
OS 基礎演習 補足資料 －ファイル転送プログラム（ftp）の使い方－ 
 
コマンドプロンプトから ftp を使う場合には、下記のような点に注意する。 

· ローカル側：送信元ファイルが置かれているディレクトリの下にいるか。送信元のファイルがあるか 
· リモート側：いま www ディレクトリの下にいるか 

を常に正確に確認しておくことが必要である。さらに、 
· ローカル側(PC)：ファイル名の大文字・小文字の区別はない 
· リモート側(UNIX)：ファイル名の大文字・小文字の区別がある 

という点にも注意をはらうこと。 
 
■準備（コマンドプロンプトの起動） 
「スタート」→「プログラム」→「アクセサリー」→「コマンドプロンプト」にて起動する。 

 

■ftp の起動とWeb サーバへの接続とファイルの確認 

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 斜体（赤字）がユーザ入力部 

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 太字（青字）がftp コマンド（■代表的な ftpコマンド参照） 

 

X:\> 

X:\>cd os-kiso  → Windows側のディレクトリを転送元ファイルのある場所へ移動しておく 

X:\os-kiso>ftp   → ftpを起動する［ftp］ これはWindows のコマンド 

ftp> open www.cs.reitaku-u.ac.jp → Webサーバへ接続［open］ 

  open コマンドを使わずに「F:\os-kiso> ftp www.cs.reitaku-u.ac.jp」でも可 

Connected to kaede.cs.reitaku-u.ac.jp. 

220 kaede FTP server (SunOS 5.8) ready. 

User (kaede.cs.reitaku-u.ac.jp:(none)): foo → ログイン名 

331 Password required for foo. 

Password: ??????     → パスワード（画面には出ない） 

230 User foo logged in. 

ftp> cd www   → リモート側のディレクトリを wwwに変更［cd］ 

250 CWD command successful. 

ftp> pwd    → リモート側のカレントディレクトリを確認［pwd］） 

257 "/home/foo/www" is current directory. 

ftp> ls    → リモート側のファイル一覧を表示［ls］ 

200 PORT command successful.   （必要なファイルを上書きしてしまわないために確認） 

150 ASCII data connection for /bin/ls (157.17.42.1,5001) (0 bytes). 

OLD 

SAMPLE 

index.html 

reitaku.jpg 

rensyu.html 

226 ASCII Transfer complete. 

ftp: 51 bytes received in 0.00Seconds 51000.00Kbytes/sec. 

ftp> 

ftp> lcd X:\os-kiso  → ローカル側のディレクトリを転送元ファイルの 

Local directory now X:\os-kiso.   あるディレクトリに変更［lcd］ 

ftp> !dir    → ローカル側のファイル一覧を表示［!dir］ 

 ドライブ F のボリューム ラベルは home です 

 ボリューム シリアル番号は 5DFE-022A です 

 

 X:\os-kiso のディレクトリ 

 

2004/12/14  21:51    <DIR>          . 

2004/12/14  21:50    <DIR>          .. 

2004/12/14  21:14            31,042 image2.jpg 

2004/12/13  21:51            21,908 image1.jpg 

2004/12/13  21:52             9,941 image3.gif 

2004/12/14  21:19               321 index2.sj.html 

               4 個のファイル              63,212 バイト 

               2 個のディレクトリ  303,583,723,520 バイトの空き領域 

ftp> 



■バイナリーファイル（画像ファイルなど）を転送する場合 

ftp> binary   → バイナリー転送モードに切り替え［binary］ 

200 Type set to I.     （バイナリーファイルの転送時） 

ftp> put image1.jpg  → 「put 転送元ファイル名」にてアップロード［put］ 

200 PORT command successful.   （この場合、転送先に同じ名前で転送される） 

150 Binary data connection for image1.jpg (157.17.42.1,5002). 

226 Transfer complete. 

ftp: 21908 bytes sent in 0.02Seconds 1369.25Kbytes/sec. 

ftp> put image2.jpg hoge.jpg → 「put 転送元ファイル名 転送先ファイル名」［put］ 

200 PORT command successful.   （このようにして、転送先ファイル名を変えることも可） 

150 Binary data connection for hoge.jpg (157.17.42.1,5003). 

226 Transfer complete. 

ftp: 31042 bytes sent in 0.02Seconds 1940.13Kbytes/sec. 

ftp> 

 

■テキストファイル（html ファイルなど）を転送する場合 

ftp> ascii   → アスキー転送モードに切り替え［ascii］ 

200 Type set to A.     （テキストファイルの転送時） 

ftp> put index2.sj.html  → 「put 転送元ファイル名」にてアップロード［put］ 

200 PORT command successful. 

150 ASCII data connection for index2.sj.html (157.17.42.1,5004). 

226 Transfer complete. 

ftp: 321 bytes sent in 0.00Seconds 321000.00Kbytes/sec. 

ftp> 

 

■ftp の終了 

ftp> close   → リモートホストとの接続を切る［close］ 

221 Goodbye. 

ftp> quit    → ftpコマンドの終了［quit］ 

X:\os-kiso> exit   → コマンドプロンプトの終了［exit］ これは Windowsのコマンド 

 

■代表的な ftp コマンド 
pwd リモート側の現在のディレクトリ位置を知る。 

'/home/foo/www'のようなパス名が返ってくる。 
ascii 転送モードをアスキーモード(テキストモード)に切り替える。このコマンドを実行すると、

それ以後の転送はアスキーモードになる。 html ファイルなどのテキスト・ファイルの転送

を開始する前にこのコマンドを 1 回実行して転送モードを切り替えておかねばならない。  
binary 転送モードをバイナリモードに切り替える。このコマンドを実行すると、それ以後の転送は

バイナリモードになる。 gif ファイル(画像ファイル)などのバイナリ・ファイルの転送を開

始する前にこのコマンドを 1 回実行して転送モードを切り替えておかねばならない。  
put file1 file2 ローカル側（Windows 側）のファイル file1 をリモート側（ホスト www）へ file2 という

名称で転送する。アップロード。 
get file1 file2 リモート側（ホスト www）のファイル file1 をローカル側（Windows 側）へ file2 という

名称で転送する。ダウンロード。 
cd dirname リモート側のディレクトリ dirname に移る。例えば、  

  cd  www 
とすれば、リモート側の www ディレクトリの下に移る。  

lcd dirname ローカル側のディレクトリ dirname に移る。例えば、  
  lcd  f:¥foo¥www 

とすれば、ローカル側(Windows 側)の、F ドライブの、foo ディレクトリの下の、 
www ディレクトリの下に移る。  

!dir ローカル側のファイル・リストをとる。 Windows 側で、どのようなファイルがあるか確認

するとき利用する。またいまどのディレクトリにいるかを確認するためにも利用する。  
ls リモート側のファイル・リストをとる。 

リモート側でどのようなファイルがあるか確認するとき利用する 
open サーバ名 ftp のセッションを開始する 
close ftp のセッションを終了する 

 


