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UNIX 入門 1 

 
１．OS とは 

コンピュータはハードウェアとソフトウェアから構成される。コンピュータを動作させたり利用したりす

るのに必要となる技術を総称してソフトウェアと呼ぶが、狭義には「コンピュータを動作させるプログラム」

がソフトウェアである。ソフトウェアは、システムソフトウェアとアプリケーションソフトウェアに大別さ

れる。システムソフトウェアの中で最も重要な機能を果たすのが OS（Operating System）である。 
OS は、入出力機能やディスクやメモリの管理など、コンピュータの基本機能を提供し、コンピュータシ

ステム全体を管理するソフトウェアである。パソコン用 OS としては、Microsoft 社の Windows シリーズ

（Windows XP など）や Apple 社の Mac OS が広く利用されている。サーバには UNIX 系 OS が使われるこ

とが多い。サーバ用の OS として、Microsoft 社の Windows NT/2000/2003 サーバが利用されることもある。 
 

２．UNIX とは 

UNIX は、1970 年頃にアメリカ AT&T 社のベル研究所で開発された OS である。UNIX は、C 言語とい

うコンピュータ言語で記述されていた。このため、機種依存性が比較的低く、移植性の高い OS になってい

る（つまり、いろいろなハードウェア上で動作するということ）。UNIX OS には、その歴史的経緯から「System 
V（システムファイブ）系」と、「BSD 系」の 2 種類の大きな系統がある。両者は、基本的なコマンドには共

通なものもあるが、システムの内部構成やファイルの配置、機能、コマンドのオプションなどが異なる。 
UNIX にはいろいろな使い方があるが、代表的なものはサーバとしての利用である。インターネット上の

各種サーバ（WWW サーバ、メールサーバ等）など 24 時間稼動させねばならないサーバや、データベース

サーバなどで広く利用されている。つまり、「1 台の UNIX コンピュータを、ネットワークを通して複数のユ

ーザが共有して同時に使う」ことが多い。こうした機能を「マルチユーザ」、「マルチタスク」という。 
最近では、PC 上で動作するいわゆる PC-UNIX が利用されることも多い。UNIX には、メーカーから提供

される商用 UNIX のほか、無償で利用できるフリーのものもある。本学では、サーバ上で Sun Microsystems
社の Solaris（ソラリス）が動作しており、PC 上では Red Hat Linux（レッド ハット リナックス）系の

PC-UNIX が利用できる。PC-UNIX は「パソコン上で動作する UNIX」の意味である。 
 

３．GUI と CUI 

Windows を利用する場合には、アイコンやメニューといった図形的な要素をマウスで操作する。このよう

な操作方式を「GUI（Graphical User Interface）」という。UNIX でも GUI を持ったものもあるが、本授業

では GUI を使用しない方式を主に用いる。 
授業では、「CUI（Character User Interface）」を用いる。この方式では、基本的なユーザインターフェー

スは文字ベースとなる。つまり、コマンドプロンプト（又は単にプロンプト）と呼ばれる部分（kaede% 等）

に、コマンド（コンピュータを動作させる命令）を決められた文字列（構文）で与えて処理するという方式

である。文字入力後、改行する（Enter キーを押す）とコマンドが実行される。 
UNIX での CUI インターフェースは「shell（シェル）」と呼ばれる。シェルは、ユーザからの入力を受け

取り、それを解釈し、その内容に応じて適切な動作を実行するユーザインターフェースアプリケーションで

ある。一般にはコマンドインタプリタと呼ばれる。シェルにはいくつかの種類があるが、本学の学生用 UNIX
サーバ（授業）では、「C シェル（csh）」と呼ばれるシェルを使用する。 
このユーザインターフェースは、もともとプログラム開発に携わるユーザ向けに設計されたものである。
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このため、初心者にとっては、簡素すぎる、覚えにくいと感じることもあるかもしれない1。 
授業では、Web ページ作成も行うが、その際、WWW サーバにリモート接続し、UNIX 上のテキスト・エ

ディタ（vi）を用いて記述する方法をとる。ファイル操作も CUI からできなくてはならない。これらは、UNIX
システムの利用や、UNIX 上でのプログラミングを行う場合に前提となる技術であり、他の情報関係の授業

（プログラミングなど）を履修するにあたって必要となる。しっかり学習してもらいたい。 
 

４．サーバとクライアント 

UNIX システムは、通常、コンピュータネットワークに接続して使われることが多い。インターネットや

イントラネットといった TCP/IP ネットワークで２台のコンピュータ同士で通信が行われる際には、いずれ

か１台が「サーバ」となり、もう１台が「クライアント」となる2。サーバとは、ネットワーク上で何らかの

サービスを提供する側のマシンである。一方クライアントは、そのサービスを受ける側のマシンのことであ

る3。例えば、WWW というサービスなら、WWW サーバ⇔WWW クライアント（Web ブラウザ）の間で通

信が行われるし、電子メールであれば電子メールサーバ⇔電子メールクライアント（メールソフト）という

ことになる。このような通信の形態を「クライアント/サーバモデル」という。 
 
５．telnet（遠隔端末）の利用（ログインとログアウト） 

telnet は、遠隔にあるシステムを操作するためのコマンド（又はアプリケーション）である。 
本学には、学生がログインして使用することのできる UNIX サーバが用意されている。ホスト名は、

「www.cs.reitaku-u.ac.jp（kaede.cs.reitaku-u.ac.jp）」である。このサーバは、学生用の WWW（Web）サー

バとなっているほか、C 言語などのプログラミング学習も行われる（図参照）。 
UNIX はマルチユーザ・マルチタスクのシステムなので、利用をはじめる際には、「誰が使いはじめるか」

ということを UNIX に通知する必要がある。この処理を「ログイン（login）」という。また、作業が終了し

たら「作業の終わり」を指示する必要がある。この処理が「ログアウト（logout）」である。 
学内 PC から UNIX マシンを遠隔操作する際には、「TeraTerm」というアプリケーション（デスクトップ

上は「telnet」のアイコン）を使用する。TeraTerm の画面上に表示されるのは、UNIX マシンの画面そのも

のであり、仮想端末と呼ばれる。UNIX サーバに接続する際には、ログイン名とパスワードの入力が要求さ

れるが、これは統合認証用のもの（Windows や Active! mail で使用しているもの）と同一である。 

 

                                                   
1 これは単に慣れの問題。慣れれば「CUI のほうが楽」ということも多い。 
2 両者がサーバ/クライアントの関係にならない「Peer-to-Peer」という通信形態もある。 
3 通常、クライアントがサーバに対して最初の通信要求を行うことで通信が開始されるので、クライアントとは「サービ

スを要求する側のマシン」と言うことができる。 

サーバ 
（www.cs.reitaku-u.ac.jp） 

クライアント 
（Windows） 

クライアント 
（Linux） 

学内 LAN 

 仮想端末 

遠隔操作 
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Ｔｉｐｓ：ログイン名とパスワード 

ユーザを判別するためのアカウントが「ログイン名」である。本学のシステムでは、Windows のログオン

名と同じ User-ID が設定されている。ユーザ認証を行うための文字列が「パスワード」である。パスワード

は大文字・小文字を区別する。2006 年度のシステム更新により「統合アカウントシステム」が導入された。

これにより、PC 系システム（Windows、Linux）とサーバ系システム（Solaris や Web サーバ、電子メール）

の ID、パスワードには同じものが使用できる。ログインできない場合には、パスワード変更ページ

（http://sv2.pc.reitaku-u.ac.jp/password/）からパスワード変更を行う必要がある。 
 

6．telnet を使った場合の作業の流れ 

telnet を使って作業する流れを整理すると次のようになる。特に、④のところに注意。ログアウトしない

で、いきなり Windows 側のアプリケーションを終了すると、場合によっては UNIX 側にプロセス（作業）

が残ってしまう場合がある。 
①  Windows から telnet アプリケーションを起動する 
②  www.cs.reitaku-u.ac.jp にログインする 
③  一連の作業を行う（コマンドの入力、vi によるファイル編集など） 
④  www.cs.reitaku-u.ac.jp からログアウトする ※これをせずに×で終了してはいけない！ 
⑤  telnet アプリケーションを終了する 

 
Ｔｉｐｓ：logout コマンドを実行したら、見たことのないメッセージが出た 

logout コマンドを実行すると、「There are stopped jobs.」と表示されてログアウトできない場合がある。

これは停止中のコマンドがあることを示している。停止中のコマンドは後述（参考部）の jobs コマンドで確

認できる。停止中のコマンドがある場合、再度 logout を実行すると、停止中のコマンドは強制終了される。 
 

７．コマンド 

UNIX システムには、たくさんのユーティリティプログラムがあり、それらは「コマンド（命令）」と呼ば

れている。本講義では、これらの使い方の一部について学習する。コマンドには非常に多くの種類があり、

そのすべてや、使い方の詳細を授業で紹介することはできない。各自、参考文献等で確認すること。 
コマンドの与え方には決まり（文法）があり、書き方が違えばコマンドは実行されず4、エラーメッセージ

が表示される。telnet での CUI インターフェースは、基本的には「便りのないのはよい便り5」といった動

きをするインターフェースである。Windows のようにファイル複写中に「コピー中」であることを示すよう

なメッセージは出ない。また、ファイル削除には rm というコマンドを使うが、「rm *」というコマンドは黙

って何の警告もなくすべてのファイルを消してしまう。 
従って、コマンドの文法を正しく覚える必要がある。コマンド入力後、「Enter」キーを押す前には、再度

入力したコマンド（文字列）を確認する習慣をつけよう！ 
 

■コマンドの実行と、コマンド行の基本書式 
どの OS でもそれを操作するためのコマンドを備えている。例えば、date コマンドはシステムに日付と時

刻を表示させる。こうした命令を入力する行のことを「コマンド行」という。 
UNIX では、［Return（Enter）］をコマンド行の終わりと解釈し、入力されたコマンドの実行を行う。 

                                                   
4 動作しないならまだよいのだが、文法的に正しければ動作するので予想外の動きをする場合もある 
5 エラーがあったときのみ（簡素な）メッセージが出る。ただし、メッセージが出なくてもシステムとして異常がないだ

けで、目的の操作が完了しているとは限らない。 



OS 基礎演習～No.2 

4 

コマンド行は、次の３つのフィールドから構成されている。各フィールドは「半角１文字以上のスペース」

で区切られる。多くのコマンドでは、角カッコ（[  ]）で囲まれているフィールドは省略可能である 
コマンド行の一般的な形式は、次に示すとおり。 

% コマンド [-オプション ] [ 引数 ] 

· コマンド名 
UNIX に対する命令。UNIX では、大文字・小文字は区別されるので注意する。 

· オプション 
コマンドに対する選択肢。コマンド行では、オプションの直前にハイフン（-）を付けるのが普通。 
ほとんどのオプションは１つの小文字で表され、１つのコマンド行にいくつ書いてもよい。 

· 引数 
コマンドで操作する対象を指定するもの。例えば、コピーの場合のファイル名など。 
 

■コマンドの中断 
コマンドの中断は「Ctrl + C」で行える。間違って「Ctrl + Z」を押さないように。 

 
Ｔｉｐｓ：終了したと思っていたけど・・・ 

作業を中断した場合、プロンプトが出てくると処理が終了したと思いがちだが、誤って「Ctrl + Z」を押

していることがあるので注意する。logout する前には、jobs と打ってみて何も表示されないこと確認したほ

うがよい。表示される場合は、fg コマンドでフォアグラウンドにして終了するか、kill コマンドで強制終了

する。 

 

■参考 
ジョブ 

ユーザがコマンドを入力して実行されたプログラムのことを「ジョブ」という。UNIX はマルチユーザ・マルチタスク

の OS なので複数のジョブが同時に実行できる。ジョブのコントロールには「ジョブ番号」が使用される。 
実行中に「Ctrl + Z」を押すと、そのジョブは一時中断され、プロンプトが表示されて別のコマンドが入力できるよう

になる。停止したジョブやバックグラウンドジョブ（裏で動くジョブ）は、jobs コマンドで確認できる。以下のような

表示が出る場合には、裏でジョブが停止している。 
 
kaede% jobs 

[1]  -  停止 (利用者要求による)  vi test.html 

[2]  +  停止 (利用者要求による)  vi test2.html 

 

[1] [2]の部分がジョブ番号を示す。ここでは２つの vi コマンドが停止していることがわかる。 
 
停止したプログラムを再び実行状態に戻すには fg コマンドを使用する。 
fg コマンドの書式は次のとおり。 
 
% fg %ジョブ番号 

 
上記で、２番目のジョブ（vi test2.html）をフォアグラウンドにするには、 
kaede% fg %2 

とすればよい。 
 
また、バックグラウンドで実行してしまっているものは、kill コマンドで強制終了する。 
kill コマンドの書式は次のとおり。 
 
% kill %ジョブ番号 

 


