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UNIX 入門 2 
■コマンド利用の練習（「実習ノート 3」解説編） 

 

１．日付コマンドの実行 

 date コマンドを使い、画面に表示される結果を下記に書きなさい。 

 
２．who コマンド、whoami コマンドの実行 

 who コマンドは、現在、システムを使っているユーザのログイン名、端末名、ログイン時刻を表示するコマンドである。

who を使うと、特定の人が現在システムを利用しているかどうかを調べられる。「who am i」とタイプすると、自分につ

いての情報が表示される。 

 

①自分がログインした時刻と端末名を調べ、以下に記述しなさい。 

 
 

②シェル（telnet）が１つのときと複数開いたときで、自分のログイン名がどうなるか調べなさい。 

ヒント： 「% who | sort」とうつと、表示結果を ABC 順に並び替えることができる。 

     「% who | more」とうつと、結果を１ページごとに区切って表示できる。スペースでページ送り。Enter で行送り。 

     「% who | sort | more」とうつと、並び替えたものをさらに１ページごとに区切って表示できる。 

 

③自分に関する情報を表示してみなさい。 

コマンド： % who 

 

解説： 

telnet の画面は一画面しか開けないわけではない。複数の telnet 画面を開いて効率のよい作業ができる。 

例えば、smaki さんが telnet を２画面開いてログインすると、smaki は２人いることが確認できる。UNIX はマルチユー

ザシステム（複数人が同時利用できるシステム）なので同じ ID（ログイン名）での同時利用が可能なわけである。 

who コマンドの出力は、ログイン順になるので、他のユーザにまぎれて smaki が２つログインしていることが確認し

づらい。この場合、more や sort を一緒に使うと、表示を確認しやすくなる。 

 

| （パイプという）を使うと、本来画面に出る出力結果を次のプログラム（コマンド）に渡すことができる。 

「% who | more」は、「who の結果を出し、それを more という一画面ごとに区切って表示するコマンドを通して出力せ

よ」の意味になる。結果が一画面におさまらないときに使うとよい。 

「% who | sort | more」は、「who の結果を出し、それを sort という文字を並び替えるコマンドを通し、さらに more を通

して出力せよ」の意味になる。 

ログイン名 ログイン時刻 端末名、157.17.XX.YYY のような番号

（IP アドレスという）が出る場合もある 
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このようにすると、ID 順に並び替えることができるので、目的の ID を探しやすいだろう。 

 

④who コマンドで自分の情報を出力した場合と、whoami コマンドを使った場合の違いについて記述しなさい。 

 

解説： 

who コマンドにオプションをつけた場合（% who am i）では、who と同じようにログイン時刻、端末名が表示されている。

whoami コマンドでは、ログイン名のみが表示されている。 

 

sort を使ったので、smaki が並んで表示されている 

more 表示で続きがあると、画面下にこのような表示が出る。 
「Enter」を押すと一行ずつ進む。「スペース」を押すと１ページずつ進む。 
中断は「Ctrl + C」 
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３．カレンダーの表示 

 cal コマンドは、指定された西暦年の 12ヶ月分のカレンダーを表示する。年号と月を指定した場合には、その月のカ

レンダーだけが表示される。年号や月は、コマンドの引数で与える。デフォルトは「今年の現在の月」である。引数に

年号だけを与えた場合には、その年の 12 ヶ月分のカレンダーを表示できる。 

（例） 2004 年 1 月のカレンダーを表示する  % cal 1 2004 

 

①自分の生年月日を含む月のカレンダーを表示するにはどのようにすればよいか。 

 
 

②来年のカレンダー全部を表示するにはどのようにすればよいか。 

 
 

2005 年のカレンダーを表示。 
ここでは more を使って一画面ごとに表示している。 

1980 年 5 月のカレンダーを表示 
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４．画面のクリア（clear コマンド） 

①１度画面を消去後、再度カレンダーを表示してみなさい。 

 

解説： 

clear コマンドを使うと、これまでの画面を消去できる。表示をクリアして目的のものを表示させる場合に便利。 

 

 

５．オンラインマニュアルの利用 

 man ユーティリティは、オンラインマニュアルの見たいページを表示する。あるコマンドに関する情報を見たい場合

には、「man」のあとにスペースを空けて、そのコマンドをタイプする。 

 

①カレンダーを表示するコマンドの使い方をマニュアルページで調べてみなさい。  

（参考） 

マニュアルページを表示した場合、標準で「１画面ごとに表示する」ようになっている。これは PAGER（ページャ）と呼

ばれるプログラムが実行されているからである。ページャには「more」や「less」などがある。 

本学では標準で more が動作している。less を中断するには、画面下の「:（コロン）」の部分で「q」を入力する。同様に、

「:（コロン）」の部分に「B」を入力すると前ページに戻る等の機能がある。more の場合には、「Ctrl+C」で中断できる。 

 

 
 

 
 

 
 

less の場合、最終ページの END の部分で「q」を押すと終了。 
Ctrl + C では終了できないので注意する。 

less の場合、: の部分で「Enter」を押すと一行ずつ進む、

「スペース」を押すと１ページ進む。 
「B」で前ページに戻れる。 

cal コマンドの使い方を man コマンドで調べる。 
ここでは、標準の more ではなく、less というページャを利用している。 
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６．コマンド履歴の表示 

 history コマンドを使うと、これまでに実行したコマンドの履歴リストを表示できる。過去にあるコマンドを利用したこと

があれば、簡単にそのコマンドを呼び出せるので、複数回実施する場合に便利である。 

 例えば、「% !!」とうつと直前のコマンドを再度実行できる。また「% !n（n は番号）」と打つと、% history で出力した履歴

の中の n 番目に実行したコマンドを再度実行できる。詳細はマニュアルで確認しよう（% man history）。 

皆の使っているシェルは「C シェル（csh）」というシェルである。csh 欄を調べればよい。 

 

①history コマンドを使い、最後に実施したコマンドは何か調べなさい。（人によって違うはず）。 

②まず、「% man cal」と実行する。直後に、「% !!」と実行したとき、どのようになるか記述しなさい。 

回答： !! を実行すると、直前に実行したコマンドが再度実行される。 

 
 

history の出力例。 
「% !!」を入力すると、この例では history コマンドが再度実行される。 
「% !161」を入力すると、この例では man cal が実行できる。 
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７．練習用ファイルの作成、cat コマンド、ファイルのコピー 

①下部の解説を読みながら、以下のコマンドを実行しなさい。 

% date > aaa 

 

解説： 

 これは「date コマンドを実行し、その結果を（画面ではなく）aaa という名前のファイルに書き込め」という意味である。

もし aaa というファイルがなければ自動的に作成され、すでに aaa があればその内容が書き換えられる。この機能（>）

はリダイレクションという機能であるが、詳細は別の機会に扱う。 

 

②ファイルの内容を表示する（cat コマンド）。以下を実行して、date の出力結果が aaa の中にあることを確認。 

% cat aaa 

 

解説： 

 catコマンドは、ファイルの内容を画面表示するコマンドである。この例では、①を実行することで、dateコマンドの出

力内容が、ファイル aaa に保存されているので、それが表示される。 

 

③ファイルのコピー（cp コマンド）。以下のコマンドを実行し、ファイル aaa を、ファイル aaa1 にコピーする。 

% cp aaa aaa1   

 

解説： 

ファイルをコピーするには cp コマンドを使う。書式は以下のとおりである。コピー先ファイルが存在しなければ新規

作成される。通常、コピー先ファイルが存在しても確認せずに上書きされる（書き換えられる）が、本学の設定の場合、

コピー先ファイルが存在すると「上書きしてよいかどうか」の確認メッセージが出る。 

 

書式： % cp コピー元ファイル名 コピー先ファイル名 

 

④ファイルの内容の内容を確認する。 

 
 

⑤同様に、来年のカレンダーの出力結果をファイル bbb に書き込むにはどうすればよいか。 

コマンド： % cal 2005 > bbb 

 

⑥ファイル bbb の内容を確認するためにはどうすればよいか。 

コマンド： % cat bbb 

 

⑦ファイル aaa を、ファイル aaa2 にコピーしなさい。 

コマンド： % cp aaa aaa2 

一度、「%cp aaa aaa1」を実行した時点でファイル aaa1 は作成され

ている。このため２度目に実行したとき、aaa1 を上書きしてよいか？

の確認メッセージが出ている。 
上書きしてよいなら「y」を押す。上書きしない場合は「n」を押す。 

ファイル aaa1 の内容は、ファイル aaa と同じになっている 
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８．ファイルの一覧表示、ファイルの削除 

①存在するファイル名を一覧表示する（ls コマンド） 

 ls コマンドを使うとファイルの一覧を表示することができる。現時点では、ファイル一覧の中に目的とするファイル名

があるのを確認できればよい。 

 

例題： 

% ls というコマンドを実行し、ファイル aaa、aaa1、aaa2、bbb があることを確認しなさい。 

下記の事例ではその他のファイルなどが表示されているが、これについては今は気にしなくてよい。 

 
 

②ファイルを削除する（rm コマンド） 

ファイルを削除するには、rm コマンドを使う。rm コマンドの書式は次のとおりである。 

通常では、rm を実行するとメッセージを出さずにファイルを削除するが、本学の設定では、「削除してよいか」の確

認メッセージが出るように設定されている。 

 

書式： % rm 削除したいファイル名 

 

例題： 

% rm aaa2 を実行してファイル aaa2 を削除しなさい。実行後、ls コマンドにてファイル aaa2 が消えていることを確認し

なさい。 

 
 

 

９．オプションの理解 

①ファイルの詳しい情報を表示する 

例題： 以下を実行してみなさい。実行結果の見方については授業内で解説する。 

(1) % ls と入力してファイル一覧を表示する 
(2) % ls –l （エルエス スペース ハイフン エル）と入力してファイル一覧を表示する 
(3) % ls –a （エルエス スペース ハイフン エー）と入力してファイル一覧を表示する 
(4) % ls –la （エルエス スペース ハイフン エルエー）と入力してファイル一覧を表示する 

rm コマンドの実行。確認メッセージに対して、削除し

てよい場合には「y」を入力。「n」を入力すれば削除さ

れない。 

すでに aaa2 は削除されているので、aaa2 がない旨のメッセージが出ている。 


