal() ルーチンを使って実現することができる)。

GSS_C_INTEG_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 gss_get_mic() ルーチンまたは gss_wrap() ルーチンを呼び出す
ことで、完全性サービスを利用することができる。

偽 メッセージごとの完全性サービスは利用できない。

GSS_C_ANON_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 起動側の身元を、受け入れ側には明らかにしない。
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偽 認証を通常の処理として行う。

GSS_C_PROT_READY_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 返されたメジャーステータスが GSS_S_COMPLETE または
GSS_S_CONTINUE_NEEDED であれば、 (GSS_C_CONF_FLAG および
GSS_C_INTEG_FLAG のステータスで指定された) 保護サービスを利用
できる。

偽 返されたメジャーステータスが GSS_S_COMPLETE の場合にだけ、
(GSS_C_CONF_FLAG および GSS_C_INTEG_FLAG のステータスで指
定された) 保護サービスを利用できる。

GSS_C_TRANS_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 最終的に決まったセキュリティコンテキストを、他のプロセスに渡すこ
とができます。

偽 セキュリティコンテキストを渡せない。

time_rec コンテキストの有効期間が、このパラメータを通して返されます。単位は秒です。有
効期間のチェックをサポートしていない機構では、値 GSS_C_INDEFINITE が返さ
れます。証明書の有効期間情報が不要な場合は、NULL を指定します。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_BAD_BINDINGS input_token パラメータに、 input_chan_bindings パラメータの指定とは異なる
チャネルバインディングが入っていた。

GSS_S_BAD_NAMETYPE target_name パラメータに、無効な名前タイプまたはサポートされていない名前
タイプが入っていた。

GSS_S_BAD_NAME target_name パラメータで渡された名前の形式が間違っている。

GSS_S_BAD_SIG input_token パラメータに入っている署名が無効か、または検証できなかった。

GSS_S_CONTINUE_NEEDED

コンテキストの確立を完了させるためには、コンテキスト受け入れ側から受信した
トークン (応答トークン) を指定して、再度、 gss_init_sec_context() ルー
チンを呼び出す必要がある。

GSS_S_CREDENTIALS_EXPIRED

参照された証明書の有効期間が終了していた。
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GSS_S_DEFECTIVE_CREDENTIAL

チェックの結果、証明書に整合性のないことが判明した。

GSS_S_DEFECTIVE_TOKEN

チェックの結果、 input_token パラメータに整合性のないことが判明した。

GSS_S_DUPLICATE_TOKEN

input_token パラメータはすでに処理されている。コンテキスト確立中にこの致命
的なエラーが発生すると、コンテキストの確立は続けられない。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

GSS_S_NO_CONTEXT 指定されたコンテキストハンドルの参照先コンテキストが無効であった。

GSS_S_OLD_TOKEN input_token パラメータが古すぎる。コンテキスト確立中にこの致命的なエラーが
発生すると、コンテキストの確立は続けられない。

GSS_S_NO_CRED 指定された証明書が無効であるためにコンテキストを起動することができなかった
か、証明書ハンドルが証明書を参照していなかった。

GSS_S_BAD_MECH 受信したトークンが、サポートされていない機構を指定している。

著者
gss_init_sec_context() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_accept_sec_context(3), gss_delete_sec_context(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_inquire_context() − セキュリティコンテキストに関する情報の取得

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_inquire_context (

OM_uint32 *minor_status,

const gss_ctx_id_t context_handle,

gss_name_t *src_name,

gss_name_t *target_name,

OM_uint32 *lifetime_rec,

gss_OID *mech_type)

OM_uint32 *ctx_flags,

int *locally_initiated,

int *open)

説明
gss_inquire_context() は、アプリケーションがセキュリティコンテキストに関する情報を取得するため
のルーチンです。呼び出し元アプリケーションは、このルーチンを呼び出す前に、 gss_acquire_cred()

ルーチンを使って証明書のハンドルを取得しておく必要があります。

入力パラメータ
context_handle セキュリティコンテキストを参照するハンドルです。

出力パラメータ
src_name コンテキスト起動側の名前です。匿名認証を使って確立されたコンテキストでは、コ

ンテキスト受け入れ側のアプリケーションがこの gss_inquire_context() ルー
チンを呼び出すと、匿名が返されます。この情報が不要な場合は、NULL を指定しま
す。

context_handle コンテキスト受け入れ側の名前です。コンテキスト受け入れ側が自分自身の認証を
行っていない場合に、起動側がターゲット名を指定しないで gss_init_sec_con-

text() ルーチンを呼び出すと、値 GSS_C_NO_NAME が返されます。この情報が不
要な場合は、NULL を指定します。

lifetime_rec 証明書の有効期間が、このパラメータを通して返されます。単位は秒です。証明書の
有効期間が終了していると、このパラメータを通して０ (ゼロ) が返されます。証明書
に有効期間の制限がない場合は、このパラメータを通して値 GSS_C_INDEFINITE

が返されます。有効期間の情報が不要な場合は、NULL を指定します。

targ_name コンテキスト受け入れ側の名前です。アプリケーションは、使用後、
gss_release_name() を呼び出して、この名前に対応する記憶領域を解放しなけれ
ばなりません。
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mech_type コンテキストを提供するセキュリティ機構です。この情報が不要な場合は、NULL を
指定します。

ctx_flags 複数の個別のフラグを指定します。それぞれのフラグは、コンテキストが各サービス
オプションをサポートすることを要求します。次のシンボル名が、各フラグに対して
用意されています。このシンボル名で論理和をとって、ビットマスク値を得ます。

GSS_C_DELEG_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 証明書は、コンテキスト受け入れ側に委任されている。

偽 証明書は委任されていない。

GSS_C_MUTUAL_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 コンテキスト受け入れ側に、自分自身の認証を示すように要求した。

偽 コンテキスト起動側側に、自分自身の認証を示すようには要求していな
い。

GSS_C_REPLAY_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 同じ署名付きメッセージや封印されたメッセージの繰り返しを検出す
る。

偽 同じメッセージが繰り返されても検出しない。

GSS_C_SEQUENCE_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 署名付きメッセージや封印されたメッセージのシーケンス誤りを検出す
る。

偽 署名付きメッセージや封印されたメッセージにシーケンス誤りがあって
も検出しない。

GSS_C_CONF_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 機密性サービスを利用できる。

偽 機密性サービスは利用できない。

GSS_C_INTEG_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 完全性サービスを利用できる。

偽 メッセージごとの完全性サービスは利用できない。

GSS_C_ANON_FLAG。真／偽の意味は、次のとおりです。

真 起動側の身元を、受け入れ側には明らかにしない。
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偽 認証を通常の処理として行う。

cred_usage アプリケーションがこの証明書をどの用途に使えるかを示す情報 (用途情報) が、この
パラメータを通して返されます。用途情報の値は次のいずれかです。

GSS_C_INITIATE

GSS_C_ACCEPT

GSS_C_BOTH

用途情報が不要な場合は、NULL を指定します。

mechs 証明書がサポートしているセキュリティ機構のセットが、このパラメータを通して返
されます。この情報が不要な場合は、NULL を指定します。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_NO_CONTEXT 参照先のコンテキストにアクセスできなかった。

GSS_S_DEFECTIVE_CREDENTIAL

証明書が正しくなかった。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

GSS_S_NO_CRED 証明書にアクセスできなかった。

著者
gss_inquire_context() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_acquire_cred(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_inquire_cred() − 証明書に関する情報の取得 (アプリケーションが使うルーチン)

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_inquire_cred (

OM_uint32 *minor_status,

const gss_cred_id_t cred_handle,

gss_name_t *name,

OM_uint32 *lifetime,

int *cred_usage,

gss_OID_set *mechs)

説明
gss_inquire_cred() は、アプリケーションが証明書に関する情報を取得するためのルーチンです。呼び出
し元アプリケーションは、このルーチンを呼び出す前に、 gss_acquire_cred() ルーチンを使って証明書
のハンドルを取得しておく必要があります。

入力パラメータ
cred_handle 対象とする証明書のハンドルを指定します。デフォルトの証明書に関する情報を取得

するには、 GSS_C_NO_CREDENTIAL を指定します。

出力パラメータ
name 証明書に載っているプリンシパル名が、このパラメータを通して返されます。プリン

シパル名が不要な場合は、NULL を指定します。

lifetime 証明書の有効期間が、このパラメータを通して返されます。単位は秒です。

証明書の有効期間が終了していると、このパラメータを通して０ (ゼロ) が返されま
す。証明書に有効期間の制限がない場合は、このパラメータを通して値
GSS_C_INDEFINITE が返されます。有効期間の情報が不要な場合は、NULL を指
定します。

cred_usage アプリケーションがこの証明書をどの用途に使えるかを示す情報 (用途情報) が、この
パラメータを通して返されます。用途情報の値は次のいずれかです。

GSS_C_INITIATE

GSS_C_ACCEPT

GSS_C_BOTH

用途情報が不要な場合は、NULL を指定します。

mechs 証明書がサポートしているセキュリティ機構のセットを返します。
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minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_CREDENTIALS_EXPIRED

証明書の有効期間が終了している。 lifetime パラメータとして NULL が渡された
場合は、０ (ゼロ) がセットされている。

GSS_S_DEFECTIVE_CREDENTIAL

証明書が正しくなかった。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

GSS_S_NO_CRED 証明書にアクセスできなかった。

著者"
gss_inquire_cred() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_acquire_cred(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_inquire_cred_by_mech() − 特定の機構に関する証明書の情報取得 (アプリケーションが使うルーチン)

構文
#include <gssapi.h>.B

OM_uint32 gss_inquire_cred_by_mech (

OM_uint32 *minor_status ,

const gss_cred_id_t cred_handle ,

const gss_OID *mech_type )

gss_name_t *name ,

OM_uint32 *initiator_lifetime ,

OM_uint32 *acceptor_lifetime,

int *cred_usage)

説明
gss_inquire_cred_by_mech() は、特定の機構に関する証明書の情報を取得するためのルーチンです。

入力パラメータ
cred_handle 情報取得の対象にする証明書のハンドルを指定します。デフォルトの証明書に関する

情報を取得するには、 GSS_C_NO_CREDENTIAL を指定します。

mech_type 情報取得の対象にするセキュリティ機構のセットを指定します。

出力パラメータ
name 証明書に載っているプリンシパル名が、このパラメータを通して返されます。プリン

シパル名が不要な場合は、NULL を指定します。

initiator_lifetime 指定された機構に対してこの証明書でセキュリティコンテキストを起動できる有効期
間が、このパラメータを通して返されます。単位は秒です。証明書がコンテキストの
起動に使えなくなった場合や、その機構での証明書の用途が GSS_C_ACCEPT である
場合は、このパラメータに０がセットされて返されます。

実際のシステムで起動側証明書の有効期間チェックがサポートされていない場合は、
このパラメータに値 GSS_C_INDEFINITE が設定されて返されます。有効期間の情
報が不要な場合は、NULL を指定します。

acceptor_lifetime 指定された機構に対してこの証明書でセキュリティコンテキストを受け入れられる有
効期間が、このパラメータを通して返されます。単位は秒です。

実際のシステムで起動側証明書の有効期間チェックがサポートされていない場合は、
このパラメータに値 GSS_C_INDEFINITE が設定されて返されます。有効期間の情
報が不要な場合は、NULL を指定します。

cred_usage アプリケーションがこの証明書をどの用途に使えるかを示す情報 (用途情報) が、この
パラメータを通して返されます。用途情報の値は次のいずれかです。
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GSS_C_INITIATE

GSS_C_ACCEPT

GSS_C_BOTH

用途情報が不要な場合は、NULL を指定します。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_CREDENTIALS_EXPIRED

証明書の有効期間が終了している。 lifetime (initiator_lifetime, acceptor_lifetime)

パラメータとして NULL を指定した場合は、０ (ゼロ) がセットされている。

GSS_S_DEFECTIVE_CREDENTIAL

証明書が正しくなかった。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

GSS_S_NO_CRED 証明書にアクセスできなかった。

著者
gss_inquire_cred_by_mech() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_acquire_cred(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_inquire_mechs_for_name() − 特定の名前タイプをサポートしている機構のリスト取得

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_inquire_mechs_for_name (

OM_uint32 *minor_status,

const gss_name_t input_name,

gss_OID_set *mech_types)

説明
gss_inquire_mechs_for_name() は、GSS-API で実際にサポートされている機構のなかで、指定した名
前を処理できる可能性がある機構のセットを取得するためのルーチンです。

入力パラメータ
input_name 問い合わせの対象とする名前です。

出力パラメータ
mech_types 指定された名前をサポートしている可能性がある機構のセットが、このパラメータを

通して返されます。 gss_OID_set の値は静的領域へのポインターなので、コンテ
キスト起動側は読み取り専用として扱わなければなりません。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_BAD_NAME input_name パラメータの形式が正しくなかった。

GSS_S_BAD_NAMETYPE input_name パラメータに入っていた名前のタイプが無効であるか、またはサポー
トされていない。

著者
gss_inquire_mechs_for_name() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_inquire_names_for_mech() − 特定の機構でサポートされている名前タイプのリスト取得

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_inquire_names_for_mech (

OM_uint32 *minor_status,

const gss_OID *mechanism,

gss_OID_set *name_types)

説明
gss_inquire_names_for_mech() は、指定した機構でサポートされている名前タイプのセットを取得する
ためのルーチンです。

入力パラメータ
mechanism 問い合わせの対象とする機構です。

出力パラメータ
name_types 指定された機構でサポートされている名前タイプのセットが、このパラメータを通し

て返されます。 gss_OID_set の値は静的領域へのポインターなので、コンテキス
ト起動側は読み取り専用として扱わなければなりません。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

著者
gss_inquire_names_for_mech() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_process_context_token() − セキュリティサービスへのコンテキストの受け渡し

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_process_context_token (

OM_uint32 *minor_status,

const gss_ctx_id_t *context_handle,

const gss_buffer_t input_token_buffer)

説明
gss_process_context_token() は、 gss_delete_security_context() ルーチンで作成されたトー
クンをセキュリティサービスに渡すためのルーチンです。

トークンは、通常、コンテキストの確立手順またはメッセージごとのセキュリティサービスで使われます。コ
ンテキストの確立手順でトークンを使う場合は、 gss_init_sec_context() ルーチンまたは
gss_accept_sec_context() ルーチンにトークンを渡します。メッセージごとのセキュリティサービスで
使う場合は、トークンを gss_verify() ルーチンまたは gss_unseal() ルーチンに渡します。

gss_delete_security_context() ルー チ ン で 作 成 さ れ た トー ク ン は、 gss_process_con-

text_token() ルーチンでセキュリティサービスに渡し、処理させます。

入力パラメータ
context_handle セキュリティサービスがトークンを処理する際のコンテキストのハンドルを指定しま

す。

input_token_buffer 処理対象トークンの１バイト目を指す不透明なポインターを指定します。

出力パラメータ
minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_DEFECTIVE_TOKEN

チェックの結果、input_token パラメータで指定されたトークンに整合性のないこ
とが判明した。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

GSS_S_NO_CONTEXT 指定されたコンテキストハンドルが、有効なコンテキストを参照していなかった。
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著者
gss_process_context_token() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_accept_sec_context(3), gss_delete_sec_context(3), gss_init_sec_context(3), gss_verify_mic(3),

gss_unseal(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_release_buffer() − バッファーとして使っている記憶領域の解放

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_release_buffer (

OM_uint32 *minor_status,

gss_buffer_t buffer)

説明
gss_release_buffer() は、バッファーに使っている記憶領域を解放してそのバッファーを削除するため
のルーチンです。

入力パラメータ
buffer 削除対象のバッファーです。

出力パラメータ
minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

著者
gss_release_buffer() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_release_cred() − 証明書の削除マーク付け

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_release_cred (

OM_uint32 *minor_status,

gss_cred_id_t *cred_handle)

説明
gss_release_cred() は、GSSAPI を通して、不要になった証明書に削除のマークを付けるためのルーチ
ンです。

入力パラメータ
cred_handle 解放対象の不透明な証明書ハンドルが入っているバッファーを指定します。デフォル

トの証明書を解放するには、 GSS_C_NO_CREDENTIAL を指定します。

出力パラメータ
minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_NO_CRED 証明書にアクセスできなかった。

著者
gss_release_cred() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_release_name() − GSSAPI ルーチンによって内部名用に割り当てられている記憶領域の解放

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_release_name (

OM_uint32 *minor_status,

gss_name_t *name)

説明
gss_release_name() ルーチンは、内部名に使われている記憶領域を解放して、その内部名を削除します。

入力パラメータ
name 削除対象の名前です。

出力パラメータ
minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_BAD_NAME name パラメータに正しい名前が入っていなかった。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

著者
gss_release_name() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_compare_name(3), gss_display_name(3), gss_import_name(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_release_oid_set() − gss_OID_set オブジェクトに使われている記憶領域の解放

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_release_oid_set (

OM_uint32 *minor_status,

gss_OID_set *set)

説明
gss_release_oid_set() ルーチンは、GSSAPI ルーチンによって gss_OID_set 用に割り当てられている
記憶領域を解放します。

入力パラメータ
set 削除対象の記憶領域を使っている gss_OID_set を指定します。

出力パラメータ
minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

著者
gss_release_oid_set() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_test_oid_set_member() − OID のメンバーシップチェック

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_test_oid_set_member (

OM_uint32 *minor_status,

const gss_OID member_OID,

const gss_OID_set set,

int* is_present /* 1 = present, 0 = absent */ );

説明
gss_test_oid_set_member() は、特定の OID が特定の OID セットのメンバーであるかどうかを調べる
ためのルーチンです。 OID セットにメンバーを追加するには、 gss_add_oid_set_member() ルーチンを
使います。

gss_test_oid_set_member() ルーチンは、 gss_acquire_cred() ルーチンで得た actual_mechs 出力
パラメータの値を使って、OID のリストを取得します。そしてこのリストをチェックして、OID が OID セッ
ト の メ ン バー で あ る か ど う か を 調 べ ま す。 こ の ルー チ ン は、 gss_indicate_mechs() 、
gss_acquire_cred()、および gss_inquire_cred() で返された OID セットに対して使われることが前
提になっています。

入力パラメータ
member_OID OID セット内で検索する OID を指定します。

set チェック対象の OID セットを指定します。

出力パラメータ
is_present OID が OID セットのメンバーであるかどうかを示す値 (１または０) が、このパラ

メータを通して返されます。返された値の意味は次のとおりです。

1 指定された OID が、指定された OID セットに存在する、つまりメンバーであ
る。

0 指定された OID が、指定された OID セットに存在しない、つまりメンバーでは
ない。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。
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GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

著者
gss_test_oid_set_member() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_add_oid_set_member(3), gss_acquire_cred(3), gss_indicate_mechs(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_unwrap − 添付されているメッセージ完全性コード (MIC) を使ったメッセージチェックと、必要に応じた
メッセージ内容暗号化解除

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_unwrap (

OM_uint32 *minor_status,

gss_ctx_id_t context_handle,

gss_buffer_t input_message_buffer,

gss_buffer_t output_message_buffer,

int *conf_state,

gss_qop_t *qop_state)

説明
gss_unwrap() ルーチンは、保護されているメッセージを使用可能な形式に変換するとともに、埋め込まれ
ているメッセージ完全性コード (MIC) を検証します。メッセージが暗号化されていたかどうかは、出力パラ
メータ conf_state に示されます。また、機密性サービスと完全性サービスを行うために使われていた保護の品
質が、出力パラメータ qop_state に示されます。

入力パラメータ
context_handle メッセージが到着したコンテキストを指定します。

input_message_buffer 保護されているメッセージを指定します。

output_message_buffer

ラップ解除されたメッセージを受け取るためのバッファーを指定します。

出力パラメータ
conf_state 適用されていた機密性サービスおよび完全性サービスのレベルが、このパラメータを

通して返されます。レベルの値は次のとおりです。

ゼロ以外 機密性サービスと完全性サービスの両方が適用されていた。

ゼロ 完全性サービスだけが適用されていた。

qop_state 使われていた暗号化アルゴリズム (保護の品質) が、このパラメータを通して返されま
す。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。
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GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_BAD_SIG 署名が間違っていた。

GSS_S_CONTEXT_EXPIRED

コンテキストの有効期間が終了している。

GSS_S_CREDENTIALS_EXPIRED

コンテキストは認識できたが、対応する証明書の有効期間が終了している。

GSS_S_DEFECTIVE_TOKEN

チェックの結果、トークンに整合性のないことが判明した。

GSS_S_DUPLICATE_TOKEN

トークンも、そこに含まれている署名も、ともに正しかったが、トークン自体がす
でに処理されていた。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。 context_handle パラメータで指定されたコンテキストが
無効であった。

GSS_S_NO_CONTEXT context_handle パラメータで指定されたコンテキストが有効ではなかった。

GSS_S_OLD_TOKEN トークンも、そこに含まれている署名も、ともに正しかったが、トークン自体が古
すぎた。

GSS_S_UNSEQ_TOKEN トークンも、そこに入っているメッセージの MIC も、ともに正しかったが、順序
に誤りがあった。つまり、このトークンより後に来るはずのトークンをすでに受信
していた。

GSS_S_GAP_TOKEN トークンも、そこに入っているメッセージの MIC も、ともに正しかったが、順序
に誤りがあった。つまり、このトークンより前に到着しているはずのトークンがま
だ到着していなかった。

著者
gss_unwrap() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_get_mic(3), gss_wrap(3)
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名称
gss_verify_mic() − 暗号化されているメッセージ完全性コード (MIC) のチェックを通した、メッセージの完全
性検証

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_verify_mic(

OM_uint32 *minor_status,

const gss_ctx_id_t context_handle,

const gss_buffer_t message_buffer,

const gss_buffer_t token_buffer)

gss_qop_t *qop_state)

説明
gss_verify_mic() は、 token_buffer パラメータに含まれている暗号化 MIC と対象メッセージとの間に矛
盾がないかどうかを検証するためのルーチンです。メッセージを受信したアプリケーションは、このルーチン
から返される qop_state パラメータを使って、保護の強度をチェックすることができます。

入力パラメータ
context_handle メッセージが到着したコンテキストを指定します。

message_buffer 検証対象のメッセージを指定します。

token_buffer 検証対象メッセージに対応するトークンを指定します。

出力パラメータ
qop_state メッセージ完全性コード (MIC) から得られた保護品質の情報が、このパラメータを通

して返されます。この情報が不要な場合は、NULL を指定します。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_DEFECTIVE_TOKEN

チェックの結果、トークンに整合性のないことが判明した。

GSS_S_BAD_SIG MIC が正しくなかった。

GSS_S_DUPLICATE_TOKEN

トークンも、そこに入っているメッセージの MIC も、ともに正しかったが、トー
クン自体がすでに処理されていた。
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GSS_S_OLD_TOKEN トークンも、そこに入っているメッセージの MIC も、ともに正しかったが、トー
クン自体が古すぎた。

GSS_S_UNSEQ_TOKEN トークンも、そこに入っているメッセージの MIC も、ともに正しかったが、順序
に誤りがあった。つまり、このトークンより後に来るはずのトークンをすでに受信
していた。

GSS_S_GAP_TOKEN トークンも、そこに入っているメッセージの MIC も、ともに正しかったが、順序
に誤りがあった。つまり、このトークンより前に到着しているはずのトークンがま
だ到着していなかった。

GSS_S_CONTEXT_EXPIRED

コンテキストの有効期間が終了している。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

GSS_S_NO_CONTEXT context_handle パラメータで指定されたコンテキストが有効ではなかった。

著者
gss_verify_mic() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_get_mic(3), gss_wrap(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_wrap() − メッセージ完全性コード (MIC) の添付とメッセージ内容の暗号化

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_wrap (

OM_uint32 *minor_status,

const gss_ctx_id_t context_handle,

int conf_req_flag,

gss_qop_t qop_req,

const gss_buffer_t input_message_buffer,

int *conf_state,

gss_buffer_t output_message_buffer)

説明
gss_wrap() は、暗号化メッセージ完全性コード (MIC) を添付するためのルーチンです。オプションで
input_message を暗号化することもできます。 output_message には、MIC とメッセージの両方が入れて返さ
れます。

qop_req パラメータで、適用する保護品質を指定できますが、サポートされていない保護品質を指定すると、
gss_wrap() ルーチンからステータス GSS_S_FAILURE を返されます。

入力パラメータ
context_handle メッセージを送信するコンテキストを指定します。

conf_req_flag 適用する機密性サービスおよび完全性サービスのレベルを指定します。レベルの値は
次のとおりです。

ゼロ以外 機密性サービスと完全性サービスの両方を適用する。

ゼロ 完全性サービスだけを適用する。

qop_req 適用する暗号化アルゴリズム (保護の品質) を指定します。機構ごとに決められている
デ フォ ル ト の 暗 号 化 ア ル ゴ リ ズ ム を 適 用 す る 場 合 は、 qop_req に
GSS_C_QOP_DEFAULT を設定します。

input_message_buffer 保護の対象にするメッセージを指定します。

出力パラメータ
conf_state 適用された機密性サービスおよび完全性サービスのレベルが、このパラメータを通し

て返されます。レベルの値は次のとおりです。

ゼロ以外 機密性、データ発生元、認証、および完全性の各サービスが適用され
た。
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ゼロ 完全性およびデータ発生元認証の各サービスだけが適用された。

output_message_buffer

保護されたメッセージを受け取るためのバッファーが、このパラメータを通して返さ
れます。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。

ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_CONTEXT_EXPIRED

コンテキストの有効期間が終了している。

GSS_S_CREDENTIALS_EXPIRED

コンテキストは認識できたが、対応する証明書の有効期間が終了している。

GSS_S_FAILURE 処理が失敗に終わった。詳細は、 minor_status パラメータを通して返されたス
テータスコードで調べてください。

GSS_S_NO_CONTEXT context_handle パラメータで指定されたコンテキストが有効ではなかった。

GSS_S_BAD_QOP 指定された QOP は、この機構ではサポートされていない。

著者
gss_wrap() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_unwrap(3), gss_wrap_size_limit(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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名称
gss_wrap_size_limit() − 特定のコンテキストで gss_wrap() が作成するトークンの最大サイズの調査

構文
#include <gssapi.h>

OM_uint32 gss_wrap_size_limit (

OM_uint32 *minor_status,

const gss_ctx_id_t context_handle,

int conf_req_flag,

gss_qop_t qop_req,

OM_uint32 req_output_size,

OM_uint32 max_input_size)

説明
は、処理可能なメッセージの最大サイズをアプリケーションが調べるためのルーチンです。このルーチンで指
定した conf_req_flag パラメータの値と qop_req パラメータの値を使って gss_wrap() を呼び出せば、作成
するトークンに含まれるバイト数を、 req_output_size で指定した値より小さくすることができます。

このルーチンは、アプリケーションの使う通信プロトコルでメッセージの最大サイズが制限されている場合
に、使います。アプリケーションは、保護を行う前に、このルーチンから得られた情報を基にメッセージを分
割することができます。

入力パラメータ
context_handle メッセージを送信するコンテキストを指定します。

conf_req_flag 適用する機密性サービスおよび完全性サービスのレベルを指定します。レベルの値は
次のとおりです。

ゼロ以外 機密性サービスと完全性サービスの両方を適用する。

ゼロ 完全性サービスだけを適用する。

qop_req 適用する暗号化アルゴリズム (保護の品質) を指定します。機構ごとに決められている
デ フォ ル ト の 暗 号 化 ア ル ゴ リ ズ ム を 適 用 す る 場 合 は、 qop_req に
GSS_C_QOP_DEFAULT を設定します。

req_output_size gss_wrap() の出力するトークンをこの値より小さくしたいという、希望最大サイ
ズです。

出力パラメータ
max_input_size 出力されるトークンが req_output_size バイトを超えないようにするために

gss_wrap() に対して指定できる、入力メッセージの最大サイズです。

minor_status セキュリティ機構からのステータスコードが、このパラメータを通して返されます。
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ステータスコード (戻り値)
返される可能性のあるステータスコード (戻り値) は、次のとおりです。

GSS_S_COMPLETE 処理が正常に完了した。

GSS_S_NO_CONTEXT context_handle パラメータで指定されたコンテキストが有効ではなかった。

GSS_S_CONTEXT_EXPIRED

コンテキストの有効期間が終了している。

GSS_S_BAD_QOP 指定された QOP が、この機構ではサポートされていない。

著者
gss_wrap_size_limit() は、Sun Microsystems, Inc. によって開発されました。

参照
gss_wrap(3)

DCE-GSSAPI のマンページは、DCE-CoreTools 製品に含まれています。このマンページを参照するには、
MANPATH に /opt/dce/share/man を追加してください。
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ENHANCED CURSES

名称
halfdelay — 入力文字遅延モードの制御

構文
#include <curses.h>

int halfdelay(int tenths);

説明
halfdelay() 関数は、現在のウィンドウの入力モードを Half-Delay Mode に設定して、半遅延間隔として
tenths を 10 分の 1 秒単位で指定します。tenths 引き数は、必ず 1～255 の範囲で指定してください。

戻り値
正常に終了すると、 halfdelay() は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
アプリケーションから nocbreak() を呼び出すと、Half-Delay モードを終了できます。

参照
cbreak(3X), curses_intro(3X) の 「入力モード」の項 , <curses.h>, X/Open System Interface Definitions,

Issue 4, Version 2 specification, Chapter 9, General Terminal Interface .

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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CURSES

名称
has_ic(), has_il() − 端末の挿入/削除機能の有無を照会する関数

構文
#include <curses.h>

bool has_ic(void);

bool has_il(void);

説明
has_ic() 関数は、端末が文字挿入/削除機能を備えているかどうかを示します。

has_il() 関数は、端末が行挿入/削除機能を備えているかどうかを示します。また、スクロール領域を使っ
て行挿入/削除機能のシミュレーションもできます。

戻り値
has_ic() 関数は、端末が文字挿入/削除機能を備えていると、TRUE を返します。そうでなければ FALSE

を返します。

has_il() 関数は、端末が行挿入/削除機能を備えていると、TRUE を返します。そうでなければ FALSE を
返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
has_il() 関数は、scrollok()を使って物理的スクロール機能をオンにするのが適当かどうかを決定する
ために使われる場合もあります。

参照
<curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
has_il() 関数は、本エントリーに統合されました。旧版では、has_il() 関数は専用のエントリーに含ま
れていました。

分かりやすくするために、エントリー名を変更しました。has_ic() 関数と has_il() 関数の引き数リスト
は、明示的に void で宣言されています。
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ENHANCED CURSES

名称
hline(), mvhline(), mvvline(), mvwhline(), mvwvline(), vline(), whline(),wvline() − １バイト文字と修飾情報を
元にした線描

構文
#include <curses.h>

int hline(chtype ch, int n);

int mvhline(int y, int x, chtype ch, int n);

int mvvline(int y, int x, chtype ch, int n);

int mvwhline(WINDOW *win, int y, int x, chtype ch, int n);

int mvwvline(WINDOW *win, int y, int x, chtype ch, int n);

int vline(chtype ch, int n);

int whline(WINDOW *win, chtype ch, int n);

int wvline(WINDOW *win, chtype ch, int n);

説明
これらの関数は、ch を使って、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウに現在のまたは指定の位置から
線を描きます。線の長さは、ウィンドウに収まる範囲内で、最大で n 位置の長さです。

これらの関数はカーソルを進めません。また、特殊文字処理も折り返しも行いません。

hline()、mvhline()、mvwhline()、whline() の各関数は、同じ行の最後のカラムに向けて線を描きま
す。

vline()、mvvline()、mvwvline()、wvline() の各関数は、ウィンドウの最後の行に向けて線を描きま
す。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
これらの関数は、各文字が１バイトで、その属性が A_ で始まる定数だけで表現することができるキャラク
ターセットでのみ確実に動作することが保証されています。

参照
border(3X), box(3X), hline_set(3X), <curses.h>
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ENHANCED CURSES

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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ENHANCED CURSES

名称
hline_set(), mvhline_set(), mvvline_set(), mvwhline_set(), mvwvline_set(),vline_set(), whline_set(),

wvline_set() − 複情報文字と修飾情報を元にした線描

構文
#include <curses.h>

int hline_set(const cchar_t *wch, int n);

int mvhline_set(int y, int x, const cchar_t *wch, int n);

int mvvline_set(int y, int x, const cchar_t *wch, int n);

int mvwhline_set(WINDOW *win, int y, int x, const cchar_t *wch, int n);

int mvwvline_set(WINDOW *win, int y, int x, const cchar_t *wch, int n);

int vline_set(const cchar_t *wch, int n);

int whline_set(WINDOW *win, const cchar_t *wch, int n);

int wvline_set(WINDOW *win, const cchar_t *wch, int n);

説明
これらの関数は ch を使って、現在のまたは指定されたウィンドウ内の、現在のまたは指定された位置から線
を描きます。線の長さは、ウィンドウに収まる範囲内で、最大で n 位置の長さです。

これらの関数はカーソルを進めません。また、特殊文字処理も、行の折り返しも行いません。

hline_set()、mvhline_set()、mvwhline_set()、whline_set() の各関数は、同じ行の最後のカラ
ムに向けて線を描きます。

vline_set()、mvvline_set()、mvwvline_set()、wvline_set() の各関数は、ウィンドウの最後の
行に向けて線を描きます。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
border_set(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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名称
hosts_access(), hosts_ctl(), request_init(), request_set() − アクセス制御ライブラリ

構文
#include <tcpd.h>

extern int allow_severity;

extern int deny_severity;

extern int rfc931_timeout;

struct request_info *request_init(request, key, value, ..., 0)

struct request_info *request;

struct request_info *request_set(request, key, value, ..., 0)

struct request_info *request;

int hosts_access(request)

struct request_info *request;

int hosts_ctl(daemon, client_name, client_addr, client_user)

char *daemon;

char *client_name;

char *client_addr;

char *client_user;

説明
ここで説明するルーチンは、 libwrap.a ライブラリの一部です。これらのルーチンは、ルールが適用された
とき実行されるオプションのシェルコマンドを持つ、ルールベースのアクセス制御言語を実現します。

request_init() は、クライアント要求に関する情報で構造体を初期化します。 request_set() は、す
でに初期化されている request 構造体を更新します。どちらの関数も、キーと値の組の可変長のリストを引き
数として取り、１番目の引き数を返します。引き数リストは、キー値０で終了します。文字列値の引き数はす
べてコピーされます。指定できるキー (とそれに対応する値のタイプ) は次のとおりです。

RQ_FILE (int)

要求に関連するファイル記述子です。

RQ_CLIENT_NAME (char *)

クライアントのホスト名です。

RQ_CLIENT_ADDR (char *)

クライアントのネットワークアドレスの印刷可能な文字列表現です。

RQ_CLIENT_SIN (struct sockaddr_in *)

クライアントのネットワークアドレスとポートの内部表現です。構造体の内容はコピーされません。
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RQ_SERVER_NAME (char *)

サーバーのエンドポイントアドレスに対応するホスト名です。

RQ_SERVER_ADDR (char *)

サーバーのエンドポイントアドレスの印刷可能な文字列表現です。

RQ_SERVER_SIN (struct sockaddr_in *)

サーバーのエンドポイントアドレスとポートの内部表現です。構造体の内容はコピーされません。

RQ_DAEMON (char *)

サーバーホスト上で起動されているデーモンプロセスの名前です。

RQ_USER (char *)

クライアントホストが代わりに要求を行うユーザーの名前です。

hosts_access() は、 hosts_access(5) のマンページで説明されているアクセス制御テーブルを参照しま
す。内部のエンドポイント情報が利用できるとき、ホスト名とクライアントユーザー名は、 request 構造体を
キャッシュとして使用して、要求に応じて検索されます。アクセスが拒否されると、 hosts_access() はゼ
ロを返します。

hosts_ctl() は、 request_init() と hosts_access() ルーチンを包む、簡便なインタフェースを持
つラッパー関数です。ただし、 hosts_ctl() はクライアントのユーザー名を自動的に検索するために必要
な情報を渡しません。クライアントホストアドレス、クライアントホスト名およびユーザー引き数には、有効
なデータまたは STRING_UNKNOWN が設定されている必要があります。アクセスが拒否されると、
hosts_ctl() はゼロを返します。

allow_severity および deny_severity 変数は、受け入れられた要求と拒否された要求をログに記録する方法を
決定します。これらの変数は呼び出し側が用意する必要があり、アクセス制御テーブル内のルールによって変
更されることがあります。

rfc931_timeout 変数は、クライアントのユーザー名を検索する際のタイムアウト値を決定します。この変数に
は正の値を設定する必要があり、値０を設定すると、ユーザー名の検索が無効になります。

戻り値
request_init() と request_set() 関数は、 request_info 構造体へのポインターを返します。返さ
れた構造体のメンバーは、関数 request_init() または request_set() に渡された値で、それぞれ初期
化または更新されています。

hosts_access() と hosts_ctl() 関数は、要求されたサービスに対してアクセスが許可された場合、 1

を返し、アクセスが拒否された場合、 0 を返します。

診断
障害は、 info、 notice、 warning、 err レベルで、 syslogd (syslog デーモン) を通じて報告され
ます。
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警告
hosts_access() はライブラリ関数の strtok() を使用します。これにより、 strtok() に依存する他
のコードが妨げられることがあります。

著者
これらのルーチンの開発者は次のとおりです。

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
/etc/hosts.allow アクセス制御テーブル

/etc/hosts.deny アクセス制御テーブル

参照
hosts_access(5) アクセス制御テーブルのフォーマット

hosts_options(5) ベース言語に対する拡張オプション
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名称
hppac: HPPACADDD(), HPPACCMPD(), HPPACCVAD(), HPPACCVBD(), HPPACCVDA(), HPPAC-

CVDB(), HPPACDIVD(), HPPACLONGDIVD(), HPPACMPYD(), HPPACNSLD(), HPPACSLD(), HPPAC-

SRD(), HPPACSUBD() − HP 3000 モードのパック10進ライブラリ

構文
#include <hppac.h>

void HPPACADDD(

unsigned char *operand2,

int op2digs,

unsigned char *operand1,

int op1digs,

enum HPPAC_CC *compcode,

int *pacstatus

);

void HPPACCMPD(

unsigned char *operand1,

int op1digs,

unsigned char *operand2,

int op2digs,

enum HPPAC_CC *compcode,

int *pacstatus

);

void HPPACCVAD(

unsigned char *target,

int targetdigs,

unsigned char *source,

int sourcedigs,

enum HPPAC_CC *compcode,

int *pacstatus

);

void HPPACCVBD(

unsigned char *target,

int targetdigs,

unsigned short *source,

int sourcewords,

enum HPPAC_CC *compcode,

int *pacstatus
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);

void HPPACCVDA(

unsigned char *target,

int targetdigs,

unsigned char *source,

int sign_control,

enum HPPAC_CC *compcode,

int *pacstatus

);

void HPPACCVDB(

unsigned short *target,

unsigned char *source,

int sourcedigs,

enum HPPAC_CC *compcode,

int *pacstatus

);

void HPPACDIVD(

unsigned char *operand2,

int op2digs,

unsigned char *operand1,

int op1digs,

enum HPPAC_CC *compcode,

int *pacstatus

);

void HPPACLONGDIVD(

unsigned char *operand2,

int op2digs,

unsigned char *operand1,

int op1digs,

enum HPPAC_CC *compcode,

int *pacstatus

);

void HPPACMPYD(

unsigned char *operand2,

int op2digs,

unsigned char *operand1,

int op1digs,
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enum HPPAC_CC *compcode,

int *pacstatus

);

void HPPACNSLD(

unsigned char *operand2,

int op2digs,

unsigned char *operand1,

int op1digs,

int *shift_amt,

enum HPPAC_CC *compcode,

int *pacstatus,

int *carry

);

void HPPACSLD(

unsigned char *operand2,

int op2digs,

unsigned char *operand1,

int op1digs,

int shift_amt,

enum HPPAC_CC *compcode,

int *pacstatus,

int *carry

);

void HPPACSRD(

unsigned char *operand2,

int op2digs,

unsigned char *operand1,

int op1digs,

int shift_amt,

enum HPPAC_CC *compcode,

int *pacstatus

);

void HPPACSUBD(

unsigned char *operand2,

int op2digs,

unsigned char *operand1,

int op1digs,
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enum HPPAC_CC *compcode,

int *pacstatus

);

説明
この一連の呼び出しは、3000 モード (MPE V/E) パック10進演算をエミュレートするためのライブラリ関数を
実行します。これらの関数はライブラリ libcl の中に入っています。ライブラリ libclは、 cc(1) または
ld(1) で、オプション -lcl を使ったときに検索されます。

HPPACADDD() パック10進加算を実行

HPPACCMPD() ２つのパック10進数を比較

HPPACCVAD() ASCII形式の表現を、パック10進数に変換

HPPACCVBD() バイナリ形式の表現を、パック10進数に変換

HPPACCVDA() パック10進数を、ASCII 形式の表現に変換

HPPACCVDB() パック10進数を、バイナリ形式の表現に変換

HPPACDIVD() パック10進除算を実行

HPPACLONGDIVD()

パック10進除算を実行 (代替ルーチン)

HPPACMPYD() パック10進乗算を実行

HPPACNSLD() パック10進標準化左シフトを実行

HPPACSLD() パック10進左シフトを実行

HPPACSRD() パック10進右シフトを実行

HPPACSUBD() パック10進減算を実行

すべての演算について、引き数 compcode で指し示される変数に戻される値は、enum HPPAC_CC 型の次に
示す値のいずれかです。

HPPAC_CCG 結果 > 0 あるいは operand1 > operand2

HPPAC_CCL 結果 < 0 あるいは operand1 < operand2

HPPAC_CCE 結果 == 0 あるいは operand1 == operand2

すべての演算について、引き数 pacstatus で指し示される変数に戻される値は、enum HPPAC_STATUS 型の
次に示す値のいずれかです。これらの名前は、それぞれの意味も表しています。

HPPAC_NO_ERROR
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HPPAC_DECIMAL_OVERFLOW

HPPAC_INVALID_ASCII_DIGIT

HPPAC_INVALID_PACKED_DECIMAL_DIGIT

HPPAC_INVALID_SOURCE_WORD_COUNT

HPPAC_INVALID_DECIMAL_OPERAND_LENGTH

HPPAC_DECIMAL_DIVIDE_BY_ZERO

著者
HPPAC ライブラリは、HPで開発されました。

参照
『Compiler Library/XL Reference Manual』
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名称
hsearch( ), hcreate( ), hdestroy( ) − ハッシュサーチテーブルの管理

構文
#include <search.h>

ENTRY *hsearch(ENTRY item, ACTION action);

int hcreate(size_t nel);

void hdestroy(void);

説明
hsearch() は、Knuth (6.4) Algorithm D で標準化されているハッシュテーブル サーチルーチンです。エン
トリーを発見したところで、 hsearch() はハッシュテーブルの中のエントリーの場所を指すポインターを返
します。ポインターのみがコピーされます。したがって、呼び出しルーチンがデータを保存しなければなりま
せん (「キー」の値は一意でなければなりません)。 item は ENTRY 型の構造体 (<search.h> ヘッダーファ
イル中で定義 ) で、次の２つのポインターを含みます。すなわち、 item.key 比較キーを指すものと、
item.data そのキーに対応する他のすべてのデータを指すものです。文字型以外の型へのポインターは、文
字型へのポインターにキャストしてください。 action は、enum 形式の ACTION 型のメンバーで、テーブル
の中に検索しているものがない場合のエントリーの処理を表します。 ENTER はテーブルの適切な場所に検索
項目を挿入することを意味します。 FIND はエントリーを作成しないことを意味します。処理が失敗した場合
は NULLポインターが返されます。

hcreate() は、テーブルに十分な領域を割り当てます。これは hsearch() を使う前に必ず呼び出す必要が
あります。 nel はテーブルの持つエントリーの最大値の推定値です。この数値は数学的に適切な環境を整える
アルゴリズムで繰り上げられます。

hdestroy() はサーチテーブルを破棄し、新しい hcreate() 呼び出しを可能にします。

例
次の例は、後に数字が２つ付く文字列を読み込み、それをハッシュテーブルに格納します。その時、同じもの
は破棄します。その後、文字列を読み込んで、ハッシュテーブルの中で一致するエントリーを検索し、それを
表示します。

#include <stdio.h>

#include <search.h>

struct info { /* this is the info stored in the table */

int age, room; /* other than the key. */

};

#define NUM_EMPL 5000 /* # of elements in search table */

main( )
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{

/* space to store strings */

char string_space[NUM_EMPL*20];

/* space to store employee info */

struct info info_space[NUM_EMPL];

/* next avail space in string_space */

char *str_ptr = string_space;

/* next avail space in info_space */

struct info *info_ptr = info_space;

ENTRY item, *found_item, *hsearch( );

/* name to look for in table */

char name_to_find[30];

int i = 0;

/* create table */

(void) hcreate(NUM_EMPL);

while (scanf("%s%d%d", str_ptr, &info_ptr->age,

&info_ptr->room) != EOF && i++ < NUM_EMPL) {

/* put info in structure, and structure in item */

item.key = str_ptr;

item.data = (char *)info_ptr;

str_ptr += strlen(str_ptr) + 1;

info_ptr++;

/* put item into table */

(void) hsearch(item, ENTER);

}

/* access table */

item.key = name_to_find;

while (scanf("%s", item.key) != EOF) {

if ((found_item = hsearch(item, FIND)) != NULL) {

/* if item is in the table */
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(void)printf("found %s, age = %d, room = %d\n",

found_item->key,

((struct info *)found_item->data)->age,

((struct info *)found_item->data)->room);

} else {

(void)printf("no such employee %s\n",

name_to_find);

}

}

}

戻り値
hsearch() は、動作が FIND で、かつ、項目が発見できなかった場合と、動作が ENTER で、かつ、テーブ
ルがいっぱいの場合には NULLポインターを返します。

hcreate() は、テーブルに十分な領域を割り当てられなかった場合に０を返します。

警告
hsearch() と hcreate() は、領域を確保するときに malloc() を使います (malloc(3C) を参照)。

アクティブなハッシュサーチテーブルは、常に１つだけです。

参照
bsearch(3C), lsearch(3C), malloc(3C), string(3C), tsearch(3C), thread_safety(5)

標準準拠
hsearch(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4

hcreate(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4

hdestroy(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
hypotf( ), hypotl( ), hypotw( ), hypotq( ) − ユークリッド距離関数

構文
#include <math.h>

double hypot(double x, double y);

Itanium(R)ベースシステムのみ
float hypotf(float x, float y);

long double hypotl(long double x, long double y);

extended hypotw(extended x, extended y);

quad hypotq(quad x, quad y);

説明
hypot() は、不当なオーバーフローやアンダーフローを発生させないで、 x の２乗と y の２乗の合計値の平
方根を計算します。

Itaniumベースシステムのみ
hypotf() は、 hypot() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返し
ます。

hypotl() は、 hypot() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long

double 型の結果を返します。

hypotw() は、 hypot() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の
結果を返します。

hypotq() は、HP-UX システムでは hypotl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベース システムで、 hypotw() または hypotq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指
定してコンパイルしてください。

プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマン
ド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
hypot(x,y)、 hypot(y,x)、および hypot(x,−y) は互いに同等です。

hypot(x,±0) は、 fabs(x) と同等です。

hypot(±Inf,y) は、 y が NaN の場合でも +Inf を返します。
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両方の引き数が NaN の場合、 hypot() は NaN を返します。

hypot() は、値が大きすぎる場合これに代えて無限大を返し、オーバーフロー例外と不正確例外を発生させ
ます。

hypot() では、結果が非常に小さく (本質的にはデノーマル値やゼロ) 正確な値でなくなるときには必ず、ア
ンダーフロー例外と不正確例外が発生します。また、結果が非常に小さいというだけで、これらの例外が発生
することがあります。

hypot() では、丸めた結果が数学上の結果と等しくないときには必ず、不正確例外が発生します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
cabs(3M), fabs(3M), sqrt(3M), math(5)

標準準拠
hypot() : SVID3, XPG4.2, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

hypotf(), hypotl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
iconv(), iconv_open(), iconv_close() − コードセット変換ルーチン

構文
#include <iconv.h>

iconv_t iconv_open(const char *tocode, const char * fromcode);

size_t iconv(

iconv_t cd ,

const char **inbuf ,

size_t *inbytesleft,

char **outbuf ,

size_t *outbytesleft

);

int iconv_close(iconv_t cd);

特記事項
これらのインタフェースは、 XPG4 標準に準拠しており、 iconvopen(), iconvclose(), iconvsize(),

iconvlock(), ICONV(), ICONV1(), ICONV2() などの HP-UX 9.0 の iconv インタフェースの代わりに使
用してください。

変換処理を理解するには、ホワイトペーパー HP-UX 9.x - 11i Internationalization Features White Paper を
参照してください。ホワイトペーパーには、iconv が変換を行う際にどのようなテーブルやメソッドを使うか
も記述されています。このホワイトペーパーには、変換をカスタマイズする方法についても記述されていま
す。ホワイトペーパーは、 http://docs.hp.com から入手できます。

説明
config.iconv ファイル内のエントリーは、 iconv() によってサポートされている変換の組み合わせで
す。最初の２つの欄は、 fromcode 名および tocode 名に相当します。これらの名前は直接使用できます。ある
いは、それらに相当する別名を iconv_open() へのパラメータとして使用できます。

iconv_open() fromcode 引き数が指す文字列で指定したコードセットから tocode 引き数で指定した
コードセットへの変換を記述する変換記述子を返します。

変換記述子はそのプロセスがそれをクローズするまでプロセス内で有効です。

fromcode 引き数および tocode 引き数は、構成ファイル /usr/lib/nls/iconv/con-

fig.iconv 内に対応するエントリーを持たなければなりません ( ファイルの項を参
照)。

iconv() inbuf で指定した配列に含まれる文字列を、あるコードセットから、 outbuf で指定した
配列に含まれる別のコードセット内の対応する文字列に変換します。コードセットは、
変換記述子 cd を返す iconv_open() 呼び出しで指定するものです。 inbuf 引き数は
入力バッファー内の最初の文字を指す変数を指します。また、 inbytesleft は変換されて
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いるバッファー内の残りのバイト数を示します。 outbuf 引き数は出力バッファー内の
最初のバイトを指す変数を指します。また、 outbytesleft は得られるそのバッファー内
の残りのバイト数を示します。

入力バイトの列が、指定したコードセット内の有効な文字でない場合、それまでに正常
に変換された文字の後で変換は停止します。入力バッファーが不完全な文字またはシフ
トシーケンス ( 特殊な使用法の項を参照) で終了した場合、それまでに正常に変換され
た文字の後で変換は停止します。出力バッファーが変換された全出力を保持するのに十
分な大きさではない場合、出力バッファーがオーバーフローする文字の前で変換は停止
します。 inbuf が指す変数は、変換中に正常に使用された最終バイトの次のバイトを指
すようにアップデートされます。 inbyesleft が指す値は、入力バッファー内でまだ変換
されていないバイト数を反映するように減少されます。 outbuf が指す変数は、変換さ
れた出力データの最終バイトの次のバイトを指すようにアップデートされます。 out-

bytesleft が指す値は、出力バッファー内にまだあるバイト数を反映するように減少され
ます。

iconv() が、正当であるが対応する文字がターゲットとなるコードセット内に存在し
ない文字を入力バッファー内に検出した場合、 iconv() はこの文字を「ゲラ文字」と
呼ばれる定義済み文字にマップします。この文字は、テーブル生成時に定義されていま
す (genxlt(1) を参照してください)。

iconv_close() 変換記述子 cd および iconv_open() によって割り当てられたすべてのリソースを解
放します。

アプリケーション使用法
移植可能なアプリケーションでは、 exec 関数のいずれかを呼び出した後では、変換記述子が有効でないと考
えなければなりません。

特殊な使用法
状態依存符号化において、文字は入力の「状態」に依存して解釈されます。特定のシーケンスのバイトが入力
中に見られるときに、状態変化が起こります。これらのシーケンスは後の文字の解釈方法を変更します (つま
り、初期状態では文字は単一バイト文字として解釈され、状態変化の後、その後の文字は２バイト文字として
解釈されます)。状態依存符号化について、 iconv_open() で返される変換記述子は、コードセットに依存
した初期シフト状態にあり、 iconv() によりすぐに使用できます。

状態依存符号化について、変換記述子 cd は、 inbuf が null ポインターであるか、 inbuf が null ポインター
を指す iconv() への呼び出しによって、初期状態になります。 iconv() がこの方法で呼び出されて、 out-

buf が null ポインターや null ポインターを指すポインターではなく、 outbytesleft が正の値を指す場合、
iconv() は、出力バッファーを初期シフト状態に変更するようにバイトシーケンスを格納します。出力バッ
ファーがリセットシーケンス全体を保持するのに十分な大きさではない場合、 iconv() は失敗して、
[E2BIG] が errno にセットされます。 inbuf が null ポインターや null ポインターを指すポインターでない
その後の呼び出しにより、変換記述子の現在の状態から変換が行われます。
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状態依存符号化について、変換記述子は最後に正常に変換されたバイトシーケンスの終りで実際にシフト状態
を反映するようにアップデートされます。

戻り値
iconv_open() 正常終了すると、 iconv_open() はその後の iconv() 呼び出しに使用する変換記述

子を返します。失敗すると、 iconv_open() は (iconv_t)−1 を返して、エラーを示
す値を errno にセットします。

iconv() iconv() は変換の範囲を反映するように引き数が指す変数をアップデートします。ま
た、変換の結果、別の文字になった変換の回数を返します。入力バッファー内の文字列
全体が変換された場合、 inbytesleft が指す値は０になります。エラーが発生した場合、
iconv() は (size_t)−1 を返して、エラーを示す値を errno にセットします。

iconv_close() 正常終了すると、 iconv_close() は値０を返します。失敗すると、
iconv_close() は −1 を返し、エラーを示す値を errno にセットします。

エラー
iconv_open() は次の条件のどれかが検出されると失敗します。

[ENOMEM] 使用可能な記憶空間が不十分な場合

[EINVAL] fromcode および tocode で指定した変換がサポートされていない場合。あるいは、構
成ファイル中に指定したテーブルまたは手続きが正しく読み取られなかった、あるい
はロードされなかった場合。このエラーは、構成ファイル自身に異常がある場合にも
発生します。

iconv() は次の条件のどれかが検出されると失敗します。

[EILSEQ] 入力変換が入力コードセットに属さない入力文字のために停止した場合。あるいは、
変換テーブルがこの入力文字に対応するエントリーを含まず、ゲラ文字がそのテーブ
ルに対して定義されていなかった場合

[E2BIG] 入力変換が出力バッファーの領域の不足のために停止した場合

[EINVAL] 入力変換が入力バッファーの最後で不完全な文字またはシフトシーケンスのために停
止した場合

[EBADF] cd 引き数が有効なオープンされた変換記述子ではない場合

iconv_close() は次の条件が検出されると失敗します。

[EBADF] 変換記述子が無効な場合

例
以下の例では、 iconv() インタフェースが変換にどう使用されるかを示しています。
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#include <iconv.h>

#include <errno.h>

main()

{

...

convert("roman8", "iso88591", fd);

...

}

int

convert(tocode, fromcode, Input)

char *tocode; /* tocode name */

char *fromcode /* fromcode name */

int Input; /* input file descriptor */

{

extern void error(); /* local error message */

iconv_t cd; /* conversion descriptor */

unsigned char *table; /* ptr to translation table */

int bytesread; /* num bytes read into input buffer */

unsigned char inbuf[BUFSIZ]; /* input buffer */

unsigned char *inchar; /* ptr to input character */

size_t inbytesleft; /* num bytes left in input buffer */

unsigned char outbuf[BUFSIZ]; /* output buffer */

unsigned char *outchar; /* ptr to output character */

size_t outbytesleft; /* num bytes left in output buffer */

size_t ret_val; /* number of conversions */

/* Initiate conversion -- get conversion descriptor */

if ((cd = iconv_open(tocode, fromcode)) == (iconv_t)-1) {

error(FATAL, BAD_OPEN);

}

inbytesleft = 0; /* no. of bytes converted */

/* translate the characters */

for ( ;; ) {

/*

* if any bytes are leftover, they will be in the
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* beginning of the buffer on the next read().

*/

inchar = inbuf; /* points to input buffer */

outchar = outbuf; /* points to output buffer */

outbytesleft = BUFSIZ; /* no of bytes to be converted */

if ((bytesread = read(Input, inbuf+inbytesleft,

(size_t)BUFSIZ-inbytesleft)) < 0) {

perror("prog");

return BAD;

}

if (!(inbytesleft += bytesread)) {

break; /* end of conversions */

}

ret_val = iconv(cd, &inchar, &inbytesleft,

&outchar, &outbytesleft);

if (write(1, outbuf, (size_t)BUFSIZ-outbytesleft) < 0) {

perror("prog");

return BAD;

}

/* iconv() returns the number of non-identical conversions

* performed. If the entire string in the input buffer is

* converted, the value pointed to by inbytesleft will be

* zero. If the conversion stopped due to any reason, the

* value pointed to by inbytesleft will be non-zero and

* errno is set to indicate the condition.

*/

if ((ret_val == -1) && (errno == EINVAL)) {

/* Input conversion stopped due to an incomplete

* character or shift sequence at the end of the

* input buffer.

*/

/* Copy data left, to the start of buffer */

memcpy((char *)inbuf, (char *)inchar,

(size_t)inbytesleft);

} else if ((ret_val == -1) && (errno == EILSEQ)) {
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/* Input conversion stopped due to an input byte

* that does not belong to the input codeset.

*/

error(FATAL, BAD_CONVERSION);

} else if ((ret_val == -1) && (errno == E2BIG)) {

/* Input conversion stopped due to lack of space

* in the output buffer. inbytesleft has the

* number of bytes to be converted.

*/

memcpy((char *)inbuf, (char *)inchar,

(size_t)inbytesleft);

}

/* Go back and read from the input file. */

}

/* end conversion & get rid of the conversion table */

if (iconv_close(cd) == BAD) {

error(FATAL, BAD_CLOSE);

}

return GOOD;

}

警告
iconv() を使用して、PA-RISC システムでアプリケーションアーカイブをコンパイルまたはリンクする場
合、 iconv() は、コンパイルコマンドまたはリンクコマンドに変更が必要な libdld.sl に依存すること
に注意してください。

コンパイル :

cc -Wl,-a,archive -Wl,-E -Wl,+n -l:libdld.sl -o outfile source

あるいは CCOPTS および LDOPTS によるコンパイル :

export CCOPTS="-Wl,-a,archive options -Wl,-E -l:libdld.sl"

export LDOPTS="options -E +n -l:libdld.sl"

cc -o outfile source

オプション -Wl,-a,archive は位置に依存しており、コンパイル行の始めになければなりません。将来のリ
リースで最適な互換性を得るために、上記で必要な libdld.sl を除いては、他の共有ライブラリと一緒にアーカ
イブ libc を使用することは避けなければなりません。

iconv() によって正しく処理されない特異な場合がマルチバイト文字に対してあります。変換しているファ
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イル中の最後の文字が無効なマルチバイト文字である場合、 iconv() は EILSEQ の代わりに EINVAL を返
します。アプリケーションは EOF に達したか、あるいは変換された最後のバッファーであるかをチェックす
ることでこれを避けることができます。この場合、EINVAL は EILSEQ として扱わなければなりません。

著者
iconv() は HP で開発されました。

FILES
/usr/lib/nls/iconv/tables 変換に使用するテーブルを含むディレクトリ

/usr/lib/nls/iconv/methods 変換に使用する手続きを含むディレクトリ

/usr/lib/nls/iconv/config.iconv 構成ファイルは必要な変換がサポートされているかチェック
するために iconv_open() で使用されます。また、その
場合、変換に使用するテーブルと手続きを決定するためにも
使用します。

参照
genxlt(1), iconv(1), thread_safety(5)

標準準拠
iconv_open(): XPG4

iconv(): XPG4

iconv_close(): XPG4
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ENHANCED CURSES

名称
idcok() − ハードウエアの文字挿入/削除機構を使用可能または使用不能にする

構文
#include <curses.h>

void idcok(WINDOW *win, bool bf);

説明
idcok() 関数は、処理系が、 win 内でハードウエアの文字挿入/削除機構を使用できるようにするかどうか
を指定します。ただし、端末がこれらの機構を備えている場合に限ります。 bf が TRUE のとき、win 内でこ
れらの機構を使用できます。 bf が FALSE のとき、 win 内でこれらの機構を使用することはできません。初
期状態は TRUE です。

戻り値
idcok() 関数は戻り値を返しません。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
clearok(3X), doupdate(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース

864 Hewlett-Packard Company − 1 −  HP-UX 11i Version 2: December 2007



if_nameindex(3N) if_nameindex(3N)

名称
if_nameindex(), if_nametoindex(), if_indextoname(), if_freenameindex() − インタフェース名とインデックス
との間のマッピング

構文
#include <net/if.h>

unsigned int if_nametoindex(const char *ifname);

char *if_indextoname(unsigned int ifindex, char *ifname);

struct if_nameindex *if_nameindex(void);

void if_freenameindex(struct if_nameindex *ptr);

説明
インタフェースは、 "lan0" や "vlan200" などの名前でよく知られています。一方、インデックスはこれらの
インタフェースに割り当てられる一意の正の整数値です。インデックスの値は１から始まります。０はイン
デックスとして有効な値ではありません。

if_nametoindex()

この関数は、インタフェースの名前を、対応するインデックスにマッピングします。指定したインタ
フェース名が存在しないと、errno に [ENXIO] が設定され、戻り値として０が返されます。システム
エラーが発生した場合は、対応するエラー番号が errno に設定され、戻り値として０が返されます。
たとえば、システムのメモリーが不足していると、errno には [ENOMEM] が設定されます。

if_indextoname()

この関数は、インタフェースのインデックスを、対応する名前にマッピングします。 ifname 引き数に
は、名前を受け取るためのバッファーをポインターで指定しますが、サイズが IF_NAMESIZE バイト
以上のバッファーを用意しておく必要があります。このポインターが関数の戻り値として返されま
す。 IF_NAMESIZE は <net/if6.h> に定義されていますが、その値には、インタフェース名の終
わりを示すヌルバイトも含まれています。指定したインデックスに対応するインタフェースがない場
合は、errno に [ENXIO] が設定され、戻り値としてヌルが返されます。システムエラーが発生した場
合は、対応するエラー番号が errno に設定され、戻り値として０が返されます。

if_nameindex()

この関数は、すべてのインタフェースの名前とインデックスを、 if_nameindex 構造体の配列とし
て返します。この配列では、１つのインタフェースが１つの構造体で表されています。 if_namein-

dex 構造体は、 <net/if6.h> の中で次のように定義されています。

struct if_nameindex {

unsigned int if_index; /* 1, 2, ... */

char *if_name; /* null terminated name: "lan0" */

};
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配列の最後にある構造体は、 if_index が０に、また if_name がヌルに設定されて、配列がそこで終
わっていることを示しています。この関数でエラーが発生すると、errno に対応する値が設定され、戻
り値としてヌルポインターが返されます。

この構造体の配列に使われるメモリーと、構造体の if_name メンバーが指しているインタフェース名
に使われるメモリーは、どちらも動的に割り当てられます。このメモリーは次の if_freenamein-

dex() 関数を使って解放します。

if_freenameindex()

この関数は if_nameindex() によって動的に割り当てられているメモリーを解放します。この関数
の引き数には、 if_nameindex() から返されたポインターを指定します。

<net/if6.h> に、これらの関数のプロトタイプと struct if_nameindex が定義されています。ただ
し、アプリケーションがこのヘッダーファイルを明示的にインクルードする必要はありません。このヘッダー
ファイルは、 <net/if.h> をインクルードすると自動的にインクルードされます。

これらの関数を使うアプリケーションは、 -lipv6 をリンクする必要があります。

エラー
if_nametoindex() と if_indextoname() については、処理に失敗すると、エラーの種類を示す次の値
が、errno に設定されます。

[ENXIO] 指定されたインタフェースまたはインデックスが存在しない。

著者
これらの関数は、HP で開発されました。

参照
ndp(1M), inet6_opt_init(3N), inet6_rth_space(3N), ip6(7P), ndp(7P)
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名称
ilogb( ), ilogbf( ), ilogbl( ), ilogbw( ), ilogbq( ) − 基数に依存しない指数取り出し関数

構文
#include <math.h>

int ilogb(double x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
int ilogbf(float x);

int ilogbl(long double x);

int ilogbw(extended x);

int ilogbq(quad x);

説明
ilogb() 関数は、浮動小数点数 x の指数部を計算します。正式には、戻り値は、 r を底とした |x| の対数
の整数部 (符号付き整数) です (ただし、 x はゼロ以外の値)。ここで、 r はマシンの浮動小数点数演算の基数
です。 HP-UX システムでは、基数 r は２です。

x がデノーマル値の場合、仮想的に正規化されて指数部が取り出されます。

注意: ilogb(x) は、NaN、 ±INFINITY、および０を除くすべての x の値に対して、 (int)logb(x) と
等しくなります。

Itaniumベースシステムのみ
ilogbf() は、 ilogb() の float バージョンで、 float 型の引き数をとります。

ilogbl() は、 ilogb() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとります。

ilogbw() は、 ilogb() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとります。

ilogbq() は、HP-UX システムでは ilogbl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベース システムで、 ilogbw() または ilogbq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指
定してコンパイルしてください。

プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマン
ド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。
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戻り値
x が NaN の場合、 ilogb() は、 FP_ILOGBNAN を返します。

x が ±INFINITY の場合、 ilogb() は、 INT_MAX を返します。

x が０の場合、 ilogb() は、 FP_ILOGB0 を返します。

マクロ FP_ILOGBNAN および FP_ILOGB0 は、 <math.h> に定義されています。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
frexp(3M), logb(3M), scalb(3M), scalbn(3M), scalbln(3M), math(5)

標準準拠
ilogb() : XPG4.2, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

ilogbf(), ilogbl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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ENHANCED CURSES

名称
immedok() − 即時端末リフレッシュを使用可能または使用不能にする

構文
#include <curses.h>

void immedok(WINDOW *win, bool bf);

説明
immedok() 関数は、win によって参照されたウィンドウが変更されるたびに、スクリーンをリフレッシュす
るかどうかを指定します。 bf が TRUE のとき、ウィンドウは変更のたびに暗黙にリフレッシュされます。 bf

が FALSE のとき、ウィンドウは暗黙にはリフレッシュされません。初期状態は FALSE です。

戻り値
immedok() 関数は戻り値を返しません。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
immedok() 関数は、ウィンドウを端末エミュレータとして使っている場合に役に立ちます。

参照
clearok(3X), doupdate(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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ENHANCED CURSES

名称
in_wch(), mvin_wch(), mvwin_wch(), win_wch() − ウィンドウから複情報文字と修飾情報を入力

構文
#include <curses.h>

int in_wch(cchar_t *wcval);

int mvin_wch(int y, int x, cchar_t *wcval);

int mvwin_wch(WINDOW *win, int y, int x, cchar_t *wcval);

int win_wch(WINDOW *win, cchar_t *wcval);

説明
これらの関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウ内の、現在の位置または指定された位置から
複情報文字と修飾情報を抽出して、wcval がポイントするオブジェクトに格納します。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
<curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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ENHANCED CURSES

名称
in_wchnstr(), in_wchstr(), mvin_wchnstr(), mvin_wchstr(), mvwin_wchnstr(), mvwin_wchstr(), win_wchn-

str(), win_wchstr() − ウィンドウから複情報文字と修飾情報の配列を入力

構文
#include <curses.h>

int in_wchnstr(cchar_t *wchstr, int n);

int in_wchstr(cchar_t *wchstr);

int mvin_wchnstr(int y, int x, cchar_t *wchstr, int n);

int mvin_wchstr(int y, int x, cchar_t *wchstr);

int mvwin_wchnstr(WINDOW *win, int y, int x, cchar_t *wchstr, int n);

int mvwin_wchstr(WINDOW *win, int y, int x, cchar_t *wchstr);

int win_wchnstr(WINDOW *win, cchar_t *wchstr, int n);

int win_wchstr(WINDOW *win, cchar_t *wchstr);

説明
これらの関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウから文字を現在の位置または指定された位置
から行末まで抽出して、wchstr がポイントする配列に格納します。

in_wchnstr()、mvin_wchnstr()、mvwin_wchnstr()、win_wchnstr() は、最大で n 個の cchar_t

要素を配列に格納します。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
with in_wchstr()、mvin_wchstr()、mvwin_wchstr()、win_wchstr() を使って、wchstr がポイン
トする配列より大きな行を読み込んだ場合、結果は不定です。 in_wchnstr()、mvin_wchnstr()、
mvwin_wchnstr()、win_wchnstr() のいずれかを使用することをお勧めします。

参照
in_wch(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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CURSES

名称
inch(), mvinch(), mvwinch(), winch() − ウィンドウから１バイト文字と修飾情報を入力

構文
#include <curses.h>

chtype inch(void);

chtype mvinch(int y, int x);

chtype mvwinch(WINDOW *win, int y, int x);

chtype winch(WINDOW *win);

説明
これらの関数は、現在のまたは指定されたウィンドウ内の、現在のまたは指定された位置に、chtype 型の文字
または修飾情報を返します。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は指定された文字と修飾情報を返します。そうでなければ、(chtype)ERR

を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
これらの関数は、各文字が１バイトで、その属性が A_ で始まる定数だけで表現することができるキャラク
ターセットでのみ確実に動作することが保証されています。

参照
<curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。 inch() 関数の引き数リストは、明示的に
void で宣言されています。
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ENHANCED CURSES

名称
inchnstr(), inchstr(), mvinchnstr(), mvinchstr(), mvwinchnstr(), mvwinchstr(), winchnstr(), winchstr() −

ウィンドウから１バイト文字と修飾情報の配列を入力

構文
#include <curses.h>

int inchnstr(chtype *chstr, int n);

int inchstr(chtype *chstr);

int mvinchnstr(int y, int x, chtype *chstr, int n);

int mvinchstr(int y, int x, chtype *chstr);

int mvwinchnstr(WINDOW *win, int y, int x, chtype *chstr, int n);

int mvwinchstr(WINDOW *win, int y, int x, chtype *chstr);

int winchnstr(WINDOW *win, chtype *chstr, int n);

int winchstr(WINDOW *win, chtype *chstr);

説明
これらの関数は、現在のまたは指定されたウィンドウから chstr で指定された配列に、現在の文字と修飾情報
を行の現在のまたは指定の位置から行末まで格納します。

inchnstr()、mvinchnstr()、mvwinchnstr()、winchnstr() の関数は、最大で n 個の要素を現在の
または指定のウィンドウから chstr がポイントする配列に保存します。

戻り値
正常に終了すると、OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
inchstr()、mvinchstr()、mvwinchstr()、winchstr() を使って、chstr がポイントする配列より大
きな行を読み込んだ場合、結果は不定です。 inchnstr()、mvinchnstr()、mvwinchnstr()、winchn-

str() のいずれかを使うことをお勧めします。

参照
inch(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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名称
inet: inet_addr(), inet_lnaof(), inet_makeaddr(), inet_netof(), inet_network(), inet_ntoa(), inet_ntoa_r() − イ
ンターネットアドレス処理ルーチン

構文
#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

in_addr_t inet_addr(const char *cp);

in_addr_t inet_network(const char *cp);

char *inet_ntoa(struct in_addr in);

struct in_addr inet_makeaddr(in_addr_t net, in_addr_t lna);

in_addr_t inet_lnaof(struct in_addr in);

in_addr_t inet_netof(struct in_addr in);

説明
inet_addr()

inet_network()

Internet規格の"."表記の数を表す文字列を解釈します。

inet_addr() は、インターネットアドレスとして使用できる数を返します。

inet_network() は、インターネットネットワークナンバとして使用できる数を返
します。

戻り値は、下のようにして (/usr/include/netinet/in.h で定義された )

struct in_addr に割り当てられます。

struct in_addr addr;

char *cp;

addr.s_addr = inet_addr(cp);

inet_ntoa() インターネットアドレスを受け取り、これを表す 「.」 (ドット) 表記の ASCII 形式
の文字列を返します。

inet_makeaddr() インターネット ネットワークナンバとローカル ネットワークアドレスを受け取り、
インターネットアドレスを作成します。

inet_netof() Internetホストアドレスを分解し、ネットワーク番号の部分を返します。

inet_lnaof() Internet ホストアドレスを分解し、ローカル ネットワークアドレスの部分を返しま
す。

インターネットアドレスは、すべてネットワークの順序 (左から右に並んだバイト) で返します。ネットワーク
番号とローカルアドレスは、すべてそのマシンのフォーマットによる整数値として返します。 HP-UX システ
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ムにおけるバイトは、左から右の順です。

インターネットアドレス
ドット表記を用いて指定された値は、次の形式のいずれかになります。

a.b.c.d

a.b.c

a.b

a

４部分を指定した場合は、それぞれをデータのバイトとして解釈し、インターネットアドレスの４つのバイト
に左から右に割り当てます。

３部分を指定した場合は、最後の部分を 16ビットと解釈し、ネットワークアドレスの右側の２つに割り当てま
す。このため、３部分からなるアドレスの形式を使用しても 128.net.host のようなクラス B のネット
ワークアドレスを指定しやすくなります。

２部分のアドレスを与えた場合は、最後の部分を 24ビットと解釈し、ネットワークアドレスの右側３バイトに
割り当てます。このため、２部分からなるアドレスの形式を使用しても net.host のようなクラス B のネッ
トワークアドレスを指定しやすくなります。

１部分だけを指定した場合は、再配置せずに直接その値が保存されます。

ドット表記の一部となる数はすべて、C 言語で指定するように (先頭に 0x または 0X がある場合は 16進数、
先頭に 0 がある場合は８進数、それ以外は 10進数とみなす) 10進数、８進数、16進数のいずれでもかまいま
せん。

マルチスレッドアプリケーションでは、inet_ntoa() は、呼び出しごとに再利用されるスレッド固有の記憶
領域を使用します。必要に応じて、次の inet_ntoa() 呼び出しを行う前に、戻り値の文字列を各スレッド
で独自に保存してください。

廃止インタフェース
int inet_ntoa_r(struct in_addr in, char *buffer, int buflen);

上記のリエントラントインタフェースは、libc から libd4r に移動されました。これらのインタフェース
は、既存のアプリケーションをサポートするために含まれていますが、将来のリリースでは削除される可能性
があります。新しいマルチスレッドアプリケーションでは、接尾辞 _r が付いていないAPIを使用してくださ
い。

リエントラントインタフェースの機能は、接尾辞 _r が付いていない通常のインタフェースと同じですが、
inet_ntoa_r() は、文字列バッファーのアドレスを受け取り、結果のアドレスを所定のパラメータに格納し
ます。バッファー長が足りないと −1 が返されます。正常終了すると、 (末尾のNULL文字を含まない) 結果の
文字列の長さが返されます。
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戻り値
inet_addr() および inet_network() は、定形外の要求に対しては −1 を返します。

著者
inet ルーチンは、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
gethostent(3N), getnetent(3N), hosts(4), networks(4), thread_safety(5)
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名称
inet_pton(), inet_ntop() − IP バージョン 4 以降用のインターネットアドレス操作ルーチン

構文
#include <sys/socket.h>

#include <arpa/inet.h>

int inet_pton(int af, const char *src, void *dst);

const char *inet_ntop(int af, const void *src,

char *dst, size_t size);

説明
inet_pton() および inet_ntop() 関数は IP バージョン 6 (IPv6) で新規に作成され、IP バージョン 4

(IPv4) と IPv6 の両方のアドレスで動作します。英字の "p" と "n" は、 presentation (表示) と numeric

(数値) を表します。アドレスの表示形式は ASCII 文字列であることが多く、数値形式はソケットアドレス構
造体に設定されるバイナリの値です。

ASCII 文字列は、ドット表記の IPv4 アドレスか、またはコロン表記の IPv6 アドレスです。 ASCII 文字列
は、例えば 15.10.43.255 や 1080::2538:400:25:800:200C:417A のようになります。

バイナリの値は、IPv4/IPv6 アドレスを 16 進数で表現したものです。このバイナリ値は、IPv4 アドレスでは
in_addr 構造体の中に、IPv6 アドレスでは in6_addr 構造体の中に格納されます (詳細は inet(3N) マン
ページを参照)。

inet_pton() および inet_ntop() 関数は、互いに逆の機能です。 inet_pton() 関数は ASCII アドレ
ス文字列をバイナリアドレスに変換し、 inet_ntop() 関数はバイナリアドレスを ASCII アドレス文字列に
変換します。また、これらは inet_addr() および inet_ntoa() と、それぞれ等価です。

inet_pton() 関数
inet_pton() 関数は、アドレスを標準テキス表示形式から数値のバイナリ形式に変換します。

af 引き数は、アドレスファミリを指定します。現在、 AF_INET および AF_INET6 のアドレスファミリがサ
ポートされています。

src 引き数は、引き渡す IPv6/IPv4 アドレス文字列を指します。

dst 引き数は、この関数が数値アドレスを格納するバッファーを指します。アドレスはネットワークバイトの
順序で返されます。

変換が成功すると、 inet_pton() は 1 を返し、入力が有効な IPv4 のドット付き 10 進数文字列または有
効な IPv6 アドレス文字列でない場合には 0 を返し、 af 引き数が未知のものであれば errno に [EAFNO-

SUPPORT] を設定して -1 を返します。

呼び出しているアプリケーションでは、 dst が指すバッファーに、数値アドレスを保存するために十分な大き
さ (例えば、 AF_INET の場合は 4 バイト、 AF_INET6 の場合は 16 バイト) を確保する必要があります。
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af 引き数が AF_INET の場合、この関数は次のような標準の IPv4 ドット付き 10 進数形式の文字列を受け付
けます。

ddd.ddd.ddd.ddd

ここで、 ddd は、1 ～ 3 桁の 10 進数で、値は 0 ～ 255 です。既存の inet_addr() および inet_aton()

関数の実装では、標準以外の入力、すなわち、8 進数、16 進数、4 個未満の数値などを受け付けるものが多い
ので注意してください。 inet_pton() は、これらの形式を受け付けません。

af 引き数が AF_INET6 の場合、この関数は標準の IPv6 テキスト形式の文字列を受け付けます (詳細は、以
下の「IPv6 アドレス表記」を参照してください)。

inet_ntop() 関数
inet_ntop() 関数は、数値のアドレスを、表示に適したテキスト文字列に変換します。

af 引き数は、アドレスファミリを指定します。これには、 AF_INET または AF_INET6 を指定できます。

src 引き数は、 af 引き数が AF_INET のときは IPv4 アドレスが格納されたバッファーを指し、 af 引き数が
AF_INET6 のときは IPv6 アドレスが格納されたバッファーを指します。

dst 引き数は、関数が結果のテキスト文字列を格納するバッファーを指します。

size 引き数は、このバッファーのサイズを指定します。アプリケーションでは、NULL でない dst 引き数を指
定する必要があります。 IPv6 アドレスの場合、バッファーは少なくとも 46 オクテット必要です。 IPv4 アド
レスの場合、バッファーは少なくとも 16 オクテット必要です。アプリケーションが簡単に適切なサイズの
バッファーを宣言して IPv4 および IPv6 アドレスを文字列形式で格納できるようにするために、次の 2 つの
定数が <netinet/in.h> に定義されています。

#define INET_ADDRSTRLEN 16

#define INET6_ADDRSTRLEN 46

inet_ntop() 関数は、変換が成功するとテキスト文字列が格納されたバッファーへのポインターを返し、不
成功の場合には NULL を返します。失敗した場合、 af 引き数が無効のときには errno に [EAFNOSUP-

PORT] が設定され、結果のバッファーサイズが適切でないときには [ENOSPC] が設定されます。

IPv6 アドレス表記
IPv6 アドレスの長さは 128 ビットです。 IPv6 アドレスの例を、以下に示します。

FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210

128 ビットが、コロンで区切られた 8 個の 16 ビット整数として書かれています。各整数は、4 桁の 16 進数
で表現されています。

初期段階では、128 ビットすべてが使用されるわけではないので、ゼロが多くなります。このような場合の IP

アドレスは次のようになります。

1080:0:0:0:0:800:200C:417A
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上記のアドレスは、連続する null の16 ビット数値を 2 つのコロンに置き換えてコンパクトに表現することが
できます。上記のアドレスは、次のようにも表記できます。

1080::800:200C:417A

省略形の展開は非常に単純です。 2 つのコロンの左にあるものをすべて、アドレスの左側に並べます。これが
先行する 16 ビットワードです。次に、2 つのコロンの右にあるものをすべてアドレスの右側に並べ、ゼロを
補います。

コロン 2 つの表記は、アドレス内で 1 度だけ使用できます。

IPv4 からの移行をサポートするために、2 種類の特殊な IPv6 アドレスがサポートされています。これは
IPv4-compatible アドレスと IPv4-mapped アドレスです。

IPv4-compatible アドレスの記述と例
IPv4-compatible アドレスは、旧式の IPv4 ネットワークのアドレス形式との間で変換できます。これは、
IPv6 システムがお互いに通信しなければならないが、IPv4 ネットワークによって分断されているという場合
に使用します。

IPv4-compatible アドレスは、有効な 32 ビットの IPv4 アドレスの前に 96 ビットのゼロを付加して生成しま
す。例えば、次の IPv4 アドレスについて考えます。

1.2.3.4

これを IPv6 アドレスに変換するには、まず、ドット (".") で区切られた 10 進数を、それぞれ 2 桁の 16 進数
の値に変換してから、以下に示すように、4 桁の 16 進数に連結してコロン (":") を付加します。

::0102:0304

さらに、コロンの間の各 16 進数は、先頭のゼロを省略できます。従って、次のような IPv6 アドレスになり
ます。

::102:304

ドット付き 10 進数の形式を残し、上記のアドレスを次のように書き直すことができます。

::1.2.3.4

上記のアドレスも有効な IPv4-compatible の IPv6 アドレスです。

IPv4-mapped アドレスの記述と例
IPv4-mapped アドレスは、IPv6 をサポートしていないシステムを示します。このようなシステムでは IPv4

しか使用できません。 IPv6 のホストは、IPv4-mapped の IPv6 アドレスを用いて、IPv4 専用のホストと通
信できます。

IPv4-mapped アドレスは、80 ビットのゼロと 16 ビットの 1 を、有効な 32 ビットの IPv4 アドレスの前に
付加することで生成します。次の IPv4 アドレスについて考えます。

1.2.3.5
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これを IPv6 にマップすると、次のようになります。

::FFFF:1.2.3.5

または

::FFFF:102:305

著者
これらの inet ルーチンは、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
gethostent(3N), getnetent(3N), inet(3N), hosts(4), networks(4)
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名称
inet6_opt_init(), inet6_opt_append(), inet6_opt_find(), inet6_opt_finish(), inet6_opt_get_val(),

inet6_opt_next(), inet6_opt_set_val() − IPv6 のホップバイホップオプションおよびあて先オプションの操作

構文
#include <netinet/in.h>

int inet6_opt_append(void *extbuf, size_t extlen, int prevlen,

uint8_t type, size_t len, uint_t align, void **databufp);

int inet6_opt_find(void *extbuf, size_t extlen, int prevlen,

uint8_t type, size_t *lenp, void **databufp);

int inet6_opt_finish(void *extbuf, size_t extlen, int prevlen);

int inet6_opt_get_val(void *databuf, size_t offset, void *val, int vallen);

int inet6_opt_init(void *extbuf, size_t extlen);

int inet6_opt_next(void *extbuf, size_t extlen, int prevlen,

uint8_t *typep, size_t *lenp, void **databufp);

int inet6_opt_set_val(void *databuf, size_t offset, void *val, int vallen);

説明
アプリケーションは、これらの関数を使うことで、IPv6 のホップバイホップオプションヘッダーとあて先オ
プション ヘッダーを作成したり解析したりすることができます。ホップバイホップオプション ヘッダーは、
「パケット転送経路上のすべての中継ノードに調べさせるオプション情報」を運ぶために使います。一方、あ
て先オプションヘッダーは、「パケットのあて先ノードだけに調べさせるオプション情報」を運ぶために使い
ます。

アプリケーションがホップバイホップオプションを受信するには、次のようにして IPV6_RECVHOPOPTS ソ
ケットオプションを有効にする必要があります。

int on = 1;

setsockopt(fd, IPPROTO_IPV6, IPV6_RECVHOPOPTS, &on, sizeof(on));

アプリケーションがホップバイホップオプションヘッダーを送信するには、このヘッダーを補助データとして
指定して sendmsg() を呼び出すか、 setsockopt() を使ってこのヘッダーを指定します。

ホップバイホップオプション拡張ヘッダーが不要な場合は、 setsockopt() で IPV6_HOPOPTS を設定する
ときにオプション長 (オプションが入っているデータ構造体の長さ) の指定をゼロにすることで、取り除くこと
ができます。

経路制御ヘッダーの後ろに置かれている (経路制御ヘッダーがない場合はパケット内にある) あて先オプション
ヘッダーをアプリケーションが受信するには、次のようにして IPV6_RECVDSTOPTS ソケットオプションを
有効にする必要があります。
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int on = 1;

setsockopt(fd, IPPROTO_IPV6, IPV6_RECVDSTOPTS, &on, sizeof(on));

経路制御ヘッダーより前に置かれているあて先オプションヘッダーをアプリケーションが受信するには、次の
ようにして IPV6_RECVRTHDRDSTOPTS ソケットオプションを有効にする必要があります。

int on = 1;

setsockopt(fd, IPPROTO_IPV6, IPV6_RECVRTHDRDSTOPTS, &on, sizeof(on));

アプリケーションがあて先オプション ヘッダーを送信するには、このヘッダーを補助データとして指定して
sendmsg() を呼び出すか、 setsockopt() を使ってこのヘッダーを指定します。

あて先オプション拡張ヘッダーが不要な場合は、 setsockopt() で IPV6_RTHDRDSTOPTS または
IPV6_DSTOPTS を設定するときにオプション長 (オプションが入っているデータ構造体の長さ) の指定をゼロ
にすることで、取り除くことができます。

inet6_opt_init()

この関数は、オプションの入っていない空の拡張ヘッダーを作成するために必要なバイト数を返します。
extbuf としてヌルでないポインターを指定すると、この関数はその拡張ヘッダーを初期化して、長さ
フィールドに正しい値を設定します。 extlen で指定した値が８の整数倍となる正数でないと、関数は失
敗して -1 を返します。

inet6_opt_append()

この関数は、長さが len で配置が align のオプションを追加したときに必要となる拡張ヘッダー全体の
長さを返します。 extbuf としてヌルでないポインターを指定すると、この関数は長さを返すことに加
え、必要なパディングオプションを挿入して、そのオプションヘッダーを初期化します (タイプフィール
ドと長さフィールドの設定)。そして、そのオプション内容の位置を指すポインターを databufp を通し
て返します。 type で指定したオプションが拡張ヘッダーのバッファーに納まらない場合、関数は -1 を
返します。

３番目のパラメータ prevlen には、１つ前の inet6_opt_append() で返された長さを、また、
inet6_opt_append() の呼び出しが最初の場合は inet6_opt_init() から返された長さをそれぞ
れ指定する必要があります。

パラメータ type には、８ビットで表したオプションタイプを指定します。ただし指定する値は、２～
255 までの値にする必要があります。０と１は Pad1 オプション用と PadN オプション用にそれぞれ予
約されています。

パラメータ len には、オプションタイプフィールドとオプション長フィールドの両方を除いたオプショ
ンデータの長さを指定します。パラメータ len に対して指定できる値は、０～255 です。この値はオプ
ションヘッダーの後ろに続くオプションデータの長さを表します。

align パラメータの値は１、２、４、または８を指定する必要があります。ただし、 align に len を超え
る値を指定することはできません。
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アプリケーションは、 inet6_opt_append() を呼び出した後、 databuf を直接使うか、または
inet6_opt_set_val() を使ってオプションの内容を指定 (設定 ) します。 inet6_opt_append()

を呼び出す前にオプションの内容を設定してはいけません。

inet6_opt_finish()

この関数は、拡張ヘッダーの長さ (バイト) が最終的に８の整数倍になるようにパディングを施し、ヘッ
ダー全体の最終的な長さを返します。

extbuf としてヌルでないポインターを指定した場合、この関数はこれ以外に、適切な長さの Pad1 また
は PadN オプションを挿入してオプションを初期化します。必要なパッドが拡張ヘッダーのバッファー
に納まらない場合、関数は -1 を返します。

パラメータ prevlen には、 inet6_opt_init() または inet6_opt_append() から返された長さを
指定する必要があります。

inet6_opt_set_val()

この関数は、オプションのデータ部分にさまざまなサイズ (１、２、４、８バイト) のデータ項目を挿入
します。挿入後、この関数は、次のフィールドを挿入するためのオフセット位置 (offset + vallen) を返
します。オプション内容が複数のフィールドで構成されているときは、このオフセットを指定して関数を
呼び出し、次のフィールドを挿入します。パラメータ val には、挿入対象データを指すポインターを指
定します。また、パラメータ offset には、挿入先として、当該オプションのデータ部分の中の位置 (オフ
セット) を指定します。オフセットは、オプションタイプフィールドと長さフィールドの後にある最初の
バイトからの相対位置で表します。つまり、オフセットとしてゼロを指定すると、オプションタイプ
フィールドと長さフィールドの後にある最初のバイトがアクセスされます。

パラメータ databuf には、 inet6_opt_append() から返されたポインターを指定する必要がありま
す。

inet6_opt_next()

この関数は、アプリケーションが受信した拡張ヘッダーオプションを解析して、次のオプションヘッダー
のオフセット位置を返します。

パラメータ extbuf と extlen で拡張ヘッダーを指定します。

パラメータ prevlen には、ゼロ (最初のオプションの場合)、あるいは、この関数の１つ前に呼び出した
inet6_opt_next() または inet6_opt_find() から返された長さを指定します。関数は、 prevlen

で指定された位置から、拡張バッファーのスキャンを継続します。パラメータ databufp、 typep、 lenp

を更新しながら指定していくことによって、次のオプションが順番に返されます。この関数は、１つ前に
返された「今までの長さ」(つまり、次のオプションの開始オフセット) を今回のオプションの分だけ進
め、新しい「今までの長さ」として返します。次の inet6_opt_next() を呼び出すときは、返された
この「今までの」長さを指定します。

この関数は Pad1 も PadN オプションも返しません。返すオプションがなくなった場合、またはオプ
ション拡張ヘッダーが正しく作成されていない場合は、戻り値として -1 を返します。
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inet6_opt_find()

この関数は inet6_opt_next() 関数と似ていますが、 inet6_opt_next() がタイプに関係なくす
べてのオプションを返すのと違って、 inet6_opt_find() 関数では、検索の対象にするオプションタ
イプを、呼び出し元で指定することができます。

指定された type のオプションが見つかると、関数は１つ前に返された「今までの長さ」(つまり、次のオ
プションの開始オフセット) を、今回見つかったオプションの分と、前回見つかったオプションから今回
見つかったオプションまでの間にある指定タイプ以外のオプションの分を足した分だけ進め、新しい「今
までの長さ」として返します。呼び出し元が inet6_opt_find() をさらに呼び出して、同じタイプの
次のオプションを検索するときは、返されたこの「今までの長さ」を指定します。

関数は、指定された type のオプションが見つからないか、またはオプション拡張ヘッダーが正しく作成
されていないと、戻り値として -1 を返します。

inet6_opt_get_val()

この関数は、オプションのデータ部分にあるさまざまなサイズ (１、２、４、８バイト) のデータ項目を
抽出します。この関数は、次のフィールドのオフセット位置 (offset + vallen) を返します。オプション
内容が複数のフィールドで構成されているときは、このオフセットを指定して関数を呼び出し、次の
フィールドを抽出します。

最初のパラメータ databuf には、対象となるオプションのデータ部分が存在する位置、つまり、
inet6_opt_next() または inet6_opt_find() から返されたポインターを指定する必要がありま
す。

パラメータ offset には、データ項目の抽出元として、当該オプションのデータ部分の中の位置 (オフセッ
ト) を指定します。オフセットは、オプションタイプフィールドと長さフィールドの後にある最初のバイ
トからの相対位置で表します。つまり、オフセットとしてゼロを指定すると、オプションタイプフィール
ドと長さフィールドの後にある最初のバイトがアクセスされます。

val には、抽出されたデータの格納先を指定します。

これらの関数を使うには、次のオプションを指定してアプリケーションをコンパイルする必要があります。

-D_HPUX_SOURCE -D_XOPEN_SOURCE_EXTENDED -lxnet -lipv6

これらの API は、インターネットドラフト 『 Advanced Sockets API for IPv6 <draft-ietf-ipngwg-

2292bis-02.txt>』に基づいて実装されています。ただし、これらの API は、このドキュメントの将来の変更
に合わせて更新、入れ替え、または廃止されることがあります。

戻り値
inet6_opt_init()、 inet6_opt_append()、 inet6_opt_finish()、 inet6_opt_next()、および
inet6_opt_find() は、エラーが発生すると -1 を返します。

例
『Advanced Sockets API for IPv6 <draft-ietf-ipngwg-2292bis-02.txt>』の付録 C に、さまざまな例が載って
います。
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著者
API は、HP で開発されました。

参照
ip6(7P)

『Advanced Sockets API for IPv6 <draft-ietf-ipngwg-2292bis-02.txt>』
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名称
inet6_rth_add(), inet6_rth_getaddr(), inet6_rth_init(), inet6_rth_reverse(), inet6_rth_segments(),

inet6_rth_space() − IPv6 の経路制御ヘッダーオプションの操作

構文
#include <netinet/in.h>

size_t inet6_rth_space(int type, int segments);

void *inet6_rth_init(void *bp, int bp_len, int type, int segments);

int inet6_rth_add(void *bp, const struct in6_addr *addr);

int inet6_rth_reverse(const void *in, void *out);

int inet6_rth_segments(const void *bp);

struct in6_addr *inet6_rth_getaddr(const void *bp, int index);

説明
アプリケーションは、これらの関数を使うことで、IPv6 の経路制御ヘッダーを作成したり調べたりすること
ができます。 IPv6 のソースノードは、パケットがあて先ノードに到着するまでに通る中継ノードを、経路制
御ヘッダーを使ってリスト形式で指定することができます。

経路制御ヘッダーは、次の３つの関数を使って作成します。

inet6_rth_space() 経路制御ヘッダーに必要なバイト数を返します。

inet6_rth_init() バッファーデータを経路制御ヘッダー用に初期化します。

inet6_rth_add() IPv6 アドレスを経路制御ヘッダーに１つ追加します。

返された経路制御ヘッダーは、次の３つの関数を使って処理します。

inet6_rth_reverse() 経路制御ヘッダー内のセグメント (アドレス) の順序を逆にします。

inet6_rth_segments() 経路制御ヘッダーにあるセグメントの数を返します。

inet6_rth_getaddr() 経路制御ヘッダーからアドレスを１つ取得します。

アプリケーションが経路制御ヘッダーを受信するには、次のようにして IPV6_RECVRTHDR ソケットオプショ
ンを有効にする必要があります。

int on = 1;

setsockopt(fd, IPPROTO_IPV6, IPV6_RECVRTHDR, &on, sizeof(on));

アプリケーションが経路制御ヘッダーを送信するには、このヘッダーを補助データとして指定して
sendmsg() を呼び出すか、 setsockopt() を使ってこのヘッダーを指定します (send(2) と getsockopt(2)

をそれぞれ参照)。
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inet6_rth_space()

この関数は、指定した segments 個のセグメント (アドレス) を type タイプの経路制御ヘッダーに入れる
のに必要なバイト数を返します。 IPv6 タイプ０の経路制御ヘッダーについては、セグメントの数を０～
127 にする必要があります。戻り値は、経路制御ヘッダーに必要なスペースのサイズだけです。アプリ
ケーションが補助データを使う場合は、この関数から返された長さ (スペースのサイズ) を CMSG_LEN()

に渡し、cmsghdr 構造体も含めて、補助データオブジェクトにどれだけメモリーが必要かを調べる必要
があります。

戻り値が０の場合は、経路制御ヘッダーのタイプがこの実装ではサポートされていないか、指定したセグ
メント数がこのタイプの経路制御ヘッダーでは受けつけられないことを示しています。

この関数はスペースのサイズを返しますが、補助データに必要なスペースは計算に入れられていません。

inet6_rth_init()

この関数は bp ポインターで指定したバッファーを type タイプの経路制御ヘッダー用に初期化します。
bp_len は、バッファーが十分に大きいかどうかを検証するためにだけ使われます。

バッファーは呼び出し元で割り当てる必要がありますが、そのサイズは、 inet6_rth_space() を
使って調べることができます。

この関数が処理に成功すると、戻り値として、初期化したバッファーを指すポインター (bp) が返されま
す。 inet6_rth_add() 関数を呼び出すときは、最初の引き数としてこのポインターを指定します。こ
の関数でエラーが発生すると、戻り値としてヌルが返されます。

inet6_rth_add()

この関数は、 addr ポインターで指定した IPv6 アドレスを、現在生成中の経路制御ヘッダーの最後に追
加します。

この関数が処理に成功すると、経路制御ヘッダーにある segleft メンバーの情報が更新され、経路制御
ヘッダーに新規アドレスが追加されたことが反映されます。また、戻り値として０が返されます。エラー
が発生した場合は、戻り値として -1 が返されます。

inet6_rth_reverse()

この関数は、最初の引き数 in ポインターで指定した経路指定オプション拡張ヘッダーを取り込み、新し
い経路制御ヘッダーを書き込みます。その際、新しい経路制御ヘッダーは、取り込んだ経路制御ヘッダー
の指定とは逆のルートでデータグラムを送信するように設定されます。関数はこのために、新しい経路制
御ヘッダー内でアドレスの順序を逆に並べ替え、segleft メンバーにセグメント数を設定します。２つの
引き数が同じバッファーを指すように指定することもできます。この場合は、同じバッファー内で並べ替
えが行われます。

関数が処理に成功すると、戻り値として０が返され、エラーが発生すると -1 が返されます。

inet6_rth_segments()

この関数は bp ポインターで指定した経路制御ヘッダーについて、そこに含まれているセグメント (アド
レス) の数 (０個以上) を返します。
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関数でエラーが発生した場合は、戻り値として -1 が返されます。

inet6_rth_getaddr()

この関数は、 index で指定した IPv6 アドレスについて、その位置を指すポインターを返します。 index

は、 bp ポインターの指す経路制御ヘッダーに設定されている IPv6 アドレスのインデックス値であり、
０から、 inet6_rth_segments() で返された値より１だけ小さい数までの値を指定できます。

アプリケーションは、はじめに inet6_rth_segments() を呼び出して、経路制御ヘッダー内のセグメ
ント数を取得します。

この関数でエラーが発生すると、戻り値としてヌルが返されます。

これらの関数を使うには、次のオプションを指定してアプリケーションをコンパイルする必要があります。

-D_HPUX_SOURCE -D_XOPEN_SOURCE_EXTENDED -lxnet -lipv6

API は、インターネットドラフト 『Advanced Sockets API for IPv6 <draft-ietf-ipngwg-2292bis-02.txt>』に
基づいて実装されています。ただし、これらの API は、ドキュメントの将来の変更に合わせて更新、入れ替
え、または廃止されることがあります。

例
『Advanced Sockets API for IPv6 <draft-ietf-ipngwg-2292bis-02.txt>』の付録 B に、さまざまな例が載って
います。

著者
この API は、HP で開発されました。

参照
send(2), getsockopt(2), ip6(7P)

『Advanced Sockets API for IPv6 <draft-ietf-ipngwg-2292bis-02.txt>』
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名称
initgroups( ) − グループアクセスリストを初期化する

構文
#include <unistd.h>

int initgroups(const char *name, gid_t basegid);

説明
initgroups() は、ログイングループ ファイル /etc/logingroup を読み込み、 setgroups(2) システム
コールを使用して name で指定したユーザーにグループ アクセスリストを設定します。 basegid の値が０ま
たは正の場合は、自動的にグループリストに取り込まれます。通常、この値はパスワードファイルからグルー
プナンバとして指定されます。ログイングループファイルが空の場合は、 basegid がリストの唯一のメンバー
となります。

戻り値
適切な特権を持たないユーザーから呼び出された場合、 initgroups() は −1 を返します。

警告
initgroups() は、 getgrent(3C) に基づいたルーチンを使用します。実行する側のプログラムがこれらの
ルーチンのどれかを使用する場合は、 initgroups() を呼び出すとグループ構造体はオーバーライトされま
す。続けて initgroups() を同じパラメータ name で呼び出すと、前の呼び出しによるアクションは置換さ
れます。

多くのシステムでは /etc/logingroup をアップデートし続けません。

initgroups() は、動的ネームサービス スイッチ (nsswitch.conf (4) 参照) を使用しています。このインタ
フェースを使用するアプリケーションでは、十分なアーカイブバウンドができません。

ネットワーク機能
NFS

/etc/logingroup と /etc/group をリンクすると、 initgroups() は Network Information Service

(NIS) を使用してプラス符号 (+) で始まるエントリーを探します。 name に対するグループメンバーを NIS が
管理していて、 NISサーバーが応答できない場合は、 initgroups() を呼び出してもサーバーが応答できる
までは値を返しません。このため、コマンド login(1) や su(1) は無限に待ち続けます。

適当な構文および操作については、 group(4) を参照してください。

著者
initgroups() 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/logingroup ログイングループファイル
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参照
login(1), su(1), getgroups(2), setgroups(2), group(4), thread_safety(5)
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CURSES

名称
initscr(), newterm() − スクリーン初期化関数

構文
#include <curses.h>

WINDOW *initscr(void);

SCREEN *newterm(char *type, FILE *outfile, FILE *infile);

説明
initscr() 関数は、ターミナルタイプを判定し、処理系データ構造をすべて初期化します。環境変数 TERM

でターミナルタイプを指定します。 initscr() 関数はまた、最初のリフレッシュ操作によってスクリーンを
クリアします。エラーが発生すると、 initscr() は適当なメッセージを標準エラーファイルに書き込んだ
後、終了します。 initscr() または newterm() を呼び出す前に呼び出せる関数は、 filter()、
ripoffline()、slk_init()、use_env()、<term.h>でプロトタイプを定義した関数だけです。移植可
能なアプリケーションからは initscr() を２回呼び出してはいけません。

newterm() 関数は、ターミナルデバイスを接続するために何回でも呼び出すことができます。 type 引き数
は、ターミナルタイプを指定する文字列を示します。ただし、type がヌルポインターの場合、 outfile 引き数
は端末への出力用ファイルポインターで、 infile 引き数は、端末からの入力用ファイルポインターです。
Curses がこれらのファイルポインターのバッファーリングモードを変更するかどうかは、不定です。
newterm() 関数は、各端末について 1回呼び出してください。

initscr() 関数は、次のコマンド行に相当します。

newterm(getenv("TERM"), stdout, stdin);

return stdscr;

SIGINT、SIGQUIT、または SIGTSTP 信号に対する現在の処理方法が、SIGDFL である場合、 initscr()

によって信号用のハンドラーもインストールできます。このハンドラーは、プロセスの寿命が終わるまでまた
はプロセスが信号の処理方法を変更するまで有効です。

initscr() と newterm() の両関数は、 cur_term 外部変数を初期化します。

戻り値
正常に終了すると、 initscr() は、 stdscr を示すポインターを返します。そうでなければ戻り値を返しま
せん。

正常に終了すると、 newterm() は、指定された端末を示すポインターを返します。そうでなければヌルポイ
ンターを返します。

エラー
エラーは定義されていません。
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CURSES

アプリケーション使用法
複数の端末に出力するプログラムでは、 initscr() の代わりに、各端末について newterm() を使ってく
ださい。端末がスクリーン指向のプログラムをサポートできなくなった場合に、プログラムを行指向モードで
引き続き実行できるように、エラー状態の表示を必要とするプログラムもあります。このようなプログラムで
も、 newterm() 関数を使います。

アプリケーションでは、 initscr() を呼び出す前に SIGINT、SIGQUIT、または SIGTSTP について必要
な処理を実行してください。

参照
delscreen(3X), doupdate(3X), del_curterm(3X), filter(3X), slk_attroff(3X), use_env(3X), terminfo(4)中の端末
の選択， <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
newterm() 関数は、本エントリーに統合されました。旧版では、専用のエントリーに含まれていました。

分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。 initscr() 関数の引き数リストは、明示的に
void で宣言されています。
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ENHANCED CURSES

名称
innstr(), instr(), mvinnstr(), mvinstr(), mvwinnstr(), mvwinstr(), winnstr(), winstr() − ウィンドウからマルチ
バイト文字列を入力

構文
#include <curses.h>

int innstr(char *str, int n);

int instr(char *str);

int mvinnstr(int y, int x, char *str, int n);

int mvinstr(int y, int x, char *str);

int mvwinnstr(WINDOW *win, int y, int x, char *str, int n);

int mvwinstr(WINDOW *win, int y, int x, char *str);

int winnstr(WINDOW *win, char *str, int n);

int winstr(WINDOW *win, char *str);

説明
これらの関数は、現在のまたは指定されたウィンドウから str がポイントする配列に、文字列を現在のまたは
指定の位置から行末まで格納します。

innstr()、mvinnstr()、mvwinnstr()、winnstr() 関数は、最大で n バイトを str がポイントする文
字列に保存します。

innstr()、mvinnstr()、mvwinnstr()、winnstr() の関数は、１つの文字に関連するマルチバイト列
全体を保存するだけです。配列が１文字以上を格納できる大きさのときは、配列が一杯になるまで文字全体を
格納します。配列に文字全体を格納する大きさがないときは、関数は正常に動作しません。

戻り値
正常に終了すると、instr()、mvinstr()、mvwinstr()、winstr() は OK を返します。

正常に終了すると、innstr()、mvinnstr()、mvwinnstr()、winnstr() は、実際に文字列に読み込ま
れた文字の数を返します。

そうでなければ、これらの関数はすべて ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
マルチバイト文字を処理する場合もあるので、スクリーン上のカラム位置の数と返されるバイト数とには、必
ずしも１対１の対応関係はありません。

これらの関数は修飾情報を返しません。
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ENHANCED CURSES

instr()、mvinstr()、mvwinstr()、winstr() を使って、str がポイントする配列より大きな行を読み
込むと、結果は不定です。 innstr()、mvinnstr()、mvwinnstr()、winnstr() のいずれかを使用する
ことをお勧めします。

参照
<curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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ENHANCED CURSES

名称
innwstr(), inwstr(), mvinnwstr(), mvinwstr(), mvwinnwstr(), mvwinwstr(), winnwstr(), winwstr() − ウィン
ドウからワイド文字列を入力

構文
#include <curses.h>

int innwstr(wchar_t *wstr, int n);

int inwstr(wchar_t *wstr);

int mvinnwstr(int y, int x, wchar_t *wstr, int n);

int mvinwstr(int y, int x, wchar_t *wstr);

int mvwinnwstr(WINDOW *win, int y, int x, wchar_t *wstr, int n);

int mvwinwstr(WINDOW *win, int y, int x, wchar_t *wstr);

int winnwstr(WINDOW *win, wchar_t *wstr, int n);

int winwstr(WINDOW *win, wchar_t *wstr);

説明
これらの関数は、現在のまたは指定のウィンドウから wstr がポイントする配列に、wchar_t 文字列を現在の
または指定のカーソル位置から行末まで格納します。

これらの関数は、１つのスペーシング複情報文字に関連するワイド文字列全体を保存するだけです。配列が１
つ以上のスペーシング複情報文字を格納できる大きさのときは、配列が一杯になるまで文字全体を格納しま
す。配列が文字全体を格納する大きさでなければエラーになります。

innwstr()、mvinnwstr()、mvwinnwstr()、winnwstr() 関数は、最大で n 個の文字を wstr がポイン
トする配列に格納します。

戻り値
正常に終了すると、inwstr()、mvinwstr()、mvwinwstr()、winwstr() は OK を返します。

正常に終了すると、innwstr()、mvinnwstr()、mvwinnwstr() 、winnwstr() は実際に文字列に読み
込まれた文字の数を返します。

そうでなければ、これらの関数はすべて ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
inwstr()、mvinwstr()、mvwinwstr() 、winwstr() を使って、wstr がポイントする配列より大きな
行を読み込むと、結果は不定です。 innwstr()、mvinnwstr()、mvwinnwstr() 、winnwstr() のいず
れかを使用することをお勧めします。
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ENHANCED CURSES

これらの関数は修飾情報を返しません。

参照
<curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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ENHANCED CURSES

名称
ins_nwstr(), ins_wstr(), mvins_nwstr(), mvins_wstr(), mvwins_nwstr(), mvwins_wstr(), wins_nwstr(),

wins_wstr() − ワイド文字列のウィンドウへの挿入

構文
#include <curses.h>

int ins_nwstr(const wchar_t *wstr, int n);

int ins_wstr(const wchar_t *wstr);

int mvins_nwstr(int y, int x, const wchar_t *wstr, int n);

int mvins_wstr(int y, int x, const wchar_t *wstr);

int mvwins_nwstr(WINDOW *win, int y, int x, const wchar_t *wstr, int n);

int mvwins_wstr(WINDOW *win, int y, int x, const wchar_t *wstr);

int wins_nwstr(WINDOW *win, const wchar_t *wstr, int n);

int wins_wstr(WINDOW *win, const wchar_t *wstr);

説明
これらの関数は、現在のウィンドウまたは指定されたウィンドウ内の、現在の位置または指定された位置の直
前に wchar_t 文字列 (行に収まる範囲内でできるだけ多くの wchar_t) を挿入します。

文字列内の非スペーシング文字は、その前にある最初のスペーシング文字に関連しています。文字列内の最初
の文字が非スペーシング文字のときは、これらの関数は正常に動作しません。

これらの関数は、折り返しもカーソル位置の前進も行いませんが特殊文字処理は行います。

The ins_nwstr()、mvins_nwstr()、mvwins_nwstr()、wins_nwstr() の各関数は、最大で n の
wchar_t 文字を挿入します。 n が 1 未満のときは、文字列全体を挿入します。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
<curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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ENHANCED CURSES

名称
ins_wch(), mvins_wch(), mvwins_wch(), wins_wch() − 複情報文字と修飾情報のウィンドウへの挿入

構文
#include <curses.h>

int ins_wch(const cchar_t *wch);

int wins_wch(WINDOW *win, const cchar_t *wch);

int mvins_wch(int y, int x, const cchar_t *wch);

int mvwins_wch(WINDOW *win, int y, int x, const cchar_t *wch);

説明
これらの関数は、複情報文字 wch を修飾情報とともに現在のまたは指定のウィンドウの現在のまたは指定の位
置に挿入します。

これらの関数は折り返しもカーソル位置の前進も行いませんが特殊文字処理は行います。ただし、ウィンドウ
の最終行に改行文字が挿入されており、スクロール機能が使用可能になっていないときは、動作は不定です。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
非スペーシング文字については、add_wch() を使って、すでにウィンドウ内にあるスペーシング複情報文字
に非スペーシング文字を付加できます。

参照
add_wch(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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CURSES

名称
insch(), mvinsch(), mvwinsch(), winsch() − １バイト文字と修飾情報のウィンドウへの挿入

構文
#include <curses.h>

int insch(chtype ch);

int mvinsch(int y, int x, chtype ch);

int mvwinsch(WINDOW *win, int y, int x, chtype ch);

int winsch(WINDOW *win, chtype ch);

説明
これらの関数は、ch を元にして文字と修飾情報を、現在のまたは指定されたウィンドウ内の現在のまたは指定
された位置に挿入します。

これらの関数は折り返しを行いません。また、カーソル位置も進めませんが特殊文字処理は行います。ただ
し、ウィンドウの最終行に改行が挿入されており、スクロール機能が使用可能になっているときは、動作は不
定です。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
これらの関数は、各文字が１バイトで、その属性が A_ で始まる定数だけで表現することができるキャラク
ターセットでのみ確実に動作することが保証されています。

参照
ins_wch(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。
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ENHANCED CURSES

名称
insdelln(), winsdelln() − ウィンドウからの行の削除またはウィンドウへ行の挿入

構文
#include <curses.h>

int insdelln(int n);

int winsdelln(WINDOW *win, int n);

説明
insdelln() および winsdelln() の両関数は、次のアクションを行います。

• n が正のとき、これらの関数は、現在のまたは指定されたウィンドウ内の現在行の前にn 行を挿入
します。最新の n 行は表示されません。

• n が負のとき、これらの関数は現在のまたは指定されたウィンドウ内の現在行からn 行を削除し
て、残りの行をカーソル位置に移動します。最新の n 行はクリアされます。

現在のカーソル位置は変わりません。

戻り値
正常に終了すると、OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
deleteln(3X), insertln(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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CURSES

名称
insertln(), winsertln() − ウィンドウへの行の挿入

構文
#include <curses.h>

int insertln(void);

int winsertln(WINDOW *win);

説明
insertln() および winsertln() の両関数は、空白行を現在のまたは指定されたウィンドウ内の現在行の
前に挿入します。最後の行は表示されません。カーソルの位置は変わりません。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
insdelln(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。 insertln() 関数の引き数リストは、明示的
に void で宣言されています。
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ENHANCED CURSES

名称
insnstr(), insstr(), mvinsnstr(), mvinsstr(), mvwinsnstr(), mvwinsstr(), winsnstr(), winsstr() − マルチバイト
文字列のウィンドウへの挿入

構文
#include <curses.h>

int insnstr(const char *str, int n);

int insstr(const char *str);

int mvinsnstr(int y, int x, const char *str, int n);

int mvinsstr(int y, int x, const char *str);

int mvwinsnstr(WINDOW *win, int y, int x, const char *str, int n);

int mvwinsstr(WINDOW *win, int y, int x, const char *str);

int winsnstr(WINDOW *win, const char *str, int n);

int winsstr(WINDOW *win, const char *str);

説明
これらの関数は、現在のまたは指定されたウィンドウ内の現在のまたは指定された位置の前に (行に収まる範
囲内でできるだけ多くの文字を含む) 文字列を挿入します。

これらの関数はカーソルを進めません。これらの関数は特殊文字処理を行います。 innstr() と innw-

str() の両関数は折り返しを行います。 instr() と inswstr() の両関数は折り返しを行いません。

insnstr()、mvinsnstr()、mvwinsnstr() 、winsnstr() の関数は、最大で n バイトを挿入します。
n が 1 未満のときは、文字列全体を挿入します。

戻り値
正常に終了すると OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
文字列がマルチバイト文字を含む場合もあるので、文字があるカラム位置の数と文字列内のバイト数には、必
ずしも１対１の対応関係はありません。

参照
<curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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名称
insque(), remque() − キューの要素の挿入または削除

構文
#include <search.h>

void insque(void *element, void *pred);

void remque(void *element);

説明
insque() および remque() 関数は、双方向リンクリストのキューを操作します。これらの関数を使用する
アプリケーションは、構造体の先頭の２つのメンバーが同じ型の構造体へのポインターである構造体を定義し
なければなりません。構造体のその他のメンバーは、アプリケーションにより異なります。構造体の先頭の２
つのメンバーは、前方向と後方向ポインターとして使用されます。構造体とポインターの名前に制限はありま
せん。

insque() 関数は、キューの中の pred 引き数が指すオブジェクトのすぐ後ろに element 引き数が指すオブ
ジェクトを挿入します。

remque() 関数は、キューから、 element 引き数が指すオブジェクトを削除します。

著者
insque() および remque() は、HP と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
thread_safety(5)

標準準拠
insque(): XPG4.2

remque(): XPG4.2
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CURSES

名称
intrflush() − 割り込み時の初期化機能を使用可能または使用不能にする

構文
#include <curses.h>

int intrflush(WINDOW *win, bool bf);

説明
intrflush() 関数は、割り込みキー (割り込み、一時停止、または中止) を押すことによって、現在のスク
リーンに関連する入力バッファーを初期化するかどうかを指定します。 bf が TRUE のとき、割り込みキーを
押すと入力バッファーが初期化されます。 bf が FALSE のとき、割り込みキーを押しても入力バッファーは
初期化されません。 bf のデフォルト値は、ディスプレイドライバーの設定から継承されます。 win 引き数
は、現在のスクリーンに関連するウィンドウを参照していなければなりません。

戻り値
正常に終了すると、intrflush() は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
同様の効果は、Curses の外でも、『X/Open System Interface Definitions, Issue 4, Version 2』 specification

(General Terminal Interface ) で指定された NOFLSH ローカルモードフラグを使って実現できます。

参照
curses_intro(3X) の 「入力処理」の項, <curses.h>, X/Open System Interface Definitions, Issue 4, Version 2

specification, Section 9.2, Parameters That Can Be Set .

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。
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ENHANCED CURSES

名称
is_linetouched(), is_wintouched(), touchline(), untouchwin(), wtouchln() − ウィンドウリフレッシュ制御関数

構文
#include <curses.h>

bool is_linetouched(WINDOW *win, int line);

bool is_wintouched(WINDOW *win);

int touchline(WINDOW *win, int start, int count);

int untouchwin(WINDOW *win);

int wtouchln(WINDOW *win, int y, int n, int changed);

説明
touchline() 関数は、start 行から始まる count 行にだけタッチします。

untouchwin() 関数は、ウィンドウ内のすべての行に、最後のリフレッシュ操作以後、未変更のマークを付
けます。

wtouchln() を呼び出すと、changed が 1 のとき、指定のウィンドウ内の y から始まる n 行にタッチしま
す。changed が 0 のとき、これらの行に最後のリフレッシュ操作以後、未変更のマークを付けます。

is_wintouched() 関数は、指定されたウィンドウがタッチされているかどうかを判定します。 is_line-

touched() 関数は、指定されたウィンドウの line 行がタッチされているかどうかを判定します。

戻り値
is_linetouched() 関数は、最後のリフレッシュ操作以後、指定された行がタッチされていると、TRUE

を返します。そうでなければ FALSE を返します。 is_wintouched() 関数は、最後のリフレッシュ操作以
後、指定されたウィンドウがタッチされていると、TRUE を返します。そうでなければ FALSE を返します。

正常終了すると、上記以外の関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。この原則に対する例
外は、前述した関数のそれぞれの説明のページに記述されています。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
touchwin() または touchline() の呼び出しは、オーバーラップウィンドウ使用時に必要になることがあ
ります。一方のウィンドウの変更は、他方のウィンドウに影響しますが、他方のウィンドウ内でどの行が変更
されてきたかのレコードに関しては、変更が反映されないからです。

参照
doupdate(3X), touchwin(3X), curses_intro(3X) の「画面、ウインドウおよび端末」の項, <curses.h>
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ENHANCED CURSES

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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名称
isastream( ) − ファイル記述子がSTREAMSデバイスまたはSTREAMSベースのパイプを参照していることの
判定

構文
#include <stropts.h>

int isastream(int fd);

説明
isastream() 関数は、オープンファイル記述子( fd ) がSTREAMSデバイスまたは STREAMSベースのパイ
プに対応しているかどうかをテストします。

戻り値
正常終了した場合、 isastream() 関数は、 fd で指定されたオープンファイルのファイル記述子が
STREAMSデバイスまたはSTREAMSベースのパイプならば値1を戻し、ストリームではないが有効なオープ
ンファイル記述子であるならば0(ゼロ)を戻します。それ以外の場合は、値-1を戻し、エラーを示すために
errno を設定します。

エラー
以下の条件が発生した場合、 isastream() 関数は errno を対応する値に設定します。

[EBADF] 指定されたファイル記述子は、有効なオープンファイルを参照していません。

参照
fattach(3C), fdetach(3C), streamio(7).

標準準拠
isastream(): SVID3
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ENHANCED CURSES

名称
isendwin() − スクリーンがリフレッシュされたかどうかの判定

構文
#include <curses.h>

bool isendwin(void);

説明
isendwin() 関数は、 endwin() を最後に呼び出した後、スクリーンがリフレッシュされたかどうかを判定
します。

戻り値
isendwin() 関数は、 endwin() の呼び出し後、リフレッシュが行われていないと、TRUE を返します。
そうでなければ FALSE を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
endwin(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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名称
isfinite( ) − 浮動小数点数のテスト (有限)

構文
#include <math.h>

int isfinite(floating-type x);

説明
isfinite() マクロは、引き数が有限の値 (ゼロ、正規化されていない値、または正規化されている値のいず
れかであり、無限大でも NaN でもない値) かどうか判断します。引き数は、浮動小数点型である必要があ
り、分類は引き数の型に従って行われます。HP Integrity サーバーの場合、引き数はどの浮動小数点型でも構
いません。PA-RISC の場合には、引き数は double 型か float 型のどちらかでなくてはなりません。

isfinite() マクロは、IEEE-754 標準で浮動小数点計算用として推奨されている finite() の機能を実装
しています。

使用方法
isfinite() マクロを使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプション
と −D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに <math.h> がインク
ルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライ
ブラリとリンクしてください。

戻り値
isfinite() マクロは、引き数が有限の値の場合のみ、ゼロではない値を返します。このマクロでは、浮動
小数点例外は発生しません。

エラー
エラーは、定義されていません。

例
演算を実行する前に、値が有限であることを確認します。

#include <math.h>

/*...*/

float x;

/*...*/

if (isfinite(x))

/*...*/

参照
fpclassify(3M), isinf(3M), isnan(3M), isnormal(3M), signbit(3M), math(5)

標準準拠
isfinite(): ISO/IEC C99
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名称
isgreater( ) − 例外を発生させない浮動小数点数比較マクロ (>)

構文
#include <math.h>

int isgreater(floating-expr x, floating-expr y);

説明
isgreater() マクロは、その１番目の引き数が２番目の引き数よりも大きいかどうか判断します。
isgreater(x,y) の値は常に (x) > (y) に等しくなりますが、 (x) > (y) とは異なり、 x と y が順序
付けられていなくても、 isgreater(x,y) では無効例外は発生しません。

引き数は、浮動小数点型でなくてはなりません。 Itanium(R)ベース システムの場合、引き数はどの浮動小数
点型でも構いません。 PA-RISC の場合には、それぞれの引き数は double 型か float 型のどちらかでなく
てはなりません。

使用方法
isgreater() マクロを使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに <math.h> がインクルー
ドされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラ
リとリンクしてください。

戻り値
isgreater() マクロは、 (x) > (y) の値を返します。このマクロでは、浮動小数点例外は発生しません。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
isgreaterequal(3M), isless(3M), islessequal(3M), islessgreater(3M), isunordered(3M), math(5)

標準準拠
isgreater(): ISO/IEC C99
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名称
isgreaterequal( ) − 例外を発生させない浮動小数点数比較マクロ (>=)

構文
#include <math.h>

int isgreaterequal(floating-expr x, floating-expr y);

説明
isgreaterequal() マクロは、その１番目の引き数が２番目の引き数よりも大きいか、または等しいかどう
かを判断します。 isgreaterequal(x,y) の値は常に (x) >= (y) に等しくなりますが、 (x) >= (y)

とは異なり、 isgreaterequal(x,y) では、 x と y が順序付けられていなくても、無効例外は発生しませ
ん。

引き数は、浮動小数点型でなくてはなりません。 Itanium(R)ベース システムの場合、引き数はどの浮動小数
点型でも構いません。 PA-RISC の場合には、それぞれの引き数は double 型か float 型のどちらかでなく
てはなりません。

使用方法
isgreaterequal() マクロを使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプ
ションと −D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに、 <math.h> が
インクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数
学ライブラリとリンクしてください。

戻り値
isgreaterequal() マクロは、 (x) >= (y) の値を返します。このマクロでは、浮動小数点例外は発生し
ません。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
isgreater(3M), isless(3M), islessequal(3M), islessgreater(3M), isunordered(3M), math(5)

標準準拠
isgreaterequal(): ISO/IEC C99
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名称
isinf( ) − 浮動小数点数のテスト (無限大)

構文
#include <math.h>

int isinf(floating-type x);

説明
isinf() マクロは、その引き数が無限大かどうか判断します。引き数は、浮動小数点型である必要があり、
分類は引き数の型に従って行われます。 Itanium(R)ベース システムの場合、引き数はどの浮動小数点型でも
構いません。 PA-RISC の場合には、引き数は double 型か float 型のどちらかでなくてはなりません。

isinf() マクロは、 isinf() 関数と isinff() 関数の代わりとすることができます。これらの関数は廃
止され、現在はサポートされていません。

使用方法
この isinf() マクロを使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプショ
ンと −D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに <math.h> がインク
ルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライ
ブラリとリンクしてください。

戻り値
x が ±INFINITY の場合、 isinf() マクロはゼロでない値を返します。そうでない場合には、ゼロを返しま
す。このマクロでは、浮動小数点例外は発生しません。

エラー
エラーは、定義されていません。

例
x が無限大の場合、所定のアクションを実行します。

#include <math.h>

/*...*/

float x;

/*...*/

if (isinf(x))

/*...*/

参照
fpclassify(3M), isfinite(3M), isnan(3M), isnormal(3M), signbit(3M), math(5)

標準準拠
isinf(): ISO/IEC C99
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名称
isless( ) − 例外を発生させない浮動小数点数比較マクロ (<)

構文
#include <math.h>

int isless(floating-expr x, floating-expr y);

説明
isless() マクロは、その１番目の引き数が２番目の引き数よりも小さいかどうかを判断します。

isless(x,y) の値は常に (x) < (y) に等しくなりますが、 (x) < (y) とは異なり、 x と y が順序付け
られていなくても、 isless(x,y) では無効例外は発生しません。

引き数は、浮動小数点型でなくてはなりません。 Itanium(R)ベース システムの場合、引き数はどの浮動小数
点型でも構いません。 PA-RISC の場合には、それぞれの引き数は double 型か float 型のどちらかでなく
てはなりません。

使用方法
isless() マクロを使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに <math.h> がインクルー
ドされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラ
リとリンクしてください。

戻り値
isless() マクロは、 (x) < (y) の値を返します。このマクロでは、浮動小数点例外は発生しません。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
isgreater(3M), isgreaterequal(3M), islessequal(3M), islessgreater(3M), isunordered(3M), math(5)

標準準拠
isless(): ISO/IEC C99
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名称
islessequal( ) − 例外を発生させない浮動小数点数比較マクロ (<=)

構文
#include <math.h>

int islessequal(floating-expr x, floating-expr y);

説明
islessequal() マクロは、その１番目の引き数が２番目の引き数よりも小さいか、または等しいかどうかを
判断します。 islessequal(x,y) の値は常に (x) <= (y) に等しくなりますが、 (x) <= (y) とは異な
り、 x と y が順序付けられていなくても、 islessequal(x,y) では無効例外は発生しません。

引き数は、浮動小数点型でなくてはなりません。 Itanium(R)ベース システムの場合、引き数はどの浮動小数
点型でも構いません。 PA-RISC の場合には、それぞれの引き数は double 型か float 型のどちらかでなく
てはなりません。

使用方法
islessequal() マクロを使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプション
と −D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに、 <math.h> がインク
ルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライ
ブラリとリンクしてください。

戻り値
islessequal() マクロは、 (x) <= (y) の値を返します。このマクロでは、浮動小数点例外は発生しませ
ん。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
isgreater(3M), isgreaterequal(3M), isless(3M), islessgreater(3M), isunordered(3M), math(5)

標準準拠
islessequal(): ISO/IEC C99
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名称
islessgreater( ) − 例外を発生させない浮動小数点数比較マクロ (<>)

構文
#include <math.h>

int islessgreater(floating-expr x, floating-expr y);

説明
islessgreater() マクロは、その１番目の引き数が２番目の引き数よりも小さいか、または大きいかどう
かを判断します。このとき、 x と y が順序付けられていなくても無効例外は発生しません。

引き数は、浮動小数点型でなくてはなりません。 Itanium(R)ベース システムの場合、引き数はどの浮動小数
点型でも構いません。 PA-RISC の場合には、それぞれの引き数は double 型か float 型のどちらかでなく
てはなりません。

使用方法
islessgreater() マクロを使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプショ
ンと −D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに、 <math.h> がイン
クルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ラ
イブラリとリンクしてください。

戻り値
(x) < (y) または (x) > (y) の場合、 islessgreater() マクロは１を返します。そうでない場合は、
０を返します。このマクロでは、浮動小数点例外は発生しません。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
isgreater(3M), isgreaterequal(3M), isless(3M), islessequal(3M), isunordered(3M), math(5)

標準準拠
islessgreater(): ISO/IEC C99

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 915



isnan(3M) isnan(3M)

名称
isnan( ) − 浮動小数点数のテスト (NaN)

構文
#include <math.h>

int isnan(floating-type x);

説明
isnan() マクロは、引き数が NaN かどうか判断します。引き数は、浮動小数点型でなくてはなりません。
Itanium(R)ベースシステムの場合、引き数はどの浮動小数点型でも構いません。 PA-RISC の場合には、引き
数は double 型か float 型のどちらかでなくてはなりません。

isnan() マクロは、IEEE-754 標準で浮動小数点計算用として推奨されている isnan() の機能を実装して
います。

isnan() マクロは、 isnan() 関数と isnanf() 関数の代わりとすることができます。これらの関数は廃
止され、現在はサポートされていません。

使用方法
この isnan() マクロを使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプショ
ンと −D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに <math.h> がインク
ルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライ
ブラリとリンクしてください。

戻り値
引き数の値が NaN の場合のみ、 isnan() マクロはゼロでない値を返します。このマクロでは、浮動小数点
例外は発生しません。

エラー
エラーは、定義されていません。

例
次の例は、 x が NaN でない場合、所定のアクションを実行します。

#include <math.h>

/*...*/

double x;

/*...*/

if (!isnan(x))

/*...*/

参照
fpclassify(3M), isfinite(3M), isinf(3M), isnormal(3M), signbit(3M), math(5)
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標準準拠
isnan(): ISO/IEC C99
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isnormal(3M) isnormal(3M)

名称
isnormal( ) − 浮動小数点数のテスト (正規化された値)

構文
#include <math.h>

int isnormal(floating-type x);

説明
isnormal() マクロは、引き数が正規化された値 (ゼロ、正規化されていない値、無限大、NaN のいずれで
もない値) かどうか判断します。引き数は、浮動小数点型である必要があり、分類は引き数の型に従って行わ
れます。 Itanium(R)ベース システムの場合、引き数はどの浮動小数点型でも構いません。 PA-RISC の場合
には、引き数は double 型か float 型のどちらかでなくてはなりません。

使用方法
isnormal() マクロを使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプション
と −D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに <math.h> がインク
ルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライ
ブラリとリンクしてください。

戻り値
isnormal() マクロは、引き数が正規化された値の場合のみ、ゼロでない値を返します。このマクロでは、
浮動小数点例外は発生しません。

エラー
エラーは、定義されていません。

例
操作を実行する前に、値が正規化されていることを確認します。

#include <math.h>

/*...*/

float x;

/*...*/

if (isnormal(x))

/*...*/

参照
fpclassify(3M), isfinite(3M), isinf(3M), isnan(3M), signbit(3M), math(5)

標準準拠
isnormal(): ISO/IEC C99
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名称
isunordered( ) − 浮動小数点数比較マクロ (順序なし)

構文
#include <math.h>

int isunordered(floating-expr x, floating-expr y);

説明
isunordered() マクロは、その引き数が順序付けられていないかどうか判断します。少なくとも１つの引き
数が NaN である場合、引き数は順序付けられていません。

引き数は、浮動小数点型でなくてはなりません。 Itanium(R)ベース システムの場合、引き数はどの浮動小数
点型でも構いません。 PA-RISC の場合には、引き数は double 型か float 型のどちらかでなくてはなりま
せん。

使用方法
isunordered() マクロを使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプション
と −D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに、 <math.h> がインク
ルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライ
ブラリとリンクしてください。

戻り値
isunordered() マクロは、その引き数が順序付けられていない場合 (つまり、引き数の１つが NaN の場合)

に１を返し、それ以外の場合は０を返します。このマクロでは、浮動小数点例外は発生しません。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
isgreater(3M), isgreaterequal(3M), isless(3M), islessequal(3M), islessgreater(3M), math(5)

標準準拠
isunordered(): ISO/IEC C99
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j0(3M) j0(3M)

名称
j0(), j0f(), j0l(), j0w(), j0q(), j1(), j1f(), j1l(), j1w(), j1q(), jn(), jnf(), jnl(), jnw(), jnq() − 第１種ベッセル関数

構文
#include <math.h>

double j0(double x);

double j1(double x);

double jn(int n, double x);

HP Integrity サーバー専用
float j0f(float x);

float j1f(float x);

float jnf(int n, float x);

long double j0l(long double x);

long double j1l(long double x);

long double jnl(int n, long double x);

extended j0w(extended x);

extended j1w(extended x);

extended jnw(int n, extended x);

quad j0q(quad x);

quad j1q(quad x);

quad jnq(int n, quad x);

説明
j0() と j1() は、０次と１次の x の第１種ベッセル関数をそれぞれ返します。jn() は、n 次の x の第１
種ベッセル関数を返します。

j0f()、j1f()、jnf() は、j0()、j1()、jn() の float 型バージョンで、float 型の引き数 x を取
り、float 型の結果を返します。

j0l()、j1l()、jnl() は、j0()、j1()、jn() の long double 型バージョンで、long double 型
の引き数 x を取り、long double 型の結果を返します。

j0w()、j1w()、jnw() は、j0()、j1()、jn() の extended 型バージョンで、extended 型の引き数
x を取り、extended 型の結果を返します。

j0q()、j1q()、jnq() は、j0()、j1()、jn() の quad 型バージョンで、quad 型の引き数 x を取
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り、quad 型の結果を返します。

使用方法
これらの関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。プログラムに <math.h> がインクルー
ドされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラ
リとリンクしてください。

j0w()、j1w()、jnw()、j0q()、j1q()、または jnq() を Integrity サーバーで使うには、−fpwide-

types オプションも指定してコンパイルします。

戻り値
x が NaN の場合、j0()、j1() および jn() は、NaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
y0(3M), math(5)

M. Abramowitz と I. Stegun の 『Handbook of Mathematical Functions』 (New York: Dover Publications,

1972)

標準準拠
j0(): SVID3, XPG4.2

j1(): SVID3, XPG4.2

jn(): SVID3, XPG4.2
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ENHANCED CURSES

名称
keyname(), key_name() − キー名の取得

構文
#include <curses.h>

char *keyname(int c);

char *key_name(wchar_t c);

説明
keyname() および key_name() の両関数は、キー c を記述する値を持つ文字列を生成します。key-

name() の引き数 c は、8ビット文字またはキーコードです。key_name() の引き数 c は、必ずワイドキャ
ラクタにしてください。

文字列は、次の表でそれが最初に該当する列の形式を持つことになります。

入力 返される文字列の形式

可視文字 同じ文字
制御文字 ˆX

メタキャラクター (keyname () のみ) M-X

<curses.h> 内のキー値 (keyname () のみ) KEY_name

上記以外 UNKNOWN KEY

上記のメタキャラクター表記は、メタキャラクターが使用可能の場合にだけ使用します。

戻り値
正常に終了すると、keyname() は上述した文字列を返します。そうでなければヌルポインターを返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
keyname() および key_name() の両関数の戻り値が示す静的領域は、後で両関数の一方を呼び出したため
に上書きされていることがあります。

アプリケーションは通常、メタキャラクターをウィンドウに保存せずにメタキャラクターを処理します。メタ
キャラクターをウィンドウに保存した後、ワイドキャラクタとして取り出そうとするアプリケーションの場
合、keyname() は、メタキャラクターを検知できません。これは、ワイドキャラクタがメタキャラクターを
サポートしていないからです。

参照
meta(3X), <curses.h>
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ENHANCED CURSES

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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CURSES

名称
keypad() − ファンクションキーの省略形を使用可能または使用不能にする

構文
#include <curses.h>

int keypad(WINDOW *win, bool bf);

説明
keypad() 関数は、キーパッド変換を制御します。 bf が TRUE のとき、キーパッド変換はオンになりま
す。 bf is FALSE のとき、キーパッド変換はオフになります。初期状態は FALSE です。

この関数はキーボード入力を行う関数の動作に影響します。

ファンクションキーを押して特有のコードを転送することを可能にするためのコマンドが必要な端末を使用し
ている場合、まずキーパッド変換が使用可能にされ、影響を受ける入力関数が端末から文字を読み込もうとす
る前に、処理系はこのコマンドを端末に転送します。

戻り値
正常に終了すると、keypad() は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
curses_intro(3X) の「キーパッド処理」の項, <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。
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名称
lckpwdf(), ulckpwdf() − /etc/passwd ファイルと /etc/shadow ファイルへのアクセスの制御

構文
#include <shadow.h>

int lckpwdf (void);

int ulckpwdf (void);

説明
lckpwdf() および ulckpwdf() ルーチンは、パスワードファイル /etc/passwd とシャドウパスワード
ファイル /etc/shadow に対する変更アクセスを調整するために、使用されます。これらの２つのルーチン
によって使用されるロックファイルは、/etc/.pwd.lock です。プロセスは、最初に lckpwdf() を呼び出
し、変更のための排他的アクセス権を得ます。変更が完了すると、 ulckpwdf() を呼び出し
/etc/.pwd.lock のロックを解除します。この機構は、ファイルが同時に変更されるのを防止します。

戻り値
lckpwdf() ルーチンは、正常終了すると 0 を返します。ロックができなかった場合、−1 を返し、errno

にエラーを示す値をセットします。

ulckpwdf() ルーチンは、正常終了すると 0 を返します。ロックがすでに解除されていた場合、ulckp-

wdf() は −1 を返し、errno にエラーを示す値をセットします。

ファイル
/etc/passwd

/etc/shadow

/etc/.pwd.lock

参照
getpwent(3C), passwd(4), thread_safety(5)
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名称
_ldecvt( ), _ldfcvt( ), _ldgcvt( ) − long-double 浮動小数点数値の文字列への変換

構文
#include <stdlib.h>

char *_ldecvt(long_double value, int ndigit, int *decpt, int *sign);

char *_ldgcvt(long_double value, int ndigit, char *buf);

char *_ldfcvt(long_double value, int ndigit, int *decpt, int *sign);

廃止インタフェース
int _ldecvt_r(

long_double value,

int ndigit,

int *decpt,

int *sign,

char *buffer,

int buflen);

int _ldfcvt_r(

long_double value,

int ndigit,

int *decpt,

int *sign,

char *buffer,

int buflen);

説明
_ldecvt() value を ndigit 桁の null で終わる文字列に変換し、文字列へのポインターを返しま

す。高位の桁は、値が 0 でない限り 0 ではありません。低位の桁は丸められます。
文字列の開始からの小数点キャラクタの位置は、decpt (負の値は返される桁の左方向
を意味します) で間接的に決定されます。返される文字列には小数点キャラクタは含
まれません。結果の符号が負であった場合、sign で示されるワードが 0 ではない値
をとり、それ以外の場合は 0 です。

_ldfcvt() ほぼ _ldecvt() と同一ですが、結果として ndigit で指定した桁の数値を、printf

%Lf (FORTRAN F-format) で丸められる点で異なります。

_ldgcvt() value を buf で指定される配列内の null で終わる文字列に変換し、buf を返しま
す。この関数は ndigit の有効桁をもつ数値を、(利用可能であれば) FORTRAN F-for-

mat で生成し、それ以外の場合は E-format で生成します。小数点キャラクタおよび
(必要であれば) - 符号も、返される文字列に含まれます。末尾の連続する 0 は省略さ
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れます。小数点キャラクタは現在ロードされている NLS 環境 (setlocale(3C) 参照) に
より決定されます。setlocale() が正常に呼び出されると、デフォルトの NLS 環
境 "C" (lang(5) 参照) が使用されます。デフォルト環境では、ピリオド (.) を小数点
キャラクタとして使用します。

廃止インタフェース
_ldecvt_r(), _ldfcvt_r() は、long-double 型浮動小数点数値を文字列に変換します。

戻り値
非数値に対しては NaN が返されます。無限大に対しては ±INFINITY が返されます。

警告
_ldecvt() および _ldfcvt() で返された値が指しているデータの内容は、次に同じスレッドで当該インタ
フェースを呼び出すと上書きされます。

_ldecvt_r() および _ldfcvt_r() インタフェースは廃止され、現在では既存の DCE アプリケーション
との互換性を保つためにだけサポートされています。新しいマルチスレッドアプリケーションでは、
_ldecvt() および _ldfcvt() を使用してください。

多言語化対応
ロケール

LC_NUMERIC カテゴリにより小数点キャラクタが決定されます。

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。

著者
_ldecvt(), _ldfcvt(), および _ldgcvt() は、HP で開発されました。

参照
setlocale(3C), printf(3S), lang(5), thread_safety(5)
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名称
ldexp( ), ldexpf( ), ldexpl( ), ldexpw( ), ldexpq( ) − 浮動小数点数の指数のスケーリング

構文
#include <math.h>

double ldexp(double x, int exp);

Itanium(R)ベースシステムのみ
float ldexpf(float x, int exp);

long double ldexpl(long double y, int exp);

extended ldexpw(extended x, int exp);

quad ldexpq(quad x, int exp);

説明
関数 ldexp() は、 x * 2exp を計算します。

ldexp() は scalbn() と同じ値を計算します。

Itaniumベースシステムのみ
ldexpf() は、 ldexp() の float バージョンで、 float 型の (第１) 引き数をとり、 float 型の結果
を返します。

ldexpl() は、 ldexp() の long double バージョンで、 long double 型の (第１) 引き数をとり、
long double 型の結果を返します。

ldexpw() は、 ldexp() の extended バージョンで、 extended 型の (第１ ) 引き数をとり、
extended 型の結果を返します。

ldexpq() は、HP-UX システムでは ldexpl() と同等です。

使用方法
Itaniumベース システムで ldexpf() を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または
−Aa オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベース システムで ldexpl()、 ldexpw()、または ldexpq() を使うには、デフォルトの −Ae オ
プションを指定するか、または −Aa オプションと −D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルして
ください。

Itaniumベース システムで、 ldexpw() または ldexpq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指
定してコンパイルしてください。

これらの関数を使用するには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コン
パイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。
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詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
正常終了すると、関数 ldexp() は、 x * 2exp を返します。

x が ±INFINITY 、ゼロ、または NaN の場合、 ldexp() は x を返します。

ldexp() は、値が大きすぎる場合、これに代えて適切な符号を持った無限大 (±HUGE_VAL に等しい) を返
し、オーバーフロー例外と不正確例外を発生させます。

ldexp() では、結果が非常に小さく (本質的にはデノーマル値やゼロ) 正確な値でなくなるときには必ず、ア
ンダーフロー例外と不正確例外が発生します。また、結果が非常に小さいというだけで、これらの例外が発生
することがあります。

エラー
正しい値がオーバーフローする場合、 ldexp() は errno に [ERANGE] を設定します。

Itaniumベースシステムのみ
Itaniumベースシステムでの HP-UX の libm 関数は、デフォルトでは errno を設定しません。 errno を
設定するには、 +Olibmerrno オプションを指定してコンパイルしてください。

参照
frexp(3M), ilogb(3M), logb(3M), scalb(3M), scalbln(3M), scalbn(3M), math(5)

標準準拠
ldexp() : SVID3, XPG4.2, ANSI C, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

ldexpf(), ldexpl() ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
lgamma(), lgammaf(), lgammal(), lgammaw(), lgammaq(), lgamma_r(), lgammaf_r(), lgammal_r(), lgam-

maw_r(), lgammaq_r(), gamma(), gammaf(), gammal(), gammaw(), gammaq(), gamma_r(), gammaf_r(),

gammal_r(), gammaw_r(), gammaq_r(), signgam − 対数ガンマ関数

構文
#include <math.h>

double lgamma(double x);

double lgamma_r(double x, int *sign);

double gamma(double x);

extern int signgam;

HP Integrity サーバーのみ
float lgammaf(float x);

long double lgammal(long double x);

extended lgammaw(extended x);

quad lgammaq(quad x);

float lgammaf_r(float x, int *sign);

long double lgammal_r(long double x, int *sign);

extended lgammaw_r(extended x, int *sign);

quad lgammaq_r(quad x, int *sign);

float gammaf(float x);

long double gammal(long double x);

extended gammaw(extended x);

quad gammaq(quad x);

double gamma_r(double x, int *sign);

float gammaf_r(float x, int *sign);

long double gammal_r(long double x, int *sign);

extended gammaw_r(extended x, int *sign);

quad gammaq_r(quad x, int *sign);
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説明
lgamma() および gamma() は、log(|Γ(x)|)を返します。ここで、Γ(x) は、exp(−t) と t の (x−1) 乗の
積の積分 (t = 0 ～∞) として定義されます。

Γ(x) の符号は、外部整数 signgam に返されます。

Integrity サーバーで使用できる tgamma() 関数を使って、Γ(x) を計算できます。または、次の C プログラ
ムの一部は、Γ(x) を計算するときに使用できます。

if ((y = lgamma(x)) > LN_MAXDOUBLE)

error( );

y = signgam * exp(y);

y が、ヘッダーファイル <values.h> に定義されている LN_MAXDOUBLE より大きい場合、exp() は範囲
エラーを返します (exp(3M) 参照)。

ログガンマ関数 lgamma() は、グローバル変数 signgam を使用するので、再入可能ではありません。関数
lgamma_r() は、lgamma() の再入可能バージョンであり、マルチスレッドのアプリケーションで使用でき
ます。関数 lgamma_r() は、２番目の引き数 sign が指す変数に Γ(x) の符号を格納します。sign が指す値
は、Γ(x) が正の場合は +1、負の場合には −1 です。

関数 gamma() および gamma_r() は、lgamma() および lgamma_r() と機能的に同じです。

lgammaf()、gammaf()、lgammaf_r()、および gammaf_r() は、それぞれ lgamma()、gamma()、
lgamma_r()、および gamma_r() の float バージョンで、float 型の (第１) 引き数をとり、float 型
の結果を返します。

lgammal()、gammal()、lgammal_r()、および gammal_r() は、それぞれ lgamma()、gamma()、
lgamma_r()、gamma_r() の long double バージョンで、long double 型の (第１) 引き数をとり、
long double 型の結果を返します。

lgammaw()、gammaw()、lgammaw_r()、および gammaw_r() は、それぞれ lgamma()、gamma()、
lgamma_r()、および gamma_r() の extended バージョンで、extended 型の (第１) 引き数をとり、
extended 型の結果を返します。

lgammaq()、gammaq()、lgammaq_r()、および gammaq_r() は、HP-UX システムではそれぞれ
lgammal()、gammal()、lgammal_r()、gammal_r() と同等です。

使用方法
これらの関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Integrity サー バー で lgammaw() 、 lgammaw_r() 、 gammaw() 、 gammaw_r() 、 lgammaq() 、
lgammaq_r()、gammaq()、または gammaq_r() を使うには、−fpwidetypes オプションも指定してコン
パイルしてください。

プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマン
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ド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、http://docs.hp.com/ja/B3906-90007/index.html の Web サイトにある『HP-UX

フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
lgamma(1) は +0 を返します。

lgamma(2) は +0 を返します。

lgamma(x) は +Inf を返し、x が負の整数またはゼロのときには、ゼロ除算浮動小数点例外が発生します。

lgamma(-Inf) は +Inf を返します。

lgamma(+Inf) は +Inf を返します。

x が NaN の場合、lgamma() および gamma() は NaN を返します。

lgamma() は、値が大きすぎる場合これに代えて無限大 (HUGE_VAL に等しい) を返し、オーバーフロー例外
と不正確例外を発生させます。

lgamma() で他の例外が発生しないときに、不正確例外が発生するかどうかは規定されていません。

警告
lgamma() および gamma() は、マルチスレッドのアプリケーションでは動作が保証されません。
lgamma_r() は、マルチスレッドセーフなので、代わりにこちらを使用してください。

参照
exp(3M), log(3M), tgamma(3M), math(5)

標準準拠
lgamma() : SVID3, XPG4.2, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

gamma() : SVID3, XPG4.2

lgammaf(), lgammal() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

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



libkrb5(3) libkrb5(3)

名称
libkrb5() − Kerberos クライアントライブラリ (libkrb5、libk5crypto、libcom_err)

構文
32ビット Itanium(R)ベースライブラリ

/usr/lib/hpux32/libkrb5.so

/usr/lib/hpux32/libcom_err.so

/usr/lib/hpux32/libk5crypto.so

64ビット Itaniumベースライブラリ
/usr/lib/hpux64/libkrb5.so

/usr/lib/hpux64/libcom_err.so

/usr/lib/hpux64/libk5crypto.so

32ビット PA ライブラリ
/usr/lib/libkrb5.sl

/usr/lib/libcom_err.sl

/usr/lib/libk5crypto.sl

64ビット PA ライブラリ
/usr/lib/pa20_64/libkrb5.sl

/usr/lib/pa20_64/libcom_err.sl

/usr/lib/pa20_64/libk5crypto.sl

説明
Kerberos は、MIT で開発されたネットワーク認証プロトコルです。これは現在の IETF standard RFC 1510

の「Kerberos Network Authentication Service (V5)」 (K erberos ネットワーク認証サービス (V5)) です。共
有 ラ イ ブ ラ リ libkrb5.so/libkrb5.sl 、 libcom_err.so/libcom_err.sl 、 お よ び
libk5crypto.so/libk5crypto.sl は、Kerberos V5 仕様に準拠して認証、完全性、および機密性サービ
スをサポートしています。

Kerberos は、伝統的な (共有秘密鍵) 暗号化方式を使用することにより、高信頼性サードパーティー認証サー
ビスとして、認証を実行します。ホストオペレーティングシステムによる認証に依存しないで、またホストア
ドレスを信用しないで、プリンシパルの身元を確認する手段を提供します。このプロトコルは、ネットワーク
を介して伝送されるパケットが故意に読まれ、修正され、挿入されるという前提のもとで、ネットワーク上の
ホストすべてを物理的に保護することなしに機能します。

libkrb5.so/libkrb5.sl は、主要な Kerberos ライブラリであり、認証、チケットの確認、認証子の作
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成、コンテキスト管理、キャッシュおよびリプレイキャッシュ管理、keytab ファイル管理、メモリー管理、
プリンシパル名スタイルマッピングおよびオペレーティングシステム固有の呼び出し用の API があります。
libkrb5.so/libkrb5.sl ライブラリの API を使用するアプリケーションでは、<krb5.h> ヘッダーファ
イルをインクルードする必要があります。

libk5crypto.so/libk5crypto.sl は、libkrb5.so/libkrb5.sl にリンクされており、暗号化と暗号
解除の API を提供します。ユーザーは、このライブラリをアプリケーションに直接リンクしてはなりません。
認証を追加するには、アプリケーションに Kerberos ライブラリの API を１個以上呼び出す必要があります。
そしてその結果として、認証を行うために必要なメッセージが伝送されます。

libcom_err.so/libcom_err.sl は、Kerberos ライブラリのエラーコード テーブルです。データベー
ス、マジック番号および ASN.1 API 用に個別のエラーコードテーブルがあります。API の失敗に基づいて、
ユーザーは適切な com_err() API を使用して、これらのテーブルからエラーを取得します。 lib-

com_err.so/libcom_err.sl ライブラリのルーチンを使用するアプリケーションでは、<com_err.h>

ヘッダーファイルをインクルードする必要があります。実行可能ファイルは、com_err ライブラリが組み込
まれるように、-lcom_err を指定してリンクしなければなりません。

Kerberos クライアントライブラリで実現された API の機能を以下に示します。

krb5_context 管理 API
コンテキストはプロセスごとの状態を示すように設計されています。「コンテキスト」に固有のグローバルパ
ラメータは、この構造体に格納されます。この構造体にはデフォルトのレルム (realm)、デフォルトの暗号化
タイプ、デフォルトの構成ファイルなどが格納されます。API を使用すると、コンテキストに保存され、開発
者が直接アクセスしてはならないデータ構造に完全にアクセスできます。よく使用される API には、
krb5_init_context() 、 krb5_init6_context() 、 krb5_free_context() 、 お よ び
krb5_set_default_in_tkt_etypes() があります。

コンテキストから取り出され、etypes に格納される暗号化タイプは、呼び出し元が解放する必要がありま
す。

注記: krb5_init6_context() は、Itaniumベースプラットフォーム上でのみ使用可能です。

krb5_auth_context 管理 API
auth_context はコネクションごとのコンテキストであり、クライアント/サーバーの認証に直接かかわる各
種 API によって使用されます。このコンテキストに保存されるデータには、keyblock、アドレス、シーケン
ス番号、認証子、チェックサムタイプおよびリプレイキャッシュポインターがあります。よく使用される API

に は、 krb5_auth_con_init() 、 krb5_auth_con_free() 、 krb5_auth_con_setaddrs() 、
krb5_auth_con_setports、 krb5_auth_con_setflags、 krb5_auth_con_getlocalsubkey()、お
よび krb5_auth_con_genaddrs() があります。

auth_context 構造体は、 krb5_auth_con_free() を使用して解放する必要があります。
krb5_free_authenticator() を使用して、認証子に割り当てられたメモリーを解放するのは、アプリ
ケーション開発者の責任です。また、アプリケーション開発者は、ローカルサブ keyblock を保存するために
割り当てられたメモリーを krb5_free_keyblock() を使用して解放しなければなりません。
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プリンシパルアクセス API
プリンシパル (principal) とは、ネットワークコミュニケーションに関係する一意の名前が付けられたクライア
ントまたはサーバーのインスタンスのことです。API を使用すると、Krb5_principal を部分的に作成、修正
およびアクセスできます。よく使用される API には、krb5_parse_name()、krb5_unparse_name()、
krb5_free_principal()、krb5_princ_realm()、krb5_copy_principal() などがあります。

API の一部は、内部関数であり、アプリケーションプログラムからの使用を目的としていないため、インタ
フェースは随時変更される可能性があります。構造体内のデータ要素に直接アクセスすることもできますが、
これらの API を使用することをお勧めします。返されたプリンシパルは、krb5_free_principal() で解
放する必要があります。

証明書 (credential) キャッシュ管理 API
これらの API は、別のプログラムで後で使用するために証明書 (チケット、セッションキーおよびその他の識
別情報) を半永久的な記憶域に保存します。証明書を保存する場所は、ハードディスクまたはメモリー記憶装
置 で す。 よ く 使 用 さ れ る API に は、 krb5_cc_resolve() 、 krb5_cc_default() 、
krb5_cc_initialize() 、 krb5_cc_destroy() 、 krb5_cc_store_cred() 、
krb5_cc_retrieve_cred()、krb5_cc_remove_cred()、および krb5_cc_set_flags() がありま
す。

取り出した証明書は、krb5_free_credentials() を使用して解放する必要があります。

リプレイキャッシュ管理 API
これらの API は、AP_REQ に重複した認証子が含まれていないことを確認します。保存された内容は、サイ
トで決められた有効期間の間は保持する必要があります。よく使用される API には、
krb5_auth_to_rep() 、 krb5_rc_register_type() 、 krb5_rc_default() 、
krb5_rc_initialize()、krb5_rc_close()、krb5_rc_store()、および krb5_rc_resolve() があ
ります。

krb5_rc_resolve() は、リプレイキャッシュのプライベートデータを初期化します。この API は、その他
のリプレイキャッシュ API より前に呼び出さなければなりません。割り当てられたメモリーは、
krb5_rc_close() を使用して解放する必要があります。

これらの API は、通常はアプリケーションで使用することはありません。

キータブ管理 API
これらの API は、認証交換に関係する自動化サービスで使用するためのサービスキーの保存と取り出しを扱い
ます。keytab ルーチンは、すべて基本命令です。すべての keytab タイプは、多重並列順次スキャンをサポー
ト し ま す。 よ く 使 用 さ れ る API に は、 krb5_kt_register() 、 krb5_kt_resolve() 、
krb5_kt_default()、krb5_kt_add_entry()、krb5_kt_close()、krb5_kt_free_entry()、およ
び krb5_kt_next_entry() があります。

ユーザーは krb5_kt_free_entry() を使用してリソースを解放する必要があります。
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メモリー管理 API
これらの API は、各種ルーチンによって割り当てられたメモリーの割り当て解除を扱います。開発者は、デー
タ構造体を解放するためにこれらのルーチンを使用しなければなりません。すべての API は、krb5_free

接頭辞で始まります。よく使用される API には、krb5_free_principal()、krb5_free_data()、
krb5_free_authenticator() 、 krb5_free_ticket() 、 krb5_free_cred() 、
krb5_free_pa_data()、および krb5_free_tgt_creds() があります。

オペレーティングシステム固有 API
これらの API は、libkrb5 ライブラリのその他の部分とオペレーティングシステムの間のインタフェースを
とります。このインタフェースには、構成固有の情報にアクセスするための API、ディスクベースの I/O 操
作、ネットワークベースの操作、オペレーティングシステム固有アクセス API が含まれます。よく使用される
API に は、 krb5_set_config_file() 、 krb5_get_default_realm() 、 krb5_get_krbhst() 、
krb5_gen_portaddr()、krb5_read_message()、krb5_kuserok()、krb5_timeofday()、および
krb5_read_passwd() があります。

アプリケーション固有、その他の API
これらの API は、Kerberos サーバーへの KRB5 プロトコルメッセージの送受信、チケット管理、およびその
他 の 呼 び 出 し を 扱 い ま す。 よ く 使 用 さ れ る API に は、 krb5_get_cred_from_kdc() 、
krb5_get_credentials() 、 krb5_get_in_tkt_with_password() 、 krb5_rd_rep() 、
krb5_mk_error()、krb5_sendauth()、および krb5_recvauth() があります。

Itaniumベースシステム
Kerberos API は、アプリケーションを Kerberos モードで IPv6 に対応させることができます。Kerberos

モードで IPv6 に対応するには、アプリケーションは krb5_init6_context() を呼び出して v6 コンテキ
ストを取得し、この v6 コンテキストを他の Kerberos API に対する引き数として送信する必要があります。
API krb5_init6_context() は、IPv6 対応システム上で v6 コンテキストを初期化します。ローカルホス
トが IPv6 に対応していない場合はエラーコード KRB5KRB_INIT_ERR_V6 が戻されますが、v4 コンテキス
トが初期化され、アプリケーションはすべての Kerberos 処理を v4 モードでのみ実行します。<krb5.h> を
インクルードするアプリケーションをコンパイルする場合、IPv6 に対応するためには、プリプロセッサマク
ロ _HAVE_KRB5_IPV6_ を定義する必要があります。IPv6 で使用するアドレスタイプは、<krb5.h> で定
義されている ADDRTYPE_INET6 です。

警告
Kerberos 呼び出しの代わりに GSS-API を使用することをお勧めします。Kerberos ライブラリはスレッド
セーフではありません。

著者
Kerberos クライアントライブラリは、マサチューセッツ工科大学で開発されました。ライブラリのこのバー
ジョンは、MIT1.0、MIT1.1 および MIT1.1.1 と互換性があります。

参照
kdestroy(1), kinit(1), klist(1), kpasswd(1), ktutil(1), kvno(1), krb5.conf(4), gssapi(5), kerberos(5)
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名称
libslp: SLPOpen(), SLPClose(), SLPReg(), SLPDereg(), SLPDelAttrs(), SLPFindSrvs(), SLPFindSrvTypes(),

SLPFindAttrs(), SLPParseSrvURL(), SLPEscape(), SLPUnescape(), SLPFree(), SLPGetRefreshInterval(),

SLPFindScopes(), SLPGetProperty(), SLPSetProperty() − SLP (Service Location Protocol) ライブラリルー
チン

構文
#include <slp.h>

cc [ flag... ] file... -lslp [ library... ]

SLPError SLPOpen(

cnst char *lang,

SLPBoolean isasync,

SLPHandle *hslp,

);

void SLPClose(

SLPHandle *hslp

);

SLPError SLPReg(

SLPHandle hslp,

const char* srvurl,

unsigned short lifetime,

const char* srvtype,

const char* attrs,

SLPBoolean fresh,

SLPRegReport callback,

void* cookie

);

SLPError SLPDereg(

SLPHandle hslp,

const char* srvurl,

SLPRegReport callback,

void* cookie

);

SLPError SLPDelAttrs(

SLPHandle hslp,

const char* srvurl,

const char* attrs,

SLPRegReport callback,
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void* cookie

);

SLPError SLPFindSrvs(

SLPHandle hslp,

const char* srvtype,

const char* scopelist,

const char* filter,

SLPSrvURLCallback callback,

void* cookie

);

SLPError SLPFindSrvTypes(

SLPHandle hslp,

const char* namingauthority,

const char* scopelist,

SLPSrvURLCallback callback,

void* cookie

);

SLPError SLPFindAttrs(:

SLPHandle hslp,

const char* srvurlorsrvtype,

const char* scopelist,

const char* attrids,

SLPSrvURLCallback callback,

void* cookie

);

説明
SLP 対応のアプリケーションプログラムを作成するための標準インタフェースが、SLP (Service Location

Protocol) のライブラリルーチンとして用意されています。プログラマは、SLP API を使ってクライアントと
サーバーの各アプリケーションを作成することにより、サービスの動的な検出と選択を行うことができます。

C 言語バインディングを利用すれば、プログラムでプロトコルを直接制御できるので、処理オーバーヘッドを
最小限に抑えることができます。ここでは、プロトコル要求ごとに１つの C 言語関数が用意されています。た
だし、 SLPDereg() と SLPDelAttrs() 関数は例外です。 SLP の登録解除要求にはさまざまな使い方があ
りますが、それらはすべて、これらの関数を使って行うようになっています。パラメータの大部分は文字列
バッファーです。これらの関数で使用するメモリーのほとんどは、SLP API の使用側プログラムで割り当てる
ようになっています。また、コールバック関数が受け取るパラメータも、SLP API 使用側のプログラムで割り
当てたメモリーにコピーするようになっています。このため、メモリー管理が複雑になることはありません。
API の関数から直接返されたメモリーは、 SLPFree() 関数によって、その割当てを解除します。
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標準的な C の慣例に合わせるために、API に渡す文字列と API から返される文字列については、SLP プロト
コルで文字列の終了がヌルで表されていない場合でも、すべて、ヌルで終了する形式が取られています。パラ
メータとして渡される文字列のコードは UTF-8 ですが、それでも、それらの文字列を C の文字列 (ヌルで終
了するバイト列) として渡すことができます。ただし、エスケープの対象となる文字については、API の使用
側プログラムで UTF-8 にエンコードする必要があります。 C プログラムで指定する文字列に US-ASCII が使
われている場合は、すべての文字が通常の１バイト (８ビット) で表されます。SLP API の関数では、文字列
のエスケープとそのエスケープの解除がサポートされています。

特に説明しない限り、SLP API の関数とコールバックに渡すパラメータは、どちらもヌル以外の値を指定する
ことになっています。また、一部のパラメータにはこれ以外の制限があります。関数に渡したパラメータの値
がこれらの制限を満たしていないと、 SLP_PARAMETER_BAD エラーが返されます。

引き数
lang 使用する言語タグを指すポインターです。

isasync 必要な処理を非同期で行うか同期して行うかを示します。現時点では、同期動作だけがサポート
されています。

srvurl 登録または登録解除の対象となる URL です。

lifetime 登録するサービスの有効期間を秒で表したものです。指定できる値は、１～ SLP_LIFE-

TIME_MAXIMUM です。

srvtype service:scheme 形式で表したサービスタイプ名です。

attrs サービスタイプの属性のリストです。

fresh SLP のサービス登録要求に使うパラメータであり、その登録要求が新しい要求であるか、または
既存の登録を更新する要求であるかを示します。既存の登録を更新する機能は、現在サポートさ
れていません。

注記: 非同期動作と追加登録は、現在サポートされていません。したがって、どのような場合で
も isasync は SLP_FALSE に、また、 fresh は SLP_TRUE にそれぞれ設定する必要がありま
す。それ以外の値を指定すると、 SLP_NOT_IMPLEMENTED エラーが返されます。

callback 応答を処理するために呼び出す適切なタイプのコールバック関数を指すポインターです。

cookie アプリケーションから SLP ライブラリに渡すポインターであり、コールバック関数に戻り値を
格納してもらうメモリーを指します。

scopelist スコープです。スコープが複数個ある場合は、それらをコンマで区切ったリストにして指定しま
す。

filter サーバーが結果をフィルターにかけるときに使うパターンマッチ式です。パターンマッチ式は、
属性を使い、LDAPv3 の検索フィルター構文に従って表します。
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namingauthority

検索対象の命名機関です。

コールバック
アプリケーションの開発者は、コールバック関数を使うことで、ライブラリの実行結果をどのように処理する
かを制御できます。プログラムを作成するときにライブラリ関数の呼び出しを非同期型にしておけば、そのプ
ログラムは、コールバック関数をパラメータの１つとしてライブラリ関数に渡した後、そのコールバック関数
がライブラリの実行結果を評価している間に、それと並行して自分の処理を続行することができます。

コールバック関数を指定された API ライブラリは、報告すべき処理結果があると、それが正常処理の結果であ
るかどうかに関係なく、そのコールバック関数を必ず呼び出します。したがって、呼び出されたコールバック
プログラムは他のパラメータを参照する前に、エラーコードパラメータをチェックする必要があります。エ
ラーコードが SLP_OK 以外の場合は、他のパラメータにはヌルが入っているか、またはヌルでない値が入っ
ていてもその値は無効です。 API ライブラリは、エラーが発生した場合に処理を中止できるようになっていま
す。また、コールバックプログラム側でも、API ライブラリが自分にエラーコードを渡したのと同じように、
SLP_FALSE を API ライブラリに返して、自分がライブラリの処理結果をこれ以上必要としない旨を伝え、
API ライブラリに処理を中止するように要求することができます。

ただし、コールバック関数は、API ライブラリを同じ SLPHandle で再帰的に呼び出すことはできません。
この規則に反して API を呼びだすと、API 関数から SLP_HANDLE_IN_USE が返されます。同じハンドルを
使った再帰的なコールバックが禁止されている理由は、そうすることで、あるハンドルでかけられているロッ
クが同じハンドルでもう一度呼び出したときに機能しないことがなくなるため、スレッドセーフなプログラム
の作成が簡単になるからです。

コールバック関数を通して受け取る結果の合計数は、slp.conf にある net.slp.maxResults パラメータを設定す
ることで制御します。

非同期呼び出しであるか同期呼び出しであるかに関わらず、コールバックの呼び出しが最終回になったとき
は、ステータスコードとして、値 SLP_LAST_CALL がコールバックに渡されます。

基本ルーチン
SLPOpen()

このルーチンは、 lang パラメータで指定した言語ロケールに対して SLPHandle ハンドルを割り当
て、 hslp パラメータを通して返します。ハンドルは、使用する言語ロケールや、実際のシステムに必
要なリソースをまとめて/カプセル化して示す識別子です。SLP 要求はこのハンドルを通して発行しま
す。そのため、具体的な言語ロケールの値を明示的に指定する必要はありません。関数は、戻り値と
して、処理のステータスを表す SLPError コードを返します。処理が失敗した場合は、 hslp パラ
メータにヌルが設定されます。

同じ SLPHandle を使って複数の SLP API 操作を同時に実行させることはできません。ある SLP

API 操作が非同期呼び出しですでに開始されているときに、別の SLP API 操作を同じハンドルで開始
させようとすると、たとえその時に最初の操作が保留されていたとしても、API 関数からは
SLP_HANDLE_IN_USE エラーが返されます。
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非同期操作は、現在、サポートされていません。そのため、 isasync パラメータとして SLP_TRUE を
指定すると、 SLP_NOT_IMPLEMENTED が返されます。

lang は、言語ロケールを指定するためのパラメータで、 RFC 1766 で定義されている言語タグをヌル
で終わる文字配列として設定し、指定します。システムに設定されているロケールを使う場合は、こ
のパラメータにヌルまたは空の文字列を指定します。

サポートされている言語タグは、現在、英語だけです。言語タグとして他の値を指定すると、戻り値
として SLP_NOT_IMPLEMENTED が返されます。

戻り値は次のとおりです。

SLP_OK

SLP_PARAMETER_BAD

SLP_NOT_IMPLEMENTED

SLP_MEMORY_ALLOC_FAILED

SLPClose()

ハンドル hslp に割り当てられているすべてのリソースを解放します。指定したハンドルが無効である
と、関数は何もしないでそのまま戻ります。まだ処理されていない操作がある場合は、それが同期か
非同期かにかかわらず、すべて取り消されます。そのため、コールバック関数がさらに呼ばれること
はありません。

SLPReg()

URL を登録します。登録対象の URL は srvurl に、その有効期間と属性リストは lifetime と attrs

に、指定します。 attrs リストは、属性と値の対を、通信で送受できる形式で指定します。属性が複数
個ある場合は、コンマで区切ります。また、予約文字がある場合はその文字をエスケープします。
lifetime パラメータの値は、１～ SLP_LIFETIME_MAXIMUM にする必要があります。登録を新規に行
う場合は、 fresh 引き数として SLP_TRUE を指定します。この場合、SLP プロトコルの FRESH フ
ラグがセットされ、既存の登録を置き換えます。 srvtype パラメータには、サービスタイプの名前を
指定します。ただし、指定の意味があるのは、登録対象の URL が service:scheme の形式になってい
ない場合だけです。

URL の形式が service:scheme になっていると、 srvtype パラメータは無視されます。既存の登録を
更新する場合は、 fresh 引き数として SLP_FALSE を指定します。

登録するサービスの URL は、SLP で規定されているサービス URL の構文に従って指定する必要が
あります。空の文字列またはヌルは使えません。 srvurl が SLP で規定されているサービス URL で
はないと、 SLP_INVALID_REGISTRATION が返されます。

lifetime として SLP_LIFETIME_MAXIMUM を指定すると、その URL は、呼び出し元プロセスが存続
している限り、登録されたままになります。

srvtype パラメータは常に無視されます。これは、 srvurl パラメータを通して指定するサービス URL

の構文に、サービスタイプがすでに組み込まれているからです。
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属性リストは、登録するサービスの属性を、属性とその値の対で表したものです。属性が複数個ある
場合は、コンマで区切ります。指定する属性がない場合は、サービスを登録するときに空の文字列 ""

を使います。

例: (attr1=val1),(attr2=val2),(attr3=val3)

SLPDereg()

この関数は、対象となるサービスが登録されているすべてのスコープ、すべての言語ロケールで、そ
の URL srvurl の通知を登録解除します。登録解除は、 SLPHandle のロケールだけでなく、すべて
のロケールにわたって行われます。API ライブラリは、構成ファイルに設定されているすべてのス
コープで、この操作を実行する必要があります。

SLPFindSrvs()

サービスを照会するための関数です。

SLPFindSrvTypes()

SLPFindSrvTypes() 関数は、 scopelist で指定したスコープにどのようなサービスタイプがあるか
を見つけるために、SLP サービスタイプ要求を発行します。結果はコールバックパラメータを通して
返されます。サービスタイプは言語ロケールとは関係ありませんが、照会の対象となるのは、スコー
プリストの中の少なくとも１つのスコープに登録されているサービスだけで、しかも指定した命名機
関から割り当てられているサービスだけです。

命名機関として "*" を指定すると、すべての命名機関が対象となって、結果が返されます。命名機関
として空の文字列 (つまり "" ) を指定すると、デフォルトの命名機関として "IANA" が使われます。
命名機関としては、明示的に "IANA" を指定できません。 "IANA" はデフォルトでだけ使われます。
"IANA" を明示的に指定すると、この関数は SLP_PARAMETER_BAD エラーを返します。

サービスタイプ名は、原型のまま、命名機関付きで返されます。命名機関としてデフォルトの命名機
関を指定した場合は (つまり、空の文字列を指定した場合)、命名機関が省略されて、区切り記号 "."

だけになります。 URL が service:scheme の形式で登録されていると、サービスタイプ名は、原型の
まま service: 接頭辞付きで返されます。

SLPFindAttrs()

この関数は、指定したサービス URL またはサービスタイプについて、 attrids に一致するサービス属
性を返します。 srvurlorsrvtype としてサービスタイプ名を指定した場合は、そのサービスタイプで登
録されているすべてのサービスについて、その属性が返されます。

コールバック関数
コールバック関数は、上述した主要な SLP API のすべてで使います。コールバック関数とその機能を以下に
説明します。

コールバック関数で使うパラメータには、次のものがあります。

hslp SLP ハンドルです。
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errcode ライブラリ関数が操作のステータスをコールバック関数に渡すために使う変数です。

cookie このパラメータはポインターであり、アプリケーションプログラムから SLP ライブラリ
に渡されたメモリーを指しています。

srvurl このパラメータはポインターであり、このパラメータの指す先に、要求されたサービス
の SLP サービス URL が入っています。

lifetime サービスの有効期間です。単位は秒です。

attrlist このパラメータはポインターであり、属性の ID/値対を通信で送受できる形式 (電信形
式) にして表したリストを指しています (attr-id=attr-value-list) 。リストは最後がヌルで
終わり、属性が複数個ある場合は、それらの属性がコンマで区切られています。

次のコールバック関数があります。

typedef void SLPRegReport(SLPHandle hslp, SLPError errcode,

void* cookie)

SLPRegReport コールバックタイプは、 SLPReg()、 SLPDeReg()、および SLPDelAttrs() 関数
に渡すコールバック関数のタイプとして使います。このコールバック関数は、値を返しません。

typedef SLPBoolean SLPSrvURLCallback(SLPHandle hslp,

const char* srvurl,

unsigned short lifetime,

SLPError errcode,

void* cookie)

SLPSrvURLCallback タイプは、 SLPFindSrvs() 関数へ渡すコールバック関数パラメータのタイ
プです。 hslp ハンドルパラメータが非同期でオープンされていると、コールバックを通して返される
結果は照合されない可能性があります。コールバックは、データがさらに必要であれば、 SLP_TRUE

を返して要求します。コールバックは、 errcode に SLP_LAST_CALL が設定されて自分が呼び出され
るまで、 SLP_TRUE を返し続けることができます。コールバックは、データがこれ以上必要ない場合
には、 SLP_FALSE を返します。

typedef SLPBoolean SLPAttrCallback(SLPHandle hslp,

const char* attrlist,

SLPError errcode,

void* cookie)

SLPAttrCallback タイプは、 SLPFindAttrs() 関数にパラメータとして渡されるコールバック関数
タイプです。ライブラリの動作は、属性要求がサービス URL によるものであったかサービスタイプに
よるものであったかによって異なります。

SLPFindAttrs() 関数がサービス URL を指定して呼び出された場合、コールバックが呼び出され
るのは、ハンドルが非同期型でオープンされたか同期型でオープンされたかに関係なく、１回だけで
す。 attrlist パラメータには、属性をコンマで区切った属性リストが入れられます。
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SLPFindAttrs() 関数がサービスタイプを指定して呼び出された場合は、処理対象の結果がなくな
るまで、コールバックが呼び出されます。 attrlist パラメータには、属性をコンマで区切った属性リス
トが入れられます。 SLPFindAttrs() が同期型で呼び出された場合は、重複を削除するために、SA

からの応答と DA からの応答が照合されます。しかし、非同期型で呼び出された場合は、 attrlist を
通して重複するデータが返されることがあります。

コールバックは、データがさらに必要であれば、 SLP_TRUE を返して要求します。コールバックは、
errcode に SLP_LAST_CALL が設定されて自分が呼び出されるまでは、 SLP_TRUE を返し続けるこ
とができます。コールバックは、データがこれ以上必要ない場合には、 SLP_FALSE を返します。

その他のルーチン
サービス URL を解析するために、次のルーチンが用意されています。

SLPError SLPParseSrvURL(const char* srvurl, SLPSrvURL** parsedurl)

渡したサービス URL をヌルで終了する文字列として解析し、その結果を動的に割り当てられた SLP-

SrvURL 構造体に入れて、その構造体を指すポインターを返します。 parsedurl に返されたポイン
ターは、 SLPFree() を使って解放する必要があります。

SLPSrvURL 構造体は、 <slp.h> で次のように定義されています。
typedef struct srvurl

{

char *s_pcSrvType;

char *s_pcHost;

int s_iPort;

char *s_pcNetFamily;

char *s_pcSrvPart;

} SLPSrvURL;

SLPError SLPEscape(const char* unescaped,

char** escaped, SLPBoolean istag)

渡した文字列を処理して SLP の予約文字をエスケープし、その結果作成されたエスケープ済み文字列
を、動的に割り当てられたメモリーに入れて返します。 istag パラメータとして SLP_TRUE を指定す
ると、 SLPEscape() は入力文字列に無効なタグ文字がないかどうかを調べます。

SLPError SLPUnescape(const char* escaped, char** unescaped,

SLPBoolean istag)

渡した escaped 文字列を処理して SLP 予約文字をエスケープ解除し、その結果作成されたエスケー
プ解除済み文字列を、動的に割り当てられたメモリーに入れて、そのメモリーを指すポインターを
unescaped に入れて返します。このメモリーは、必要がなくなった時点で、SLPFree() を呼び出し
て解放する必要があります。 istag パラメータとして SLP_TRUE を指定すると、 SLPUnEscape()

は入力文字列に無効なタグ文字がないかどうかを調べます。

void SLPFree (void* mem)
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SLPParseSrvURL()、 SLPFindScopes()、 SLPEscape()、および SLPUnescape() から返され
たメモリーを解放するために使います。

ローカルマシンとネットワークに関する SLP の構成情報を調べたり設定したりするために、次のルーチンが
用意されています。

unsigned short SLPGetRefreshInterval(void)

ネットワーク上に存在するすべての SLP SA エージェントと SLA DA エージェントの両方に受け入れ
られる最小リフレッシュ間隔を返します。

この機能は実装されていません。呼び出すと、常に SLP_NOT_IMPLEMENTED が返されます。

SLPError SLPFindScopes(SLPHandle hslp,

char** scopelist)

使用可能なすべてのスコープ値をコンマで区切ったリストを指すポインターを、 scopelist パラメータ
に設定します。ただし、リストにあるスコープ値は、最も望ましいもの (複数個あればその複数個) が
先頭に置かれています。また、リストには必ず、値 "DEFAULT" が含まれています。

scopelist に使うメモリーは動的に割り当てられます。必要がなくなったら、 SLPFree() を呼び出し
て、そのメモリーを解放する必要があります。

const char* SLPGetProperty(const char* name)

対応する SLP プロパティ名の値を返します。返された文字列はライブラリが所有しているので、アプ
リケーション側で解放してはなりません。戻り値は文字列を指すポインターです。このポインター
は、静的メモリーを指しています。

void SLPSetProperty(const char* name, const char* value):

この関数の本来の意図は、「呼び出し元がこの関数を使うことで SLP のプロパティを設定できる」こ
とです。しかし、 SLPGetProperty() との組み合わせを考えると、この関数をリモートでもスレッ
ドセーフになるように実装することはできません。そのため、SLP を実装した実際のシステムでは、
スレッドアプリケーションで SLPGetProperty() が使えるようにするために、 SLPSetProp-

erty() の呼び出しを完全に無視するようになっています。次の２つ点について、注意してくださ
い。
1. SLP_NETWORK_INIT_FAILED が返されたときは、多くの場合、 slpd が動作していません。

OpenSLP() は、柔軟性を持たせるために、一部のホストで slpd が実行されていない場合でも
機能するようになっています。しかし、サービスの登録/登録解除サービスを行っているホストで
slpd が動作していないと、 OpenSLP() は機能しません。

2. SLPDelAttrs() 関数は、現在、実装されていません。 SLP に対応したプログラムを作成すると
きは、 SLPDelAttrs() を呼び出す代わりに、 SLPDeReg() を使ってすべてのサービスを登録
から解除した後、 SLPReg() を呼び出し、必要な属性だけ指定してサービスを再登録する必要が
あります。
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戻り値
処理が正常に終了した場合は、戻り値として SLP_OK が返されます。それ以外の場合は、戻り値として、
SLPError コードの１つが返されます。エラーの戻り値は、 SLPError(3N) を参照してください。

著者
SLP は Caldera Systems, Inc. で開発されました。

参照
slpd(1M), SLPError(3N), slp.conf(4), slp.reg(4), slp_syntax(7)

標準準拠
RFC 2614, RFC2608
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ENHANCED CURSES

名称
LINES — 端末画面上の行数

構文
#include <curses.h>

extern int LINES;

説明
外部変数 LINES は、端末画面上の行数を示します。

参照
initscr(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 947



llrint(3M) llrint(3M)

名称
llrint( ), llrintf( ), llrintl( ), llrintw( ), llrintq( ) − 最も近い long long への丸め関数

構文
#include <math.h>

long long llrint(double x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
long long llrintf(float x);

long long llrintl(long double x);

long long llrintw(extended x);

long long llrintq(quad x);

説明
llrint() は、現在の丸め方向に従って、その引き数を最も近い整数値に丸めます。

llrint() は、 long int ではなく long long に丸めることを除いて lrint() と同等です。

Itaniumベースシステムのみ
llrintf() は、 llrint() の float バージョンで、 float 型の引き数をとります。

llrintl() は、 llrint() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとります。

llrintw() は、 llrint() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとります。

llrintq() は、HP-UX システムでは llrintl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベース システムで llrintw() または llrintq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指
定してコンパイルしてください。

プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマン
ド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
丸めた値が long long の範囲外の場合、結果の数値は、最大または最小の long long 値となり、無効浮
動小数点例外が発生します。 Itaniumベース システムでは、丸めた値が long long の範囲外の場合、結果
の数値は、最小の long long 値となります。

llrint() で他の浮動小数点例外が発生しなくて、しかも結果が引き数と異なる場合、 llrint() で不正確
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浮動小数点例外が発生します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
ceil(3M), floor(3M), fabs(3M), fmod(3M), fegetround(3M), fesetround(3M), llround(3M), lrint(3M),

lround(3M), rint(3M), round(3M), trunc(3M), math(5), fenv(5)

標準準拠
llrint(), llrintf(), llrintl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含
む)
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名称
llround( ), llroundf( ), llroundl( ), llroundw( ), llroundq( ) − long long への丸め関数

構文
#include <math.h>

long long llround(double x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
long long llroundf(float x);

long long llroundl(long double x);

long long llroundw(extended x);

long long llroundq(quad x);

説明
llround() は、引き数を最も近い整数値に丸めます。２つの整数のちょうど中間の引き数は、現在の丸め方
向とは無関係に、０から離れる方向に丸められます。この丸め方法は、関数 round および lround にも適
用されます。

llround() は、 long int ではなく long long に丸めることを除いて lround() と同等です。

Itaniumベースシステムのみ
llroundf() は、 llround() の float バージョンで、 float 型の引き数をとります。

llroundl() は、 llround() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとります。

llroundw() は、 llround() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとります。

llroundq() は、HP-UX システムでは llroundl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベースシステムで llroundw() または llroundq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも
指定してコンパイルしてください。

プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマン
ド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
丸めた値が long long の範囲外の場合、結果の数値は、最大または最小の long long 値となり、無効浮
動小数点例外が発生します。 Itaniumベース システムでは、丸めた値が long long の範囲外の場合、結果
の数値は、最小の long long 値となります。
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llround() で、他の浮動小数点例外が発生しなくて、しかも結果が引き数と異なる場合、 llround() で不
正確浮動小数点例外が発生することがあります。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
ceil(3M), floor(3M), fabs(3M), fmod(3M), fegetround(3M), fesetround(3M), lrint(3M), llrint(3M), lround(3M),

rint(3M), round(3M), trunc(3M), math(5), fenv(5)

標準準拠
llround(), llroundf(), llroundl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を
含む)
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名称
localeconv() − 現在の locale の数値フォーマット規約の問合わせ

構文
#include <locale.h>

struct lconv *localeconv(void);

説明
localeconv() 関数は、数値の量表現 (通貨など) を現在の locale に従い (setlocale(3C) 参照)、 struct

lconv 型 (<locale.h> で定義) のオブジェクトの構成要素を適当な値に設定します。

char * 型の構造体のメンバーは文字列であり、いずれも、 decimal_point を除き、"" (空の文字列) を指
すことができます (現在の locale でその値が無効であるか、大きさゼロであることを示します)。 char 型の
メンバーは負でない数であり、いずれも現在の locale で利用可能でないことを示すため、 CHAR_MAX (<lim-

its.h> で定義) になることができます。メンバーは以下のとおりです。

char *decimal_point

通貨以外の量を示すために使用される小数点キャラクタ。これは nl_langinfo() を
RADIXCHAR を引き数として呼び出したときに返される値と同じです (nl_langinfo(3C) 参
照)。

char *thousands_sep

小数点キャラクタの左側の桁をグループに分けるために使用される文字 (通貨以外の量を示
す場合に使用されます)。これは、 nl_langinfo() を THOUSEP を引き数として呼び出
したときに返される値と同じです (nl_langinfo(3C) 参照)。

char *grouping

通貨以外の量を表す場合に、それぞれのバイトの数値が桁のグループの大きさを示す文字
列

char *int_curr_symbol

現在の locale に対応する国際通貨単位のシンボル。最初の３文字には、 ISO 4217 Codes

for the Representation of Currency and Funds の指定に従い、国際通貨単位をアルファ
ベットで示したものを含みます。４番目の文字 (null 文字も文字として扱われる) は、国際
通貨単位を通貨量から分けるのに使用されます。

char *currency_symbol

現在の locale に対応する、locale の通貨単位。これは nl_langinfo() を CRNCYSTR を
引き数として呼び出したときに返される位置設定情報に従う値です (nl_langinfo(3C) 参
照)。

char *mon_decimal_point

通貨量を示すのに使用される小数点
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char *mon_thousands_sep

通貨量を示す場合に使用される、小数点の左側の桁をグループに使用される分離文字

char *mon_grouping

通貨量を表す場合に、数値が桁のグループの大きさを示す文字列

char *positive_sign

負でない通貨量を表示するのに使用される文字列

char *negative_sign

負の通貨量を表示するのに使用される文字列

char int_frac_digits

通貨量の国際表現で使用される小数点以下の桁数

char frac_digits

通貨量の地域表現で使用される小数点以下の桁数

char p_cs_precedes

負でない通貨量に対して、 currency_symbol または int_curr_symbol が前に付く
か後ろに付くかによって、それぞれ１または０にセットします。

char p_sep_by_space

負でない通貨量に対して、 currency_symbol または int_curr_symbol がスペース
で区切られるか区切られないかによって、それぞれ１または０にセットします。また、記
号と符号の文字列が隣接する場合、これらをスペースで区切るときには２にセットしま
す。

char n_cs_precedes

負の通貨量に対して、 currency_symbol または int_curr_symbol が前に付くか後
ろに付くかによって、それぞれ１または０にセットします。

char n_sep_by_space

負の通貨量に対して、 currency_symbol または int_curr_symbol がスペースで区
切られるか区切られないかによって、それぞれ１または０にセットします。また、記号と
符号の文字列が隣接する場合、これらをスペースで区切るときには２にセットします。

char p_sign_posn

負でない通貨量に対して、 positive_sign の位置を示す値をセットします。

char n_sign_posn

負の通貨量に対して、 negative_sign の位置を示す値をセットします。

grouping および mon_grouping のそれぞれのバイトの数値は、以下の規則に従って解釈されます。
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CHAR_MAX

グルーピングは行われません。

0 前のバイトが、桁の残りに対して繰り返し使用されます。

other 現在の桁グループを構成する数を示します。次のバイトは、現在のグループの残りと次の
グループの桁を決定するために検査されます。

p_sign_posn および n_sign_posn の値は、以下の規則に従って解釈されます。

0 量および currency_symbol または int_curr_symbol はかっこで囲まれます。

1 符号文字列は、量および currency_symbol または int_curr_symbol より先に来ま
す。

2 符号文字列は、量および currency_symbol または int_curr_symbol より後に来ま
す。

3 符号文字列は、 currency_symbol または int_curr_symbol の直前に来ます。

4 符号文字列は、 currency_symbol または int_curr_symbol の直後に来ます。

localeconv() は、どのライブラリ関数からも呼び出されていないように動作します。

多言語化対応
ロケール

LC_NUMERIC カテゴリは、 localeconv() の呼び出しで返されるポインターの示す構造体の deci-

mal_point, thousands_sep, および grouping に影響します。

LC_MONETARY は、この構造体の他のすべてのメンバーに影響します。

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。
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戻り値
localeconv() は、 struct lconv へのポインターを返します。

例
以下のテーブルには、５つの言語での通貨量のフォーマットを示します。

Country Positive format Negative format International format

en_US.iso88591 $1,234.56 -$1,234.56 USD 1,234.56

it_IT.iso88591 L.1.234 -L.1.234 ITL.1.234

nl_NL.iso88591 F 1.234,56 F -1.234,56 NLG 1.234,56

no_NO.iso88591 kr1.234,56 kr1.234,56- NOK 1.234,56

pt_PT.iso88591 1,234$56 -1,234$56 PTE 1,234$56

これらの５つの言語に対して、構造体の通貨メンバーに対して、 localeconv() が返す値は以下のとおりで
す。

en_US. it_IT. nl_NL. no_NO. pt_PT.

iso88591 iso88591 .iso88591 iso88591 iso88591

int_curr_symbol USD ITL. NLG NOK PTE

currency_symbol $ L. F kr $

mon_decimal_point . "" , , $

mon_thousands_sep , . . . ,

mon_grouping \3 \3 \3 \3 \3

positive_sign "" "" "" "" ""

negative_sign - - - - -

int_frac_digits 2 0 2 2 2

frac_digits 2 0 2 2 2

p_cs_precedes 1 1 1 1 0

p_sep_by_space 0 0 1 0 0

n_cs_precedes 1 1 1 1 0

n_sep_by_space 0 0 1 0 0

p_sign_posn 1 1 1 1 1

n_sign_posn 4 1 4 2 1

警告
localeconv() によって返される構造体を、呼び出したプログラムで更新してはいけません。 LC_ALL,

LC_MONETARY, および LC_NUMERIC カテゴリを持つ setlocale() の呼び出しは、 localeconv() が
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返ったときに示す構造体の内容をオーバーライトすることがあります (setlocale(3C) 参照)。

著者
localeconv() は、OSF および HP で開発されました。

参照
nl_langinfo(3C), setlocale(3C), localedef(4), langinfo(5), thread_safety(5)

標準準拠
localeconv(): AES, SVID3, XPG4, ANSI C
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名称
log( ), logf( ), logl( ), logw( ), logq( ) − 自然対数関数

構文
#include <math.h>

double log(double x);

float logf(float x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
long double logl(long double x);

extended logw(extended x);

quad logq(quad x);

説明
log() は、x の自然対数を返します。

logf() は、log() の float バージョンで、float 型の引き数をとり、float 型の結果を返します。

Itaniumベースシステムのみ
logl() は、log() の long double バージョンで、long double 型の引き数をとり、long double

型の結果を返します。

logw() は、log() の extended バージョンで、extended 型の引き数をとり、extended 型の結果を
返します。

logq() は、HP-UX システムでは logl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベースシステムで logw() または logq() を使うには、−fpwidetypes オプションも指定してコ
ンパイルしてください。

これらの関数を使用するには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コン
パイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

PA-RISC のみ
関数 log() および logf() のミリコードバージョンが提供されています。数学ライブラリ関数のミリコー
ドバージョンは、通常は標準ライブラリのものより処理が高速です。これらのバージョンを使用するには、
+Olibcalls または +Oaggressive の最適化オプションを指定して、プログラムをコンパイルしてくださ
い。
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特殊な場合に、ミリコードバージョンは「戻り値」の項で示す値を返しますが、errno を設定しません。

戻り値
x が +INFINITY の場合、log() は +INFINITY を返します。

x が 0 の場合、log() は −HUGE_VAL ( −INFINITY に等しい) を返し、ゼロ除算例外が発生します。

x が 0 より小さい場合、log() は NaN を返し、無効例外が発生します。

x が NaN の場合、log() は NaN を返します。

log() で他の例外が発生しないときに、不正確例外が発生するかどうかは規定されていません。

エラー
x が 0 よりも小さい場合、log() は errno に [EDOM] を設定します。

Itaniumベースシステムのみ
Itaniumベースシステムでの HP-UX の libm 関数は、デフォルトでは errno を設定しません。errno を
設定するには、+Olibmerrno オプションを指定してコンパイルしてください。

参照
clog(3M), exp(3M), log10(3M), log2(3M), log1p(3M), pow(3M), math(5)

標準準拠
log() : SVID3, XPG4.2, ANSI C, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

logf(), logl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
log10( ), log10f( ), log10l( ), log10w( ), log10q( ) − 常用対数関数

構文
#include <math.h>

double log10(double x);

float log10f(float x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
long double log10l(long double x);

extended log10w(extended x);

quad log10q(quad x);

説明
log10() は、10 を底とする x の自然対数を返します。

log10f() は、log10() の float バージョンで、float 型の引き数をとり、float 型の結果を返しま
す。

Itaniumベースシステムのみ
log10l() は、log10() の long double バージョンで、long double 型の引き数をとり、long

double 型の結果を返します。

log10w() は、log10() の extended バージョンで、extended 型の引き数をとり、extended 型の結
果を返します。

log10q() は、HP-UX システムでは log10l() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベース システムで log10w() または log10q() を使うには、−fpwidetypes オプションも指定
してコンパイルしてください。

これらの関数を使用するには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コン
パイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

PA-RISC のみ
関数 log10() のミリコードバージョンが提供されています。数学ライブラリ関数のミリコードバージョン
は、通常は標準ライブラリのものより処理が高速です。これらのバージョンを使用するには、+Olibcalls

または +Oaggressive の最適化オプションを指定して、プログラムをコンパイルしてください。
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特殊な場合に、ミリコードバージョンは「戻り値」の項で示す値を返しますが、errno を設定しません。

戻り値
x が +INFINITY の場合、log10() は +INFINITY を返します。

x が 0 の場合、log10() は −HUGE_VAL (−INFINITY に等しい) を返し、ゼロ除算例外が発生します。

x が 0 より小さい場合、log10() は NaN を返し、無効例外が発生します。

x が NaN の場合、log10() は NaN を返します。

log10() では、丸めた結果が数学上の結果と等しくないときには必ず、不正確例外が発生します。

エラー
x が 0 よりも小さい場合、log10() は errno に [EDOM] を設定します。

Itaniumベースシステムのみ
Itaniumベースシステムでの HP-UX の libm 関数は、デフォルトでは errno を設定しません。errno を
設定するには、+Olibmerrno オプションを指定してコンパイルしてください。

参照
exp(3M), exp10(3M), log(3M), log1p(3M), log2(3M), pow(3M), math(5)

標準準拠
log10() : SVID3, XPG4.2, ANSI C, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

log10f(), log10l() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
log1p( ), log1pf( ), log1pl( ), log1pw( ), log1pq( ) − 引き数プラス１の自然対数関数

構文
#include <math.h>

double log1p(double x);

HP Integrity サーバーのみ
float log1pf(float x);

long double log1pl(long double x);

extended log1pw(extended x);

quad log1pq(quad x);

説明
log1p() 関数は、対数関数 log(1 + x) を計算しますが、x の値が非常に小さいときの誤差が小さくなりま
す。

expm1() および log1p() 関数は、財務計算での (((1+x)**n)−1)/x の計算で、x の値が非常に小さい場合の
精度を確保するために役立ちます。たとえば、次の計算は、小さい値の日歩を使った利息の計算に適用できま
す。

expm1(n * log1p(x))/x

compound() および annuity() も参照してください。

Integrity サーバーのみ
log1pf() は、log1p() の float バージョンで、float 型の引き数をとり、float 型の結果を返しま
す。

log1pl() は、log1p() の long double バージョンで、long double 型の引き数をとり、long

double 型の結果を返します。

log1pw() は、log1p() の extended バージョンで、extended 型の引き数をとり、extended 型の結
果を返します。

log1pq() は、HP-UX システムでは log1pl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Integrity サーバーで expw() または expq() を使うには、−fpwidetypes オプションも指定してコンパ
イルしてください。
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プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマン
ド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については『HP-UX floating-point guide for HP Integrity servers』 (http://www.hp.com/go/fp) を
参照してください。

戻り値
x が +INFINITY の場合、log1p() は、+INFINITY を返します。

x = −1.0 の場合、log1p() は、−HUGE_VAL (−INFINITY に等しい) を返し、ゼロ除算例外が発生します。

x < −1.0 の場合、log1p() は NaN を返し、無効例外が発生します。

x が NaN の場合、log1p() は NaN を返します。

log1p() で他の例外が発生しないときに、不正確例外が発生するかどうかは規定されていません。

エラー
x < −1.0 の場合、log1p() は errno に [EDOM] を設定します。

Integrity サーバーのみ
Integrity サーバーでの HP-UX の libm 関数は、デフォルトでは errno を設定しません。errno を設定
するには、+Olibmerrno オプションを指定してコンパイルしてください。

参照
annuity(3M), compound(3M), expm1(3M), log(3M), math(5)

標準準拠
log1p() : XPG4.2, ANSI C, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

log1pf(), log1pl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
log2( ), log2f( ), log2l( ), log2w( ), log2q( ) − ２を底とする対数関数

構文
#include <math.h>

double log2(double x);

float log2f(float x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
long double log2l(long double x);

extended log2w(extended x);

quad log2q(quad x);

説明
log2() は、２を底とする x の対数を返します。

log2f() は、 log2() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返しま
す。

Itaniumベースシステムのみ
log2l() は、 log2() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long dou-

ble 型の結果を返します。

log2w() は、 log2() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の結
果を返します。

log2q() は、HP-UX システムでは log2l() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベース システムで log2w() または log2q() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指定し
てコンパイルしてください。

プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマン
ド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
x が +INFINITY の場合、 log2() は +INFINITY を返します。

x がゼロの場合、 log2() は −HUGE_VAL (−INFINITY に等しい) を返し、ゼロ除算例外が発生します。

HP-UX 11i Version 2: December 2007 − 1 −  Hewlett-Packard Company 963



log2(3M) log2(3M)

x がゼロより小さい場合、 log2() は NaN を返し、無効例外が発生します。

x が NaN の場合、 log2() は NaN を返します。

log2() では、丸めた結果が数学上の結果と等しくないときには必ず、不正確例外が発生します。

エラー
x がゼロより小さい場合、 log2() は errno に [EDOM] を設定します。

Itaniumベースシステムのみ
Itaniumベースシステムでの HP-UX の libm 関数は、デフォルトでは errno を設定しません。 errno を
設定するには、 +Olibmerrno オプションを指定してコンパイルしてください。

参照
exp(3M), exp10(3M), log(3M), log1p(3M), log2(3M), pow(3M), math(5)

標準準拠
log2(), log2f(), log2l() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
logb( ), logbf( ), logbl( ), logbw( ), logbq( ) − 基数に依存しない指数取り出し関数

構文
#include <math.h>

double logb(double x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
float logbf(float x);

long double logbl(long double x);

extended logbw(extended x);

quad logbq(quad x);

説明
関数 logb() は、浮動小数点数 x の指数を計算します。正式には、戻り値は、 r を底とした |x| の対数の整
数部 (符号付き浮動小数点数) です (ただし、 x はゼロ以外の値)。ここで、 r はマシンの浮動小数点演算の基
数です。 HP-UX システムでは、基数 r は２です。

x がデノーマル値の場合、仮想的に正規化されて指数部が取り出されます。

Itaniumベースシステムのみ
logbf() は、 logb() の float バージョンで、 float 型の引き数をとり、 float 型の結果を返しま
す。

logbl() は、 logb() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとり、 long dou-

ble 型の結果を返します。

logbw() は、 logb() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとり、 extended 型の結
果を返します。

logbq() は、HP-UX システムでは logbl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使用するには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベース システムで logbw() または logbq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指定し
てコンパイルしてください。

プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマン
ド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。詳細については、 『HP-UX フローティン
グ・ポイント・ガイド』を参照してください。
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戻り値
正常終了すると logb() は、 x の指数を返します。

x が NaN の場合、 logb() は NaN を返します。

x が ±INFINITY の場合、 logb() は +INFINITY を返します。

x がゼロの場合、 logb() は −HUGE_VAL (−INFINITY に等しい) を返し、浮動小数点ゼロ除算例外が発生
します。

エラー
x がゼロの場合、 logb() は errno に [EDOM] を設定します。

Itaniumベースシステムのみ
Itaniumベースシステムでの HP-UX の libm 関数は、デフォルトでは errno を設定しません。 errno を
設定するには、 +Olibmerrno オプションを指定してコンパイルしてください。

参照
frexp(3M), ilogb(3M), scalb(3M), scalbn(3M), scalbln(3M), math(5)

標準準拠
logb() : SVID3, XPG4.2, ANSI C, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

logbf(), logbl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
logname( ) − ユーザーのログイン名

構文
#include <unistd.h>

char *logname(void);

説明
logname() は、null で終了するログイン名へのポインターを返します。この関数は、ユーザーの環境の
$LOGNAME 変数を展開します。

警告
logname() は、それぞれの連続した呼び出しでオーバーライトされる静的データへのポインターを返しま
す。

この方法によるログイン名の取得は、偽造をチェックすることができません。

ファイル
/etc/profile

参照
env(1), login(1), profile(4), environ(5), thread_safety(5)

標準準拠
logname(): SVID2, XPG2
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CURSES

名称
longname — 現在の端末の冗長記述の取得

構文
#include <curses.h>

char *longname(void);

説明
longname() 関数は、現在の端末の冗長記述を生成します。冗長記述の最大長は 128バイトです。冗長記述
は initscr() または newterm() の呼び出しの後でのみ定義されます。

戻り値
正常に終了すると、 longname() は上述した冗長記述を示すポインターを返します。そうでなければ、エ
ラーとしてヌルポインターを返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
longname() の戻り値が示す静的領域は、後で newterm()を呼び出したために上書きされている場合があり
ます。

参照
initscr(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。 longname() 関数の引き数リストは、明示的
に void で宣言されます。
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名称
lrint( ), lrintf( ), lrintl( ), lrintw( ), lrintq( ) − 最も近い long int への丸め関数

構文
#include <math.h>

long int lrint(double x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
long int lrintf(float x);

long int lrintl(long double x);

long int lrintw(extended x);

long int lrintq(quad x);

説明
lrint() は、現在の丸め方向に従って、その引き数を最も近い整数値に丸めます。

lrint() は、 long long ではなく long int に丸めることを除いて llrint() と同等です。

Itaniumベースシステムのみ
lrintf() は、 lrint() の float バージョンで、 float 型の引き数をとります。

lrintl() は、 lrint() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとります。

lrintw() は、 lrint() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとります。

lrintq() は、HP-UX システムでは lrintl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベース システムで lrintw() または lrintq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指定
してコンパイルしてください。

プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマン
ド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
丸めた値が long int の範囲外の場合、結果の数値は、最大または最小の long int 値となり、無効浮動
小数点例外が発生します。 Itaniumベースシステムでは、丸めた値が long int の範囲外の場合、結果の数
値は、最小の long int 値となります。

lrint() で他の浮動小数点例外が発生しなくて、しかも結果が引き数と異なる場合、 lrint() で不正確浮
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動小数点例外が発生します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
ceil(3M), floor(3M), fabs(3M), fmod(3M), fegetround(3M), fesetround(3M), llrint(3M), llround(3M),

lround(3M), rint(3M), round(3M), trunc(3M), math(5), fenv(5)

標準準拠
lrint(), lrintf(), lrintl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
lround( ), lroundf( ), lroundl( ), lroundw( ), lroundq( ) − long int への丸め関数

構文
#include <math.h>

long int lround(double x);

Itanium(R)ベースシステムのみ
long int lroundf(float x);

long int lroundl(long double x);

long int lroundw(extended x);

long int lroundq(quad x);

説明
lround() は、引き数を最も近い整数値に丸めます。２つの整数のちょうど中間の引き数は、現在の丸め方向
とは無関係に、０から離れる方向に丸められます。このような丸め方法は、関数 round および llround に
も適用されます。

lround() は、 long long ではなく long int に丸めることを除いて llround() と同等です。

Itaniumベースシステムのみ
lroundf() は、 lround() の float バージョンで、 float 型の引き数をとります。

lroundl() は、 lround() の long double バージョンで、 long double 型の引き数をとります。

lroundw() は、 lround() の extended バージョンで、 extended 型の引き数をとります。

lroundq() は、HP-UX システムでは lroundl() と同等です。

使用方法
これらの関数を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa オプションと
−D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベース システムで lroundw() または lroundq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指
定してコンパイルしてください。

プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コンパイラまたはリンカーのコマン
ド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。

詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
丸めた値が long int の範囲外の場合、結果の数値は、最大または最小の long int 値となり、無効浮動
小数点例外が発生します。 Itaniumベースシステムでは、丸めた値が long int の範囲外の場合、結果の数
値は、最小の long int 値となります。
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lround() で、他の浮動小数点例外が発生しなくて、しかも結果が引き数と異なる場合、 lround() で不正
確浮動小数点例外が発生することがあります。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
ceil(3M), floor(3M), fabs(3M), fmod(3M), fegetround(3M), fesetround(3M), lrint(3M), llrint(3M),

llround(3M), rint(3M), round(3M), trunc(3M), math(5), fenv(5)

標準準拠
lround(), lroundf(), lroundl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含
む)
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名称
lsearch( ), lfind( ) − 線形検索および更新

構文
#include <search.h>

void *lsearch(

const void *key,

void *base,

size_t *nelp,

size_t width,

int (*compar)(const void *, const void *)

);

void *lfind(

const void *key,

const void *base,

size_t *nelp,

size_t width,

int (*compar)(const void *, const void *)

);

説明
lsearch() Knuth (6.1) アルゴリズム S による線形検索ルーチンです。これは、発見したテーブ

ルの位置を示すポインターをテーブルに返します。データが発見されない場合は、
テーブルの最後に追加されます。

key テーブル内で検索されるデータを指します。

base テーブルの最初の要素を指します。

nelp テーブルの現在のエレメントの番号を示す整数を指します。テーブ
ルにデータが追加されると、整数がインクリメントされます。

compar ユーザーが用意する必要のある比較関数の名前です (strcmp() な
ど )。これは、比較する要素を示す２つの引き数を付けて呼び出さ
れ、２つの要素が同一であれば０を返し、同一でなければ０でない
値を返す関数です。

lfind() lsearch() とほぼ同一ですが、データが発見されなかった場合、テーブルへの追加
は行いません。代わりに、 NULLポインターが返されます。

注記
テーブルのもとにあるキーおよび要素を示すポインターは、 type pointer-to-element のものであり、 type

pointer-to-character にキャストされるものでなければなりません。
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比較関数は、データのすべてを比較する必要はありません。そのため要素には比較する値の他に、任意のデー
タを含められます。

type pointer-to-character と宣言されていても、返される値は type pointer-to-element にキャストされる必要
があります。

例
この例は、長さが ELSIZE 以下で、 TABSIZE 以下の文字列を読み込み、重複を除いてテーブルに格納しま
す。

#include <stdio.h>

#define TABSIZE 50

#define ELSIZE 120

char line[ELSIZE], tab[TABSIZE][ELSIZE], *lsearch( );

unsigned nel = 0;

int strcmp( );

. . .

while (fgets(line, ELSIZE, stdin) != NULL &&

nel < TABSIZE)

(void) lsearch(line, (char *)tab, &nel,

ELSIZE, strcmp);

. . .

戻り値
データが発見された場合、 lsearch() , lfind() ともに発見されたデータへのポインターを返します。発
見されなかった場合、 lfind() は NULL を返し、 lsearch() は新規に追加された要素へのポインターを
返します。

警告
テーブルに新しい要素を追加するのに十分な余地がない場合、予期しない結果が起こることがあります。

参照
bsearch(3C), hsearch(3C), tsearch(3C), thread_safety(5)

標準準拠
lsearch(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4

lfind(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4
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名称
ltostr(), ltostr_r(), ultostr(), ultostr_r(), ltoa(), ltoa_r(), ultoa(), ultoa_r() − long 整数の文字列への変換

構文
#include <stdlib.h>

char *ltostr(long n, int base);

char *ultostr(unsigned long n, int base);

char *ltoa(long n);

char *ultoa(unsigned long n);

廃止インタフェース
int ltostr_r(long n, int base, char *buffer, int buflen);

int ultostr_r(unsigned long n, int base, char *buffer, int buflen);

int ltoa_r(long n, char *buffer, int buflen);

int ultoa_r(unsigned long n, char *buffer, int buflen);

説明
ltostr() 符号付きの long 整数を、対応する文字列表現に指定した基数で変換します。引き数

base は、２から 36 まで (両端を含む) でなければなりません。

ultostr() 符号なし long 整数を、対応する文字列表現に指定した基数で変換します。引き数
base は、２から 36 まで (両端を含む) でなければなりません。

ltoa() 符号付きの long 整数を、対応する 10 進数の文字列表現に変換し、結果へのポイン
ターを返します。

ultoa() 符号なし long 整数を、対応する 10 進数の文字列表現に変換し、結果へのポインター
を返します。

単純な変換を行うには、これらの関数は sprintf() ( printf (3S) 参照) よりも小さく、高速です。

廃止インタフェース
long 整数を文字列へ変換する ltostr_r(), ultostr_r(), ltoa_r(), ultoa_r()

エラー
base の値が２から 36 までの間にない場合、 ltostr() および ultostr() は NULL を返し、外部変数
errno に ERANGE を設定します。

警告
ltostr(), ultostr(), ltoa() および ultoa() の戻り値は、同じスレッドからの次回のこれらの関数呼
び出しによって内容が上書きされるデータを指しています。

ltostr_r(), ultostr_r(), ltoa_r() および ultoa_r() インタフェースは廃止され、現在では既存の
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DCE アプリケーションとの互換性を保つためにだけサポートされています。新しいマルチスレッドアプリ
ケーションでは、 ltostr(), ultostr(), ltoa() および ultoa() を使用してください。

著者
ltostr(), ultostr(), ltoa(), および ultoa() は、HP で開発されました。

参照
strtol(3C), printf(3S), thread_safety(5)
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名称
malloc(), alloca(), calloc(), free(), mallinfo(), mallopt(), memorymap(), realloc(), valloc() − メインメモリー割
り当て

構文
#include <stdlib.h>

void *malloc(size_t size);

void *calloc(size_t nelem, size_t elsize);

void *realloc(void *ptr, size_t size);

void *valloc(size_t size);

void free(void *ptr);

void memorymap(int show_stats); (廃止)

alloca
#include <alloca.h>

void *alloca(size_t size);

SYSTEM V 構文
#include <malloc.h>

char *malloc(unsigned size);

void free(char *ptr);

char *realloc(char *ptr, unsigned size);

char *calloc(unsigned nelem, unsigned elsize);

int mallopt(int cmd, int value);

struct mallinfo mallinfo(void);

特記事項
旧 malloc(3X) パッケージの機能は malloc(3C) に統合されました。-lmalloc リンカーオプションに対応す
る (/usr/lib/libmalloc.a) ライブラリには何も含まれていません。このライブラリを参照する makefile

は、そのまま実行できます。

廃止インタフェース
memorymap() は HP-UX 11i バージョン 1 で非推奨となり、現時点では廃止されました。malloc の統計情
報を取得するには、より有用な mallinfo() 関数を使用してください。
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説明
このマニュアルエントリーで説明されているのは、簡単で汎用のメモリーアロケーションパッケージです。

malloc() 最小の size バイトのメモリーブロックを確保します。確保したスペースの初期化は行
いません。

calloc() nelem エレメントで、それぞれ elsize バイトの大きさを持つ配列のスペースを確保し
ます。確保したスペースは０に初期化されます。実際には、少なくとも nelem *

elsize バイトのスペースが確保されます。

realloc() ptr で指定された、ブロックの大きさを size バイトに変更し、(移動させられた) ブ
ロックへのポインターを返します。古いサイズおよび新しいサイズより小さい部分の
内容は、変更されないまま残ります。ptr に NULL ポインターが指定された場合、
realloc() は、指定した大きさを確保する malloc() と同様な動作をします。
size が０に指定され、ptr が NULL ポインターでない場合は、指定されたオブジェ
クトが解放され NULL が返されます。特殊な整列形式をもつブロックの realloc()

(valloc() によって作成されたものなど) はサポートされていません。

valloc() sysconf(__SC_PAGESIZE) から返される値の倍数に調整された境界から、少なく
とも size バイトのメモリーブロックを確保します。確保したスペースの初期化は行い
ません。

free() ptr (malloc(), realloc(), calloc(), valloc() で割り当てられたブロックへの
ポインター) で指定されたスペースを解放し、以後の割り当てで使用可能にします。
ptr が、NULL ポインターの場合は、何も行いません。

mallopt() 割り当てアルゴリズムなどの malloc(3C) パッケージのオプションを制御します。
cmd に使用可能な値は、以下のとおりです。

M_MXFAST maxfast を value に設定します。このアルゴリズムは、ラージグ
ループ内の、maxfast 以下の大きさのブロックをすべて割り当
て、非常に高速にそれらを掃き出します。maxfast のデフォルト
値は 0 です。

M_NLBLKS numlblks を value に設定します。これまでに説明した「ラージグ
ループ」には、それぞれ numlblks ブロックが含まれます。numl-

blks は１よりも大きくなければなりません。numlblks のデフォ
ルト値は 100 です。

M_GRAIN grain を value に設定します。maxfast よりも小さいすべてのブ
ロックのサイズは、最も近い grain の倍数にまで繰り上げられま
す。grain は０よりも大きくなければなりません。grain のデフォ
ルト値は、任意のデータタイプを境界付けできるのに十分な最小
の数です。grain が設定されていると、value は、デフォルトの倍
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数まで繰り上げられます。

M_BLOCK malloc(), realloc(), calloc(), free() で、ブロック可能
なすべてのシグナルをブロックします。このオプションは、メモ
リーを割り当てるシグナル処理関数を作るために用意されていま
す。このオプションが設定されると、malloc(3C) ルーチンは、シ
グナル処理関数から呼び出すことができるようになります。デ
フォルトの動作は、ブロック可能なシグナルのブロックを行いま
せん。

注記: M_BLOCK オプションを設定すると、malloc() の性能は
著しく影響を受けます。

M_UBLOCK malloc(), realloc(), calloc(), free() でブロック可能な
シグナルのブロックを行いません。このオプションは、M_BLOCK

オプションで初期化されたシグナルブロックをキャンセルしま
す。

M_REL_LAST_FBLK

最終空きブロックをヒープに解放機能を使用可能にします。この
オプションは、１つのメモリー領域を持つ 32ビットアプリケー
ション用に提供されています。空きブロックのサイズがしきい値
より大きい場合のみ、最終ブロックの解放が行われます。

しきい値は、2 * (メモリー拡張係数) * 4096 バイトとして定
義されます。この機能は、M_MXFAST の値がしきい値以上の場合
に使用不可となります。デフォルトでは、この機能は使用不可で
す。

以上の値は、<malloc.h> ヘッダーファイルで定義されています。

mallopt() は繰り返し呼び出すことができます。ただし、最初のスモールブロック
が割り当てられた後で、M_MAXFAST, M_NLBLKS, M_GRAIN の値を変更することはで
きません。

mallinfo() スペースの使用状況を取得しますが、最初のスモールブロックが割り当てられるまで
は呼び出せません。これは、構造体 mallinfo を返します。

arena : アリーナ内の総スペース
fsmblks : 空きスモールブロックのバイト数
fordblks : 空き標準ブロックのバイト数
hblks : 保持ブロック数
hblkhd : 保持ブロックのヘッダーのバイト数
keepcost : keep オプションを使用可能にするコスト
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ordblks : 標準ブロックの数
smblks : スモールブロックの数
uordblks : 使用中の標準ブロックのバイト数
usmblks : 使用中のスモールブロックのバイト数

mallinfo 構造体は <malloc.h> ヘッダーファイル内で定義されています。

それぞれの割り当てルーチンは、(適当なポインター強制の後) 任意のタイプのオブジェクトの記憶領域として
適切にスペースを境界付けするためのポインターを返します。

memorymap() HP-UX 32 ビットオペレーティングシステムでのみ、メモリー割り当ての内容を表示
します。アドレスおよびブロックのリストは (printf() を使用して) 標準出力に書
き出されます。show_stats パラメータが１の場合、ブロックの数およびサイズに関連
する統計情報も出力されます。値が０の場合は、メモリーマップのみが書き出されま
す。

memorymap() により表示されるアドレスおよびサイズは、アプリケーションによる
要求に適合しない場合もあります。ブロックのサイズ (割り当て関数から見た場合)

は、ヘッダー情報およびブロックの境界付けを適切に行うためのパディングを含みま
す。アドレスもヘッダー情報を適切にするため、ある程度オフセットされます。

memorymap() は、HP-UX 11i バージョン 1 で非推奨となり、現時点では廃止され
ました。

alloca() 最小でも size バイトのメモリーブロックを呼び出し側のスタックから確保します。確
保したスペースの初期化は行いません。このスペースは、呼び出しルーチンが終了す
ると自動的に解放されます。

alloca() で確保されるメモリーと、他のメモリー割り当て関数で確保されるメモ
リーとの関連性はありません。alloca() で返されたアドレスを、他のメモリー関
数に対する引き数として使用したときの動作は定義されていません。

このルーチンの実現方法はシステムに依存しているので、使用は推奨できません。

戻り値
正常終了すると、malloc(), realloc(), calloc(), valloc() は、(適当なポインター強制の後) 任意のタ
イプのオブジェクトの記憶領域として適切にスペースを境界付けするためのポインターを返します。失敗した
場合は NULL ポインターを返します。realloc() が NULL ポインターを返した場合、元のポインターが指
定していたメモリーはそのまま残っています。

mallopt() は正常終了すると０を返し、失敗すると０以外の値を返します。

診断
malloc(), realloc(), calloc(), valloc() は、使用可能メモリーがないか、malloc() が管理してい
るメモリーの内容の破壊が発見された場合、NULL ポインターを返します。ブロックの境界を超えてデータが
保存された場合や、 (malloc(), realloc(), calloc(), valloc() が生成したものでない) 無効なポイン
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ターが引き数として free() や realloc() に渡された場合は、メモリーの内容は破壊されます。

mallopt() が、スモールブロックの割り当ての後に呼び出され、cmd が M_BLOCK や M_UBLOCK 設定され
てないか、cmd もしくは value が無効の場合、０でない値が返されます。それ以外の場合、０が返されます。

エラー
[ENOMEM] malloc(), realloc(), calloc(), valloc() は、メモリーが足りなくなった場

合、errno を [ENOMEM] に設定し、NULL ポインターを返します。

[EINVAL] malloc(), realloc(), calloc(), valloc() は、malloc() が管理しているメ
モリーの内容の破壊が発見されると、errno を [EINVAL] に設定し、NULL ポイン
ターを返します。

外部環境の影響
PA-RISC ベースシステムでは、malloc() ファミリーの性能は、２つの環境変数 _M_ARENA_OPTS と
_M_SBA_OPTS で調整できます。 Itanium®ベースシステムでは、_M_ARENA_OPTS と _M_SBA_OPTS に加
えて、３つの新しいグローバル変数 __hp_malloc_maxfast、 __hp_malloc_num_smallblocks、
__hp_malloc_grain を使用して性能を調整できます。

スレッド化アプリケーションの場合、malloc() は複数のアリーナを使用します。異なるスレッドからのメモ
リー要求は、異なるアリーナで処理されます。_M_ARENA_OPTS を使用すると、アリーナの数や、アリーナを
何ページ (ページサイズは 4096 バイト) ずつ拡張するか (拡張係数) を調整できます。一般的には、性能を良
くするために、アプリケーション内のスレッドが多いほどアリーナをたくさん使用する必要があります。ス
レッド化アプリケーションのアリーナ数は、1～64 です。非スレッド化アプリケーションの場合は、使用され
るアリーナは１つだけです。環境変数が設定されていないか、アリーナ数に範囲外の値が設定されている場合
は、デフォルト値の８が使用されます。拡張係数は 1～4096 で、デフォルト値は 32 です。この係数が範囲外
の場合も、デフォルト値が使用されます。

次に _M_ARENA_OPTS の使用方法の例を示します。

$ export _M_ARENA_OPTS=16:8

この例では、アリーナ数が 16 で、拡張サイズは 8×4096 バイトです。一般的に、アリーナ数が多いほど拡張
係数を小さくし、アリーナ数が少ないほど拡張係数を大きくする必要があります。

_M_SBA_OPTS はスモールブロック アロケータをオンにするために使用し、maxfast, grain, numlblks とい
う、スモールブロック アロケータ用のパラメータをセットアップします。スモールブロック アロケータがオ
ンのアプリケーションは、オフのアプリケーションよりも一般的に速く動作します。スモールブロック アロ
ケータは、mallopt() でオンにできます。ただしこの方法は、C++ や Ja va のアプリケーションでは遅すぎ
ます。環境変数を使用すると、アプリケーションの開始前にアロケータをオンにできます。環境変数を使用し
ても、mallopt() 呼び出しを同様に使用できます。環境変数が設定されていて、スモールブロックアロケー
タが使用されていない場合は、_M_SBA_OPTS に設定されている値にかかわらず、以降の mallopt() 呼び
出しで変更できます。環境変数が設定されていて、スモールブロックアロケータがすでに使用されている場合
は、mallopt() を呼び出しても効果はありません。
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この環境変数を使用するには、次のようにします。

$ export _M_SBA_OPTS=512:100:16

この場合、maxfast サイズが 512、スモールブロック数が 100、最低サイズが 16 です。３つの値すべてを、
この順で指定する必要があります。正しく指定しないと、デフォルト値が代わりに使用されます。

非スレッド化アプリケーションでは、_M_SBA_OPTS は効果がありますが、_M_ARENA_OPTS は効果があり
ません。

３つの新しいグローバル変数 __hp_malloc_maxfast、__hp_malloc_num_smallblocks、__hp_mal-

loc_grain は、Intniumベース システムで、環境変数 _M_SBA_OPTS の設定値より優先される値を指定す
るために導入されました。アプリケーション内でこの３つの変数を初期化すると、_M_SBA_OPTS は無効にな
ります。この方法によって、最適な状態に調整したアプリケーションが、さまざまなユーザー環境で同じ性能
を発揮するようにすることができます。ただし、_M_ARENA_OPTS と同様に、メモリーブロックが割り当てら
れる前に mallopt() を呼び出すことによって、malloc() の動作が変わります。デフォルトでは、これら
の３つの変数は、開始時に０に初期化されます。これは、次のように変数を設定したのと同じになります。

extern int __hp_malloc_maxfast=512;

extern int __hp_malloc_num_smallblocks=100;

extern int __hp_malloc_grain=16;

Itaniumベース システムでは、デフォルトで SBA (スモールブロックアロケーション) はオンです。これによ
り、アプリケーション性能向上の効果があることがあります。SBA をオフにするには、次のように設定しま
す。

extern int __hp_malloc_maxfast=-1;

他のすべての設定値については、mallopt() を参照してください。

注記: これらの変数を変更すると、バッファーオーバーランなどのユーザーメモリーの欠陥が顕在化する可能
性が高くなります。

警告
malloc() 関数は、プロセスのアドレス空間を増やすため brk() および sbrk() (brk(2) 参照) を使用しま
す。そのため、brk() または sbrk() を使用するアプリケーションプログラムは、それらをアドレス空間を
減らすために使用してはなりません。使用すると malloc() の機能を混乱させることになります。

free() および realloc() は、ポインター引き数およびその有効性をチェックしません。

以下のアクションは不適切なプログラミング手法と見なされているため、実行しないようにしてください。そ
の結果は予測不能であり、望ましくない可能性があるため、サポートされません。望ましくない結果の例とし
て、データの損失、メモリー障害、バスエラー、無限ループなどがあります。

• malloc(), realloc(), calloc(), valloc() の呼び出しにより得られたものでないポインター
を使用して、free() または realloc() を呼び出すこと
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• 割り当てられたブロックの境界外からデータを読み取ったり、境界外へデータを書き込むこと

• 整列済みブロック (valloc() の結果など) に対して realloc() を実行しようとすること

特に以下のアクションは実行しないようにしてください。これらは、malloc() の将来のバージョンではサ
ポートされない可能性があります。

• 同一のブロックに対して free() を２回行うこと

• 解放されたブロックの更新されていない内容を使用すること

• ブロックを解放した後で、そのブロックに対して realloc() を実行しようとすること

ドキュメントに示されてない、以前のメモリー割り当て関数の機能は実現されていません。アプリケーション
に上記の不適切なプログラミング手法、または推奨されない手法のいずれかが使用されている場合、将来のリ
リースで引き続き動作可能である保証はありません。

互換性
旧版の malloc(3X) と新版の malloc(3C) の外部からわかる違いは、旧版は０バイトの要求に対して NULL ポ
インターを返す場合があるということです。malloc(3C) は、有効なメモリーアドレス返します。多くのアプリ
ケーションでは、この差異による影響はないでしょう。

SBA (スモールブロックアロケーション) のデフォルトの状態は、Itaniumベース システムではオンで、PA-

RISC システムではオフです。性能を考慮して、このようになっています。詳細はこのマンページの「外部環
境の影響」の項を参照してください。

参照
brk(2), errno(2), thread_safety(5)

標準準拠
malloc(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

calloc(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

free(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C

mallinfo(): SVID2, XPG2

mallopt(): SVID2, SVID3, XPG2

realloc(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1, ANSI C
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名称
mbrlen( ) − １文字内のバイト数の取得 (再開可能)

構文
#include <wchar.h>

size_t mbrlen(const char *s, size_t n, mbstate_t *ps);

説明
s がヌルポインター以外の場合は、 mbrlen() が、 s によってポイントされる文字を完結するバイト数を決
定します。これは、以下と同等です。

mbstate_t internal;

mbrtowc(NULL, s, n, ps != NULL ? ps : &internal);

ps がヌルポインターの場合は、 mbrlen() 関数が、独自の内部 mbstate_t オブジェクトを使用します。
このオブジェクトは、プログラム起動時に初期化されて初期変換状態になります。ヌルポインター以外の場合
は、 ps によってポイントされる mbstate_t オブジェクトを使用して、関連文字シーケンスの現在の変換状
態を完全に記述します。

多言語化対応
locale

この関数の動作は、現在のロケールの LC_CTYPE カテゴリの影響を受けます。

戻り値
mbrlen() 関数は、以下のうち、最初に該当する値を戻します。

0 次の n 以下のバイト数で、ヌルワイドキャラクタに対応する文字を完結する場合。

正数値 次の n 以下のバイト数で、有効文字を完結する場合。戻り値は、この文字を完結する
バイト数です。

(size_t)-2 次の n バイトが、不完全であっても潜在的に有効な文字を構成し、すべての n バイ
トが処理されている場合。 n の値が、少なくとも MB_CUR_MAX マクロの値である場
合は、 s が一連の冗長シフトシーケンスをポイントする場合に限り、この状態が発生
します (状態依存エンコーディングによる処理系の場合)。

(size_t)-1 次の n 以下のバイト数によって、完全で有効な文字が構成されていないエンコーディ
ングエラーが発生した場合。この場合は、 EILSEQ が errno に保存されて、変換
状態は未定義になります。

エラー
mbrlen() 関数は、以下の場合に異常終了します。

[EINVAL] ps は、無効な変換状態を示すオブジェクトをポイントします。
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[EILSEQ] 無効な文字シーケンスが検出されます。

著者
mbrlen() は、HP と三菱電機により開発されました。

参照
mbsinit(3C), mbrtowc(3C)
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名称
mbrtowc( ) − 文字のワイドキャラクタコードへの変換 (再開可能)

構文
#include <wchar.h>

size_t mbrtowc(wchar_t *pwc, const char *s, size_t n, mbstate_t *ps);

説明
s がヌルポインターの場合、 mbrtowc() 関数は以下の呼び出しと同等です。

mbrtowc(NULL, "", 1, ps)

この場合、引き数 pwc および n は無視されます。

s がヌルポインター以外の場合、 mbrtowc() 関数は、 s によってポイントされるバイトで始まる最大 n バ
イトを調べて、次の文字 (シフトシーケンスを含む) の完結に必要なバイト数を決定します。この関数は、次の
文字が完結していると判断した場合に、対応するワイドキャラクタの値を決定し、さらに、 pwc がヌルポイン
ター以外の場合に、その値を pwc によってポイントされるオブジェクトに保存します。対応するワイドキャラ
クタがヌルワイドキャラクタの場合は、結果として初期変換状態が記述されます。

ps がヌルポインターの場合、 mbrtowc() 関数は、独自の内部 mbstate_t オブジェクトを使用します。この
オブジェクトは、プログラム起動時に初期化されて、初期変換状態になります。ヌルポインター以外の場合
は、 ps によってポイントされる mbstate_t を使用して、関連文字シーケンスの現在の変換状態を完全に記述
します。

多言語化対応
locale

この関数の動作は、現在のロケールの LC_CTYPE カテゴリの影響を受けます。

戻り値
mbrtowc() 関数は、以下のうち、最初に該当する値を戻します。

0 次の n 以下のバイト数で、ヌルワイドキャラクタ (保存されている値) に対応する文
字を完結する場合。

正数値 次の n 以下のバイト数で、有効な文字 (保存されている値) を完結する場合。戻り値
は、その文字を完結するバイト数です。

(size_t)-2 次の n バイトが、不完全であっても潜在的に有効な文字を構成し、すべての n バイ
トが処理されている (値が保存されていない ) 場合。 n の値が、少なくとも
MB_CUR_MAX マクロの値である場合は、 s が一連のシフトシーケンスをポイントす
る場合に限り、この状態が発生します (状態依存エンコーディングによる処理系の場
合)。

(size_t)-1 次の n 以下のバイト数によって、完全で有効な文字が構成されていないエンコーディ
ングエラーが発生した場合 (値は保存されません)。この場合は、 EILSEQ が errno
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に保存されて、変換状態は未定義になります。

エラー
mbrtowc() 関数は、以下の場合に異常終了します。

[EINVAL] ps が、無効な変換状態を示すオブジェクトをポイントしています。

[EILSEQ] 無効な文字シーケンスが検出されました。

警告
ASCII 文字を除き、ワイドキャラクタ (wchar_t のタイプ) のコード値は LC_CTYPE 環境変数によって指定
された有効なロケールに固有です。これらの値は、現在サポートされているか、将来サポートされる可能性の
ある他のロケールを指定して取得される値との互換性があるとは限りません。ワイドキャラクタ定数とリテラ
ル ワイドキャラクタ文字列 (C リファレンスマニュアルを参照) を使用せず、ワイドキャラクタ コード値を
ファイルまたはデバイスに保存しないことをお奨めします。その理由は、将来の規格によって、ワイドキャラ
クタのコード値の割り当てが変更される可能性があるためです。ただし、 ASCII コードセットの文字に対応し
ているワイドキャラクタ定数とリテラルワイドキャラクタ文字列は、その値が ASCIIコードセットの値と同じ
であることが保証されているため、使用しても問題ありません。

著者
mbrtowc() は、HP と三菱電機により開発されました。

参照
mbsinit(3C)
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名称
mbsinit( ) − 変換オブジェクトのステータスの決定

構文
#include <wchar.h>

int mbsinit(const mbstate_t *ps);

説明
ps がヌルポインター以外の場合、 mbsinit() 関数は、 ps によってポイントされたオブジェクトに初期変
換状態が記述されているかどうかを調べます。

アプリケーション使用法
mbstate_t オブジェクトは、現在のロケールの LC_CTYPE カテゴリの設定に関する規則に準じて、文字シー
ケンスからワイドキャラクタ シーケンスへの (または、その逆の) 現在の変換状態を記述するために使われま
す。

初期変換状態は、いずれの方向への変換においても、初期シフト状態の新しい文字シーケンスの始まりに対応
しています。ゼロ値の mbstate_t オブジェクトは、少なくとも、初期変換状態を記述する１つの方法になりま
す。ゼロ値の mbstate_t オブジェクトを使用して、任意の文字シーケンスに関連する変換を開始することがで
きます。

多言語化対応
locale

この関数の動作は、現在のロケールの LC_CTYPE カテゴリの影響を受けます。

戻り値
mbsinit() 関数は、 ps がヌルポインターの場合、またはポイント先オブジェクトが初期変換状態を記述し
ている場合に、非ゼロを戻します。それ以外の場合には、ゼロを戻します。

mbstate_t オブジェクトが「再開可能」と記述されている関数によって変換された場合、その動作は未定義に
なります。このオブジェクトは、別の文字シーケンスで使用されるか、または変換方向が逆の場合には、以前
の関数呼び出しではなく、別の LC_CTYPE カテゴリ設定によって使用されます。

エラー
エラーは定義されていません。

著者
mbsinit() は、HP と三菱電機により開発されました。

参照
mbrlen(3C), mbrtowc(3C), wcrtomb(3C), mbsrtowcs(3C), wcsrtombs(3C)
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名称
mbsrtowcs( ) − 文字列のワイドキャラクタ文字列への変換 (再開可能)

構文
#include <wchar.h>

size_t mbsrtowcs(wchar_t *dst, const char **src, size_t len,

mbstate_t *ps);

説明
mbsrtowcs() 関数は、 ps によってポイントされたオブジェクトにより記述される変換状態で始まる一連の
文字を、 src によって間接的にポイントされた配列から、対応する一連のワイドキャラクタに変換します。
dst がヌルポインター以外の場合、変換された文字は、 dst によってポイントされる配列に保存されます。変
換はヌル終了文字まで続行され、ヌル終了文字も保存されます。変換は、以下の場合に途中で停止します。

• 有効な文字ではない一連のバイトが検出された場合

• len コードが、 dst によってポイントされた配列に保存されている場合 (さらに、dst がヌルポイン
ター以外の場合)

変換は、 mbrtowc() 関数を呼び出した場合のように実行されます。

dst がヌルポインター以外の場合、 src によってポイントされたポインターオブジェクトには、ヌルポイン
ター (ヌル終了文字に達したために変換が終了した場合)、または最後に変換された文字のあとのアドレス (存
在する場合) のどちらかが割り当てられます。ヌル終了文字に達したために変換が停止し、さらに dst がヌル
ポインター以外の場合には、結果として初期変換状態が記述されます。

ps がヌルポインターの場合は、 mbsrtowcs() 関数が、独自の内部 mbstate_t オブジェクトを使用します。
このオブジェクトは、プログラム起動時に初期化されて初期変換状態になります。ヌルポインター以外の場合
は、 ps によってポイントされる mbstate_t オブジェクトを使用して、関連文字シーケンスの現在の変換状態
を完全に記述します。処理系は、この指定で定義されたどの関数も mbsrtowcs() を呼び出さなかったかの
ように動作します。

多言語化対応
locale

この関数の動作は、現在のロケールの LC_CTYPE カテゴリの影響を受けます。

戻り値
入力変換が、有効な文字ではない一連のバイトを検出した場合に、エンコーディングエラーが発生します。こ
の場合は、 mbsrtowcs() 関数がマクロ EILSEQ の値を errno に保存して、 (size_t)-1 を戻します。変換
状態は未定義になります。それ以外の場合は、正常に変換された文字数を戻します。ただし、終了ヌル (ある
場合) は含まれません。

エラー
mbsrtowcs() 関数は、以下の場合に異常終了します。
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[EINVAL] ps が、無効な変換状態を示すオブジェクトをポイントしています。

[EILSEQ] 無効な文字シーケンスが検出されました。

警告
ASCII 文字を除き、ワイドキャラクタ (wchar_t のタイプ) のコード値は、 LC_CTYPE 環境変数によって指
定された有効なロケールに固有です。これらの値は、現在サポートされているか、将来サポートされる可能性
のある他のロケールを指定して取得される値と互換性があるとは限りません。ワイドキャラクタ定数とリテラ
ル ワイドキャラクタ文字列 (C リファレンスマニュアルを参照) を使用せず、ワイドキャラクタ コード値を
ファイルまたはデバイスに保存しないことをお奨めします。その理由は、将来の規格によって、ワイドキャラ
クタのコード値の割り当てが変更される可能性があるためです。ただし、ASCII コードセットの文字に対応し
ているワイドキャラクタ定数とリテラル ワイドキャラクタ文字列は、その値が ASCII コードセット値と同じ
であることが保証されているため、使用しても問題ありません。

著者
mbsrtowcs() は、HP と三菱電機により開発されました。

参照
mbsinit(3C), mbrtowc(3C)
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名称
memalign() − 整列メモリーの割り付け

構文
#include <stdlib.h>

void *memalign(size_t boundary, size_t size);

説明
memalign() は、boundary の倍数のアドレスで始まる size 分のブロック領域を割り付けます。領域は初期
化されません。 boundary は、２のべき乗でなければなりません。

戻り値
正常終了時、memalign() は boundary の倍数に整列した領域へのポインターを返します。それ以外は
NULL ポインターを返します。

診断
memalign() は、使用可能なメモリーが無いか boundary が２のべき乗でないと NULL ポインターを返しま
す。

エラー
[ENOMEM] memalign() はメモリー不足の場合、errno に ENOMEM を設定して NULL

ポインターを返します。

[EINVAL] memalign() は boundary が２のべき乗でない場合、errno に EINVAL を設定
して NULL ポインターを返します。

[EINVAL] memalign() は malloc() によって管理されるメモリーに損傷が検出される
と、errno に [EINVAL] を設定して NULL ポインターを返します。

他の設定による影響
memalign() は malloc(3C) アロケータを使用しています。チューニング情報については malloc(3C) マン
ページを参照してください。

警告
警告については malloc(3C) マンページを参照してください。

互換性
memalign() は、以前の HP-UX リリースではサポートされていませんでした。

参照
thread_safety(5)

標準準拠
memalign() には、特に準拠する標準がありません。いくつかの処理系では boundary が２のべき乗である
かチェックを行いません。HP-UX における実装は独自のものです。
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名称
memccpy( ), memchr( ), memcmp( ), memcpy( ), memmove( ), memset( ), bcopy( ), bcmp( ), bzero( ), ffs( ) − メ
モリー操作

構文
#include <string.h>

void *memccpy(void *s1, const void *s2, int c, size_t n);

void *memchr(const void *s, int c, size_t n);

int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);

void *memcpy(void *s1, const void *s2, size_t n);

void *memmove(void *s1, const void *s2, size_t n);

void *memset(void *s, int c, size_t n);

#include <strings.h>

int bcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);

void bcopy(const void *s1, void *s2, size_t n);

void bzero(void *s, size_t n);

int ffs(int i);

特記事項
bcmp(), bcopy(), bzero(), ffs(), および <strings.h> は、 BSD アプリケーションの移植性のためにの
み用意されています。移植性が重要な新規のアプリケーションには、使用は薦められません。移植性アプリ
ケーションには、それぞれ memcmp(), memmove(), および memset() を使用してください。 ffs() には、
移植可能な同等関数はありません。

説明
これらの関数は、メモリー領域 (バイトの配列は大きさで境界付けされ、null バイトでは終りません) を、で
きるだけ有効に操作します。これらは、受け取るメモリー領域のオーバーフローをチェックしません。

以上の関数に対する size_t 型および定数 NULL は、 <string.h> ヘッダーファイルで定義されていま
す。

memccpy() s2 で指定されるオブジェクトから s1 で指定されるオブジェクトへバイトをコピーします。
バイト c に初めて遭遇するか、 n 個のバイトがコピーされると、どちらか最初に起こった時
点でコピーは停止します。領域が重なるオブジェクトをコピーしたときの動作は定義されませ
ん。 memccpy() は、 s1 の c をコピーするとそのバイトのポインター、 s2 の最初の n 個
のバイトに c がない場合は、 NULLポインターを返します。
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memchr() s で指定されるオブジェクトの最初の n バイト (それぞれ unsigned char に変換されます)

で、最初に c (unsigned char に変換されます) が表れる位置を決定します。 memchr()

は、発見されたバイトへのポインター、また発見されない場合は、 NULL ポインターを返し
ます。

memcmp() s1 で指定されるオブジェクトの最初の n バイトと、 s2 で指定されるオブジェクトの最初の
n バイトを比較します。 memcmp() は、 s1 で指定されるオブジェクトが s2 で指定される
オブジェクトと比較して、大きい、等しい、小さい場合にそれぞれ、整数を返します。返され
る値で０ではないものの符号は、オブジェクト間で初めて異なったバイト (双方とも
unsigned char に変換されます) の差により決定されます。

memcpy() s2 で指定されるオブジェクトの n バイトを s1 で指定されるオブジェクトへコピーします。
領域が重なるオブジェクト間のコピーは動作が定義されません。 memcpy() は、 s1 の値を
返します。

memmove() s2 で指定されるオブジェクトから n バイトを s1 で指定されるオブジェクトへコピーしま
す。コピーは、 s2 で指定されるオブジェクトの n バイトを、まず s1 および s2 と重複しな
い n バイトの一時配列にコピーし、その後に一時配列から n バイトを s1 で指定されるオブ
ジェクトにコピーする方法で行われます。 memmove() s1 の値を返します。

memset() s で指定されるそれぞれのオブジェクトの最初の n バイトに、 c (unsigned char に変換さ
れます) の値をコピーします。 memset() は、 s の値を返します。

bcopy() s1 で指定される領域から s2 で指定される領域に n バイトをコピーします。

bcmp() s1 で指定される領域と s2 で指定される領域の最初の n バイトを比較します。 bcmp() は、
比較により差がなければ０を返し、そうでなければ０以外の値を返します。両方部分は、 n

バイトの長さを持つと仮定されます。

bzero() s で指定される領域の最初の n バイトを、０にセットすることによりクリアします。

ffs() 最初にセットしているビット (最下位から始めて) のインデックスを返します。ビットの番号
は１から始められます。戻り値が０の場合は、 i が０であることを示します。

サポートされるコードセット
これらの関数は、シングルバイトのバイトコードセットのみをサポートしています。

警告
<string.h> で定義されているこれらの関数は、以前は <memory.h> で定義されていました。

ファイル
/usr/include/string.h

参照
string(3C), thread_safety(5)
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標準準拠
memccpy(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4

memchr(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, ANSI C

memcmp(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, ANSI C

memcpy(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, ANSI C

memmove(): AES, SVID3, XPG4, ANSI C

memset(): AES, SVID2, SVID3, XPG2, XPG3, XPG4, ANSI C
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ENHANCED CURSES

名称
meta() − メタキーを使用可能または使用不能にする

構文
#include <curses.h>

int meta(WINDOW *win, bool bf);

説明
初期状態で、端末が入力直後に返す有効ビットが７ビットになるか８ビットになるかは、ディスプレイドライ
バーの制御モードによって決まります (X/Open System Interface Definitions, Issue 4, Version 2 specification,

General Terminal Interface を参照)。８ビットを返すようにするには、meta(win, TRUE) を実行します。７
ビットを返すようにするには、meta(win, FALSE) を実行します。引き数 win は常に無視されます。端末につ
いて terminfo の smm (meta_on) と rmm (meta_off) の両機能が定義されている場合、 smm は、
meta(win, TRUE) を呼び出したときに端末に送られ、 rmm は、 meta(win, FALSE) を呼び出したときに端
末に送られます。

戻り値
正常に終了すると、meta() 関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
同様の効果は、Curses の外でも、X/Open System Interface Definitions, Issue 4, Version 2 specification

(General Terminal Interface ) で指定された CS7 または CS8 の制御モードフラグを使って実現できます。

meta() 関数は、７ビットキャラクターセットと８番目のビットを設定するのに使える「メタ」キーとを備え
た端末が使用するよう設計されています。

参照
getch(3X), curses_intro(3X) の「入力処理」の項, <curses.h>, X/Open System Interface Definitions, Issue 4,

Version 2 specification, Section 9.2, Parameters That Can Be Set (ISTRIP flag).

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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名称
mkdirp(), rmdirp() − パス内でディレクトリを作成または削除

構文
#include <libgen.h>

int mkdirp (const char *path, mode_t mode);

int rmdirp (char *d, char *d1);

説明
mkdirp は、指定された mode の指定された path に脱落しているディレクトリをすべて作成します (mode

の値については、 chmod(2) を参照してください)。 mode 引き数の保護部分は、プロセスのファイル作成マス
クによって変更されます (umask(2) を参照)。

rmdirp は、パス d にあるディレクトリを削除します。削除はパスの終わりから始められ、できるだけルート
の近くまで戻っていきます。エラーが発生すると、パスの残りの部分は d1 に保存されます。 rmdirp は、パ
ス内のすべてのディレクトリを削除できる場合だけ０を返します。

戻り値
必要なディレクトリを作成できない場合、 mkdirp は −1 を返し、 errno を mkdir エラー番号の１つに設
定します。すべてのディレクトリが作成されたり、またはすでに存在している場合には、ゼロを返します。

例
/∗ create scratch directories ∗/
if(mkdirp("/tmp/sub1/sub2/sub3", 0755) == -1) {

fprintf(stderr, "cannot create directory");

exit(1);

}

chdir("/tmp/sub1/sub2/sub3");

.

.

.

/∗ cleanup ∗/
chdir( /tmp");"

rmdirp("sub1/sub2/sub3");

警告
mkdirp は malloc を使って、文字列用に一時スペースを割り当てます。

rmdirp は、 ‘‘ .’’ または ‘‘ ..’’ がパス内にある場合は −2 を返し、現在のディレクトリを削除しようとした
場合には −3 を返します。これ以外のエラーが発生した場合は、−1 を返します。
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参照
mkdir(2), rmdir(2), umask(2), thread_safety(5)
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名称
mkfifo( ) − FIFO ファイルの作成

構文
#include <sys/stat.h>

int mkfifo(char *path, mode_t mode);

説明
mkfifo() は path で示されるパス名に、新規に FIFO (先入れ先出し) ファイルを作成します。新規ファイル
のファイルパーミッションは mode 引き数により初期化され、プロセスのファイル作成マスクにより更新され
ます。プロセスのファイル作成マスクにセットされているビットに対応する新規ファイルのモードはクリアさ
れます (umask(2) を参照)。ファイルパーミッションビット以外の mode のビットは無視されます。

FIFO 所有者 ID は、プロセスの実効ユーザーID にセットされます。 FIFO グループ ID は、親ディレクトリに
set-group-ID ビットが設定されている場合、親ディレクトリのグループ ID となります。それ以外の場合、
FIFOグループ IDは、プロセスの実効グループ IDにセットされます。

パイプの I/O動作についての詳細は、 read(2) および write(2) を参照してください。

以下の記号定数は、 <sys/stat.h> ヘッダーファイルで定義されており、 mode 引き数の値を設定するのに
使用します。渡される値は、目的のパーミッションの非排他ビット ORをとったものとなります。

S_IRUSR 所有者による読み込み
S_IWUSR 所有者による書き込み
S_IRGRP グループによる読み込み
S_IWGRP グループによる書き込み
S_IROTH 他のユーザーによる読み込み
S_IWOTH 他のユーザーによる書き込み

戻り値
mkfifo() は正常終了すると０を返します。失敗すると −1 を返し、 FIFO は作成されません。エラーを示す
ために、 errno が設定されます。

エラー
mkfifo() は次の条件のいずれかを満たす場合に失敗し、新規ファイルは作成されません。

[EACCES] パスプリフィックスの構成要素が、サーチパーミッションを拒否した場合

[EEXIST] 同名のファイルがすでに存在する場合

[EFAULT] path 引き数が、プロセスに割り当てられたアドレス空間の外を指している場合
このエラーの確実な検出は実現方法に依存したものです。

[ELOOP] パス名の翻訳中に、シンボリックリンクの数が多すぎた場合
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[ENAMET OOLONG]

指定したパス名の長さが PATH_MAX バイトを超えるか、 _POSIX_NO_TRUNC が有
効な場合にパス名の構成要素の長さが NAME_MAX バイトを超えた場合

[ENOENT] パスプリフィックスの構成要素が存在しない場合

[ENOENT] path 引き数が null の場合

[ENOSPC] ファイルシステムに十分なスペースがない場合

[ENO TDIR] パスプリフィックスの構成要素がディレクトリでない場合

[EROFS] ファイルが作成されるディレクトリが、読み取り専用ファイルシステムに属する場合

参照
chmod(2), mknod(2), pipe(2), stat(2), umask(2), mknod(5), stat(5), thread_safety(5), types(5)

著者
mkfifo() は、HP で開発されました。

標準準拠
mkfifo(): AES, SVID3, XPG3, XPG4, FIPS 151-2, POSIX.1
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名称
mktemp( ), mkstemp( ) − 一意なファイル名の生成

構文
#include <stdlib.h>

char *mktemp(char *template);

int mkstemp(char *template);

注
この関数は、旧製品との互換性およびアプリケーションの移植性を保つためのみに提供されています。移植性
が重要な新しいアプリケーションの開発には、このコマンドの使用は推奨できません。移植可能なアプリケー
ションには、代替として tmpfile() (tmpfile(3S) を参照) を使用してください。

説明
mktemp() は、 template に示される文字列を一意のファイル名と置き換え、 template のアドレスを返しま
す。 template の示す文字列は、６つの X が連続するファイル名です。 mktemp() は、連続する X を、１
つの文字と現在のプロセス ID で置換えます。文字は、すでに存在するファイル名と重複しないように選択さ
れます。 X が６個以下の場合は、文字部分がまず削られ、ついでプロセス ID の高位の桁が続けて削られま
す。

mkstemp() は、同様なテンプレートの置換えを行いますが、同時に一時ファイルを読み込みと書き込み用に
オープンし、そのファイル記述子を返します。そのため mkstemp() は、ファイルの存在のチェックおよび
ファイル使用のためのオープンが競合するのを防ぎます。

戻り値
mktemp() は文字を使いきった場合、空の文字列へのポインターを返し、それ以外の場合は、その引き数を返
します。

mkstemp() は正常終了すると、開いているファイルの記述子を返します。適当なファイルを作成できなかっ
た場合は、−1 を返します。

警告
文字を使いきる可能性があります。

mktemp() および mkstemp() は、 template のファイル名の部分が、ファイル名の最大長を超えていないか
どうかはチェックしません。

参照
getpid(2), open(2), tmpfile(3S), tmpnam(3S), thread_safety(5)

標準準拠
mktemp(): SVID2, SVID3, XPG2
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名称
mktimer − プロセスごとのタイマーの割当て

構文
#include <sys/timers.h>

timer_t mktimer(int clock_type, int notify_type, void *itimercbp);

説明
mktimer() は、指定したシステムワイドクロックをタイミングベースとして使用し、プロセスごとのタイ
マーを割り当てるのに使用されます。 mktimer() は、タイマー要求 (gettimer(3C) 参照) に対し、タイマー
を特定するのに使用されるタイプ timer_t の一意のタイマー ID を返します。 clock_type には、新しい
タイマーのタイミングベースとして使用するシステムワイドクロックを指定します。 nofity_type には、
タイマーが時間切れになったときに、プロセスに知らせるメカニズムを指定します。

mktimer() は、 clock_type が TIMEOFDAY, notify_type が DELIVERY_SIGNALS である、プロセス
ごとのタイマーをサポートしています。

notify_type が DELIVERY_SIGNALS の場合、タイマーが時間切れするごとにシステムは SIGALRM シグ
ナルをプロセスに送ります。

clock_type TIMEOFDAY に対しては、機種に依存したクロックの分解能および最大値はそれぞれ、 1/HZ

および MAX_ALARM 秒で与えられます。以上の定数は、 <sys/param.h> で定義されています。

戻り値
正常終了すると mktimer() は、プロセスごとのタイマー呼び出しに渡すことのできる timer_t を返しま
す。失敗すると mktimer() は、 (timer_t 型 ) −1 の値を返し、エラーを示す値が errno に設定されま
す。

エラー
mktimer() は次の条件の条件のいずれかを満たす場合に失敗します。

[EAGAIN] 呼び出しプロセスが、許容されているすべてのタイマーを割り当てている場合

[EINVAL] clock_type が定義されていないか、指定した通知メカニズムが許されていない場合

ファイル
/usr/include/sys/timers.h

/usr/include/sys/param.h

参照
timers(2), getclock(3C), gettimer(3C), reltimer(3C), rmtimer(3C), setclock(3C), thread_safety(5)

標準準拠
mktimer(): AES
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名称
modf( ), modff( ), modfl( ), modfw( ), modfq( ) − 浮動小数点数の分解

構文
#include <math.h>

double modf(double x, double *iptr);

Itanium(R)ベースシステムのみ
float modff(float x, float *iptr);

long double modfl(long double x, long double *iptr);

extended modfw(extended x, extended *iptr);

quad modfq(quad x, quad *iptr);

説明
関数 modf() は、引き数 x を整数部と小数部に分解します。どちらも引き数と同じ符号になります。この関
数は、 iptr が指す double 型の変数に整数部を格納します。

Itaniumベースシステムのみ
modff() は、 modf() の float バージョンで、 float および float * 型の引き数をとり、 float

型の結果を返します。

modfl() は、 modf() の long double バージョンで、 long double および long double * 型の引
き数をとり、 long double 型の結果を返します。

modfw() は、 modf() の extended バージョンで、 extended および extended * 型の引き数をと
り、 extended 型の結果を返します。

modfq() は、HP-UX システムでは modfl() と同等です。

使用方法
Itaniumベースシステムで modff() を使うには、デフォルトの −Ae オプションを指定するか、または −Aa

オプションを指定してコンパイルしてください。

Itaniumベース システムで modfl()、 modfw()、または modfq() を使うには、デフォルトの −Ae オプ
ションを指定するか、または −Aa オプションと −D_HPUX_SOURCE オプションを指定してコンパイルしてく
ださい。

Itaniumベース システムで modfw() または modfq() を使うには、 −fpwidetypes オプションも指定し
てコンパイルしてください。

これらの関数を使用するには、プログラムに <math.h> がインクルードされていることを確認した後、コン
パイラまたはリンカーのコマンド行で −lm を指定して、数学ライブラリとリンクしてください。
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詳細については、『HP-UX フローティング・ポイント・ガイド』を参照してください。

戻り値
modf(±x,iptr) は、 x と同じ符号を付けて結果を返します。

modf(±Inf,iptr) は ±0 を返して、 iptr が指す変数に ±Inf を格納します。

modf(NaN,iptr) は、 iptr が指す変数に NaN を格納して、NaN を返します。

エラー
エラーは、定義されていません。

参照
frexp(3M), ldexp(3M), rint(3M), trunc(3M), scalb(3M), scalbln(3M), scalbn(3M), math(5)

標準準拠
modf() : SVID3, XPG4.2, ANSI C, ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)

modff(), modfl() : ISO/IEC C99 (付録 F 『IEC 60559 floating-point arithmetic』を含む)
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名称
monitor( ) − 実行プロファイルの準備

構文
#include <mon.h>

void monitor(

void (*lowpc)(),

void (*highpc)(),

WORD *buffer,

int bufsize,

int nfunc

);

説明
cc −p で作成された実行可能プログラムは、自動的に monitor() のデフォルトパラメータでの呼出しをイ
ンクルードします。プロファイルの細かな制御を行う場合を除き、 monitor() を明示的に呼び出す必要はあ
りません。

monitor() は、 profil(2) へのインタフェースです。 lowpc および highpc は2つの関数のアドレスです。
buffer は、(ユーザーが供給する) bufsize 語数 ( <mon.h> ヘッダーファイルで定義) の配列のアドレスです。
アドレスは <mon.h> 内の struct hdr および struct cnt タイプを適切に指し示すものでなければなり
ません。

monitor() は、定期的なプログラムカウンターのサンプルや、ある関数の呼出し回数のヒストグラムを記録
するように設計されています。サンプリングされる最下位アドレスは lowpc であり、最上位は highpc の直下
となります。 monitor を使用するには、 lowpc が0であってはなりません。 nfunc 未満の呼出しのみが保存
されます。コンパイル時にプロファイルオプション、 cc の −p を付けた関数のみが記録されます (供給され
るCライブラリおよび算術ライブラリでも、 cc −p を使用すると呼出し回数が記録されます)。

特に、よく使用される小さなルーチンで、有意な結果を得るためには、バッファーのサイズを、サンプリング
される範囲の数分の1以下にするとよいでしょう。

プログラム全体のプロファイルを得るには、以下のようにします。

extern etext;

...

monitor ((int (*)())2, ((int(*)())& etext, buf, bufsize, nfunc);

etext は、すべてのプログラムのテキストより若干大きな値です( end(3C) 参照)。

モニタリングを終了し、結果をファイル mon.out に書き出すには、以下のようにします。

monitor ((int (*)())0, (int(*)())0, 0, 0, 0);

prof (1) を結果の分析に使用できます。
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ファイル
/usr/lib/libc.a

/usr/lib/libm.a

mon.out

参照
cc_bundled(1), prof(1), profil(2), end(3C)

標準準拠
monitor(): SVID2, SVID3, XPG2
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名称
mount − リモートマウントされたファイルシステムの追跡

構文
#include <rpcsvc/mount.h>

説明
プログラム番号

MOUNTPROG

次に示すのは、提供されている xdr ルーチンです。

xdr_exportbody(xdrs, ex)

XDR *xdrs;

struct exports *ex;

xdr_exports(xdrs, ex);

XDR *xdrs;

struct exports **ex;

xdr_fhandle(xdrs, fh);

XDR *xdrs;

fhandle_t *fp;

xdr_fhstatus(xdrs, fhs);

XDR *xdrs;

struct fhstatus *fhs;

xdr_groups(xdrs, gr);

XDR *xdrs;

struct groups *gr;

xdr_mountbody(xdrs, ml)

XDR *xdrs;

struct mountlist *ml;

xdr_mountlist(xdrs, ml);

XDR *xdrs;

struct mountlist **ml;

xdr_path(xdrs, path);
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XDR *xdrs;

char **path;

プロシージャ
MOUNTPROC_MNT xdr_path の引き数。 fhstatus を返します。 UNIX 認証が必要です。

MOUNTPROC_DUMP 引き数はなし。 struct mountlist を返します。

MOUNTPROC_UMNT xdr_path の引き数。戻り値はなし。 UNIX 認証が必要です。

MOUNTPROC_UMNTALL

引き数はなし。戻り値はなし。 UNIX 認証が必要です。送信側の全リモートマ
ウントをアンマウントします。

MOUNTPROC_EXPORT

引き数はなし。 struct exports を返します。

MOUNTPROC_EXPORTALL

引き数はなし。 struct exports を返します。

バージョン
MOUNTVERS_ORIG

構造体
struct mountlist { /* what is mounted */

char *ml_name;

char *ml_path;

struct mountlist *ml_nxt;

};

struct fhstatus {

int fhs_status;

fhandle_t fhs_fh;

};

/*

* List of exported directories

* An export entry with ex_groups

* NULL indicates an entry which is exported to the world.

*/

struct exports {

dev_t ex_dev; /* dev of directory */
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char *ex_name; /* name of directory */

struct groups *ex_groups; /* groups allowed to */

/* mount this entry */

struct exports *ex_next;

};

struct groups {

char *g_name;

struct groups *g_next;

};

著者
mount(3N) は、Sun Microsystems, Inc. で開発されました。

参照
mount(1M)、 mountd(1M)、 showmount(1M)。
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CURSES

名称
move(), wmove() − ウィンドウカーソル位置関数

構文
#include <curses.h>

int move(int y, int x);

int wmove(WINDOW *win, int y, int x);

説明
move() および wmove() の両関数は、現在のまたは指定のウィンドウに関連するカーソルをウィンドウ原点
を基準とした (y, x) の座標に移動します。これらの関数は、次のリフレッシュ操作まで端末のカーソルを移動
しません。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
doupdate(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。
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名称
mblen( ), mbtowc( ), mbstowcs( ), wctomb( ), wcstombs( ) − マルチバイト文字および文字列の規約

構文
#include <stdlib.h>

int mblen(const char *s, size_t n);

int mbtowc(wchar_t *pwc, const char *s, size_t n);

int wctomb(char *s, wchar_t wchar);

size_t mbstowcs(wchar_t *pwcs, const char *s, size_t n);

size_t wcstombs(char *s, const wchar_t *pwcs, size_t n);

説明
マルチバイト文字は、文字のエンコードにおいて文字全体を表現するのに、１またはそれ以上のバイトから構
成されます。ワイドキャラクタ (wchar_t 型) は、固定長のバイト数で構成され、そのコード値により文字の
エンコードにおいてどんな文字でも表現できます。

mblen() s で指定されるマルチバイト文字を構成するのに必要なバイト数を決定します。これは

mbtowc((wchar_t *)0, s, n);

と同等です。 s が null ポインターの場合、 mblen は、マルチバイト文字が state-depenndent

エンコードを使用しているか否かにより、それぞれ、０でない数値および０を返します。現在、
HP-UX は、文字エンコードをサポートしていないので、この関数は常に０を返します。しかし、
他のシステムへの移植性を最大にするため、アプリケーションプログラムは、これに依存しない
ようにすべきです。

s が null ポインターでない場合、 mblen は、以降の n バイト以下が有効なマルチバイト文字を
構成する場合は、そのマルチバイト文字を構成するバイト数を返します。有効なマルチバイト文
字を構成しない場合は −1 が返されます。 s が null 文字を指す場合、 mblen は０を返します。

mbtowc() s で指定されるマルチバイト文字のバイト数を決定し、そのマルチバイト文字に対応する
wchar_t 型の値へのコードを決定します。そしてコードを pwc で指定されるオブジェクトに格
納します。 null 文字に対応するコードの値は０です。 s で指定される文字から開始され、最大
n 個の文字が検査されます。

s が null ポインターの場合、 mbtowc() は、マルチバイト文字が state-dependent エンコード
を使用しているか否かにより、それぞれ、０でない数値および０を返します。現在、 HP-UX

は、文字エンコードをサポートしていないので、この関数は常に０を返します。しかし、他のシ
ステムへの移植性を最大にするため、アプリケーションプログラムは、これに依存しないように
すべきです。
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s が null ポインターでない場合、 mbtowc() は、次の n 以下のバイトが有効なマルチバイト文
字を構成していると、変換されたマルチバイト文字のバイト数を返します。有効なマルチバイト
文字を構成しない場合は −1 が返されます。 s が null 文字を指す場合、 mbtowc() は０を返し
ます。返される値は、 n または MB_CUR_MAX の値を超えることはありません。

wctomb() コードの値が wchar であるマルチバイト文字を表現するのに必要なバイト数を決定し、 s で指
定される配列オブジェクトにマルチバイト文字表現が格納されます。最大 MB_CUR_MAX 文字格
納できます。

s が null ポインターの場合、 wctomb() は、マルチバイト文字が state-dependent エンコード
を使用しているか否かにより、それぞれ、０でない数値および０を返します。現在、 HP-UX

は、文字エンコードをサポートしていないので、この関数は常に０を返します。しかし、他のシ
ステムへの移植性を最大にするため、アプリケーションプログラムは、これに依存しないように
すべきです。

s が null ポインターでない場合、 wctomb() は、 wchat の値に対応するマルチバイト文字が
含む文字列を返します。 wchat の値が有効なマルチバイト文字に対応していない場合は −1 が返
されます。返される値は、 MB_CUR_MAX マクロの値を超えることはありません。

mbstowcs()

s で指定される配列の連続するマルチバイト文字を、対応する連続コードに変換し、 pwcs で指
定される配列に格納します。 n 個のコードを変換するか、値が０のコード (変換された null 文
字) を変換すると終了します。それぞれのマルチバイト文字は、 mbtowc() の呼び出しと同様に
変換されます。 pwcs で指定される配列の n を超えない要素のみが更新されます。

無効なマルチバイト文字があった場合、 mbstowcs() は、(size_t 型) − 1 を返します。そうでな
い場合、 mbstowcs() は、更新された配列の要素の数を返します。これには、終了０コードは
含まれません。返された値が、 n の場合は、配列は null または０では終了していません。 pwcs

が null ポインターの場合、 mbstowcs() は、ワイドキャラクタ コード配列に必要な要素数を
返します。

wcstombs()

pwcs で指定された配列にあるマルチバイト文字に対応する連続コードを、連続するマルチバイ
ト文字に変換し、 s で指定される配列に格納します。マルチバイト文字合計のバイト数が、 n を
超えるか、null 文字が格納されると変換は終了します。それぞれのコードは、 wctomb() の呼
び出しと同様に変換されます。 s で指定された配列の n を超えないバイトのみが更新されます。

有効なマルチバイト文字に対応しないコードがあった場合、 wcstombs() は (size_t 型) − 1 を
返します。それ以外では、 wcstombs() は更新されたバイト数を返します。これには終了 null

文字は含まれません。返された値が n の場合は、配列は null または０では終了していません。
s が null ポインターの場合、 wcstombs() は文字配列に必要なバイト数を返します。
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多言語化対応
ロケール

LC_CTYPE カテゴリにより、マルチバイト文字および文字列関数の動作が決定されます。

エラー
mblen(), mbstowcs(), mbtowc(), wcstombs() および wctomb() は次の条件のいずれかを満たす場合に
失敗し、 errno が設定されます。

[EILSEQ] 無効なマルチバイトの連続またはワイドキャラクタコードが発見された場合

警告
ASCII 形式の文字以外では、ワイドキャラクタ (wchar_t 型) のコードの値は、 LC_CTYPE 環境変数で指定
された有効な locale に特有なものです。現在サポートされている locale または、将来サポートされる locale

においても、他の locale を指定して得られるコードの値は互換でない場合があります。ワイドキャラクタ定数
およびワイド文字列リテラル (『C Reference Manual』参照) の使用は推奨されません。将来的にワイドキャ
ラクタ コード割当ての基準が変更される可能性があるため、ワイドキャラクタのコード値のファイルまたは
16 ビットキャラクタへの保存も行うべきではありません。しかし、 ASCII 形式のコードセットの値の文字に
対応するワイドキャラクタ定数およびワイド文字列は、将来的にも変更がないことが保障されているため、使
用しても安全です。

著者
マルチバイト関数はすべて OSF および HP で開発されました。

参照
setlocale(3C), wctype(3C), thread_safety(5)

標準準拠
mblen(): AES, SVID3, XPG4, ANSI C

mbstowcs(): AES, SVID3, XPG4, ANSI C

mbtowc(): AES, SVID3, XPG4, ANSI C

wcstombs(): AES, SVID3, XPG4, ANSI C

wctomb(): AES, SVID3, XPG4, ANSI C
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mvcur(3X) mvcur(3X)
ENHANCED CURSES

名称
mvcur() − カーソル移動コマンドの端末への出力

構文
#include <curses.h>

int mvcur(int oldrow, int oldcol, int newrow, int newcol);

説明
mvcur() 関数は、端末のカーソルを (newrow, newcol) で指定された端末上の絶対位置に移動する、1つ以上
のコマンドを端末に出力します。引き数 (oldrow, oldcol) は、前のカーソル位置を指定します。座標を基礎に
した移動コマンドを備えていない端末については、前のカーソル位置を指定する必要があります。これらのコ
マンドを備えた端末では、より効率的な方法として前のカーソル位置を元にしてカーソルを移動させる方法を
利用することもできます。 (newrow, newcol) が使用中の端末の有効アドレスでないと、mvcur() は正常に動
作しません。 (oldrow, oldcol) が (newrow,newcol) と同じときは、mvcur() はエラーにはなりませんが、ア
クションは起こしません。mvcur() がカーソル移動コマンドを出力するときは、端末上のカーソル位置に関
する情報を更新します。

戻り値
正常に終了すると、mvcur() は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
mvcur() を使用した後は、Curses が保持している端末の状態のモデルが、実際の端末の状態と一致しなくな
ることがあります。アプリケーションでウィンドウにタッチしてリフレッシュした後で、Curses の通常利用
を再開してください。

参照
doupdate(3X), is_linetouched(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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mvderwin(3X) mvderwin(3X)
ENHANCED CURSES

名称
mvderwin() − ウィンドウの座標変換の定義

構文
#include <curses.h>

int mvderwin(WINDOW *win, int par_y, int par_x);

説明
mvderwin() 関数は、文字のマッピングを指定します。この関数は、指定されたウィンドウの親ウィンドウ
のマップされた領域を識別します。マップされた領域のサイズは、指定されたウィンドウのサイズと同じで、
マップされた領域の原点は、親ウィンドウの (par_y, par_x) の位置にあります。

• 指定されたウィンドウのリフレッシュ中、端末のそのウィンドウの表示領域に表示される文字は、
マップされた領域から取得します。

• 指定されたウィンドウ内の文字を参照すると、マップされた領域内の文字が取得または変更されま
す。

すなわち mvderwin() は、マップされた領域の各位置から、指定されたウィンドウ内の対応する位置 (原点
から同じく y, x だけ離れている) への座標変換を定義します。

戻り値
正常に終了すると、mvderwin() は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
derwin(3X), doupdate(3X), dupwin(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第４版にて新規リリース
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mvprintw(3X) mvprintw(3X)
CURSES

名称
mvprintw(), mvwprintw(), printw(), wprintw() − 形式化した出力のウィンドウへのプリント

構文
#include <curses.h>

int mvprintw(int y, int x, char *fmt, ...);

int mvwprintw(WINDOW *win, int y, int x, char *fmt, ...);

int printw(char *fmt, ...);

int wprintw(WINDOW *win, char *fmt, ...);

説明
mvprintw()、mvwprintw()、printw() 、および wprintw() の各関数は、printf()に類似していま
す。これらの関数の効果は、sprintf() を使って文字列を書式化した後、waddstr() を使ってマルチバイ
ト文字列を現在のまたは指定のウィンドウの現在のまたは指定の位置に追加した場合と同様です。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

参照
addnstr(3X), fprintf() (X/Open System Interfaces and Headers, Issue 4, Version 2 specification ),

<curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更され、エントリー名も printw() から mvprintw()に変更
されました。
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mvscanw(3X) mvscanw(3X)
CURSES

名称
mvscanw(), mvwscanw(), scanw(), wscanw() − ウィンドウからの形式化した入力の変換

構文
#include <curses.h>

int mvscanw(int y, int x, char *fmt, ...);

int mvwscanw(WINDOW *win, int y, int x, char *fmt, ...);

int scanw(char *fmt, ...);

int wscanw(WINDOW *win, char *fmt, ...);

説明
これらの関数は、scanf()に類似しています。これらの関数の効果は、mvwgetstr() は、マルチバイト文
字列を現在のまたは指定のウィンドウの現在のまたは指定のカーソル位置から取得した後、sscanf() を使っ
てこの文字列を解釈して変換した場合と同様です。

戻り値
正常に終了すると、これらの関数は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

参照
getnstr(3X), printw(3X), fscanf() (X/Open System Interfaces and Headers, Issue 4, Version 2 specifi-

cation ), wcstombs() (X/Open System Interfaces and Headers, Issue 4, Version 2 specification ),

<curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更され、エントリー名も scanw() から mvscanw()に変更さ
れました。
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mvwin(3X) mvwin(3X)
CURSES

名称
mvwin() − ウィンドウの移動

構文
#include <curses.h>

int mvwin(WINDOW *win, int y, int x);

説明
mvwin() 関数は、指定されたウィンドウをウィンドウ原点が (y, x) になるように、移動します。移動によっ
て、ウィンドウの一部がスクリーンからはみ出してしまう場合は、関数は正常に動作せずウィンドウも移動し
ません。

戻り値
正常に終了すると、mvwin() は OK を返します。そうでなければ ERR を返します。

エラー
エラーは定義されていません。

アプリケーション使用法
アプリケーションでは、mvwin() を呼び出してサブウィンドウを移動してはいけません。

参照
derwin(3X), doupdate(3X), is_linetouched(3X), <curses.h>

変更履歴
X/Open Curses 第２版にて新規リリース

X/Open Curses 第４版
分かりやすくするために、エントリー内容が変更されました。
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