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1章

Linux とは

Linux について説明するにあたり、それに必要な知識である基本

ソフトと応用ソフトの考え方を学習します。基本ソフトの用途、さら

にそれらの特徴と、基本ソフトの中でもさらに「カーネル」と「ユー

ザランド」の働きを学習します。

この章の内容

1.1 基本ソフトと応用ソフト

1.1.1OSの役割

1.1.2OSがあると便利なところ・不便なところ

1.2UNIX

1.2.1UNIX の誕生

1.2.2さまざまな分離・統合

1.2.3派生 UNIX

1.2.4Linux の誕生

1.3UNIX系OSの特徴

1.3.1カーネルとユーザランド

1.3.2UNIX を使う

1.3.3シェル

1.3.4ログイン

1.4ディストリビューション

1.4.1 ディストリビューションの誕生

1.4.2パッケージ

1.5章末テスト



1 章　Linux とは

1.1 基本ソフトと応用ソフト

動作しているコンピュータには、大きく分けて 2つの部分があります。ハードウエアとソフトウエアです。ハー

ドウエアとは、コンピュータの機械そのもののことを指します。ソフトウエアとは、ハードウエアで動作してい

るプログラムを指します。ちょうど、ゲーム機本体（＝ハードウエア）とゲームのソフト（＝ソフトウエア）の関

係と同じです。

ソフトウエアにも大きく分けて 2種類あります。基本ソフトウエアと応用ソフトウエアです。基本ソフトウエア

のことを Operating System(OS)といい、応用ソフトウエアのことをアプリケーションソフトウエアともいい

ます。応用ソフトウエアは基本ソフトウエアの上で動作します。

1.1.1      OS      の役割  

基本ソフトは、極端な言い方をすれば「それ単体では何もしません」。非常に基本的な機能のみを提供して

います。例えば、利用しているウインドウ方式の応用ソフトウエアには、メニューがあったり、警告のためにダ

イアログが出たり、確認のためのボタンがあったりします。これらの機能を、各応用ソフトウエアが用意して

いたのでは、応用ソフトウエアの作成が大変になってしまいます。応用ソフトウエアが共通して利用できる

機能を提供するというのが、基本ソフトの大きな役割の 1 つです。

それ以外にも「資源を管理する」という機能があります。この場合の”資源”とは、コンピュータが提供でき

る機能・能力を示しています。例えば、ワープロや表計算のソフトを同時に動かすことができます。本来、コ

ンピュータは同時に 1 つの処理しかできません。にもかかわらず同時に動作させることができるのは、各ソ

フトウエアを非常に短いタイミングで切り替えているからです。これは OSが司っている機能で、ハードウエ

アという”資源”を管理していると言えます。

1.1.2      OS      があると便利なところ・不便なところ  

OSは、さまざまな機能を提供し、ハードウエアの差異を吸収してくれるので、非常に便利です。しかし、OS

自身ハードウエアの”資源”を消費するので、全てにおいて有効であるとは限りません。

例えば街中にある自動販売機ですが、機能がある程度限られているので、OSに相当する機能はありませ

ん。OS自身がトラブルを起こす危険性も避けられないので、できるだけ単純な設計にしてあります。

また、一昔前の携帯電話は OSが入っていませんでした。しかし昨今の携帯電話は、通話以外にメールや

携帯サイトへのアクセス、モバイルアプリの実行など非常に多機能になりました。その結果、OSの導入が

適切であると判断され、昨今の携帯電話はほとんど OSが導入されています。
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1.2 UNIX

1.2.1      UNIX      の誕生  

UNIX は、通信会社 AT&T のベル研究所で誕生しました。当時ベル研究所では、先行研究として

MULTICSという OSが開発されていました。研究者である Ken Thompson氏が研究所の脇に、使わ

れていないコンピュータを発見し、自分で考えた機構を試験運用するために、そのコンピュータに小さな

OSを搭載しました。それが UNIX の誕生といわれています。

MULTICSはあまりにも多機能・高機能を目指していたため、研究開発が頓挫しました。Ken Thompson

氏は、自分が作ったその小さな OSに、MULTICSの機能を取り入れ UNIX の原型となる OSができあ

がっていきました。

実際、UNIX は非常にコンパクトで小回りも利き、様々な実験プロジェクトにも用いられるようになりまし

た。AT&Tで文書校正のソフトウエアが必要になった際に、文書構成ソフトを動かすための OSとして、用

いられた経緯もあります。

また、当時 AT&Tは UNIX を商品として考えていなかったので、送料・メディア代等の経費を支払うだけ

で、自由に利用を許可していました。また、ソースコードといわれる、UNIX の設計に関する基本部分を、そ

のまま配布していたので、手に入れたユーザは独自に研究・開発・変更等を行うことができました。

1.2.2      さまざまな分離・統合  

配布された UNIX は、各自自由に改造が施されるようになってきました。すると、亜種の UNIX が作成さ

れ、まとまりがなくなってきました。そこで AT&Tが正式にライセンス契約を始め、UNIX を管理するように

なりました。以降、AT&T(及び UNIX のライセンス管理団体)と契約を結んだ組織のみが、自社の出した

OSを UNIX と宣言できるようになりました。

もちろん契約を結んでいない組織もあります。それらの組織が出した UNIX OSは、UNIX の形式をとっ

ていても正式な UNIX ではありません。それらを「UNIX系OS」とか「UNIX互換 OS」と呼びます。

ですので、一言に UNIX といっても正式にライセンス契約を結び、法律的に正しい UNIX もあれ

ば、UNIX と同じ形式をとっている互換 OSも存在します。

1.2.3      派生      UNIX  

そのように、互換 OSも含めて非常に多くの UNIX が広まっていきました。その派生した中で、大きな影響

を及ぼしたのがバークレー版UNIX です。

バークレー版UNIX は、UNIX の開発者である Ken Thompson氏がカリフォルニア大学バークレー校

にいたときに作成した、派生 OSです。設計を大きく変更した箇所もあります。また機能更新で、当時アメリ

カ軍内部の通信方式として採用された、IP(インターネットプロトコル)の実装も行われました。UNIX がイ

ンターネットに強い、というのはこの経緯があったからです。

以降、AT&Tの UNIX を System V系UNIX、BSD系UNIX を BSD UNIX と呼ぶようになり、長い間

分かれていました。
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1.2.4      Linux      の誕生  

UNIX の多くは、高いライセンス使用料のもと、企業や大学等で利用することが続いていました。自宅で、

しかもパソコンで利用できることが、多くのユーザの間で夢でした。実際パソコンで動作する UNIX を開発

する人が現れました。

「僕は今、UNIX互換の OS を作っている」という記事が、1991 年にネット上に流れました。投稿者は

Linus Torvalds という、フィンランドの大学生で、コンピュータの機能の学習からそのようなプログラムを

書き始めていたようです。そのプログラムはネットワーク上で公開されました。

プログラムの原型は非常に原始的なもので、コンピュータに詳しい人間のみが動かすことが可能でした。

設計の基本は UNIX とそっくりでしたが、System Vの流れも BSDの流れも持たない独自の UNIX互

換 OSでした。そのあと、必要なツール等を組み合わせ、UNIX互換の OSとして立派に動作するようにな

りました。これが Linux の誕生です。

Linux のプログラムにおいて、一番特徴的なところは、そのライセンス形式でした。Linux のプログラムに

は、GPL(GNU General Public License: GNU 一般公衆利用許諾)というライセンス形式が採用され

ていました。GPL はGNU というプロジェクトが提案した、ソフトウエアのライセンス形式で、次の内容が含

まれていることが特徴です。

●利用・再配布の自由

●改変の自由

●改変内容の公開の保証（改変はしていい、しかし、改変した内容は必ず公開すること！）

したがって、いろいろなユーザが入手し無償で、かつ、自由に利用可能でした。さらに改変も許されていた

ので、改良することもできます。ただライセンス上、改変したとき（要求があったら）必ずその内容を公開しな

くてはいけない、という条件がありました。それにより、一部の個人・組織が改良結果を隠し持たず、全利用

者がその恩恵を被って発展していく、というスタイルが出来上がりました。
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1.3 UNIX 系 OS の特徴

1.3.1      カーネルとユーザランド  

ソフトウエアは、基本ソフトウエアと応用ソフトウエアの 2つに分かれると説明しました。基本ソフトウエア

は、さらに 2つの領域に分かれます。それらを「カーネル」と「ユーザランド」といいます。それぞれには、以

下の特徴があります。

●カーネル

ハードウエアを管理します。どんなプログラムもカーネルを介さずにハードウエアを直接操作することは

できません。コンピュータによって、ハードウエアに様々な差異が生じます。しかし、カーネルが機能して、

ユーザランドで動作するプログラム、そしてそのプログラムを利用するユーザに対し、その差異を伝えな

いようにします。OSの機能”資源を管理する”のは、このカーネルのことを指しています。

●ユーザランド

応用ソフトウエアが動作します。カーネルが提供してくれている環境のもと、プログラムを動作させてい

ます。カーネルがハードウエアを管理しているので、ハードウエアの直接操作はできません。

Linux の開発者 Linus氏が、最初に宣言したのは「カーネルを開発中である」ということでした。そしてそ

のカーネルを公開し、世界中の人がユーザランドのプログラムを提供し、今日の Linux があると言えます。

Linux という言葉が含む意味には複数あります。その 1 つとして、Linux は厳密にはカーネル部分を指し

ます。これは、Linux という言葉の狭義の意味です。

1.3.2      UNIX      を使う  

UNIX系OSは、基本的にコマンドで操作します。コマンドはユーザランドで動作します。

X Window System(後述)というGUI 環境も存在し、マウス入力（クリックなど）を基本とした操作も可能

になっています。
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1.3.3      シェル  

前項で、UNIX系OSはコマンドで操作する、と説明しました。コマンドは文字通り「命令」で、様々な用途の

コマンドがあります。

UNIX には対話型のコマンド入力環境が用意されており、それをシェルといいます。シェルは入力された

コマンドを理解し、それを実行します。

シェル自体には大きく 2つの機能があります。1 つは、前述の通りコマンド入力を受け付けることです。もう

1 つは、シェルスクリプトの実行にあります。シェルスクリプトについては後の章で説明しますが、ここで簡

単に説明するならば「コマンドの手入力は、自動実行させることができる。」ということです。その自動実行

の環境を提供することが、シェルの機能でもあります。

1.3.4      ログイン  

UNIX系OSでは、利用開始時にログイン名とパスワードを入力します。これを「ログインする」といいま

す。ログインするのは、そのコンピュータの利用許可を得るためです。パスワードはログイン名の保障に利

用され、ちょうどログイン名を銀行の口座番号としたとき、パスワードは口座の暗証番号に相当します。

ログイン名とパスワードの組み合わせをアカウントといい、アカウントが存在しないコンピュータの利用許

可は得られません。
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1.4 ディストリビューション

1.4.1      ディストリビューションの誕生  

前述の通り、Linux はカーネル部分のことを指していました。またGNU が提供してくれたツール等で、コマ

ンドをはじめとする、必要な様々なプログラムが提供され、UNIX として機能するようになってきました。

しかし、Linux を動作するまでの作業、つまりインストール作業が非常に困難で、一部のコンピュータのス

キルが高いユーザしか使うことができませんでした。そこで、必要なプログラムをまとめ、簡単なインストー

ラを作成し、スキルが高くないユーザでも手軽にインストールできるようにしました。これがディストリビュー

ションといいます。

ディストリビューションを提供している組織には、様々な方針があります。動作確認を徹底的に行い、多少

古くてもトラブルが少ない安定したプログラム群を提供しようとする組織があります。また、できるだけ最新

のプログラム群を提供しようとする組織もあります。また、既存のディストリビューションを一部変更し、独自

のパッケージを追加するなどし、独自のディストリビューションとうたう組織もいます。

ディストリビューションの一例：　Red Hat Enterprize Linux、Debian GNU/Linux

1.4.2      パッケージ  

ディストリビューションを語る上で、必要な仕組みとしてパッケージがあります。

前述の通り、Linux を使い始めるにあたり様々なプログラムをインストールする必要があります。パッケージ

なしでは、インストールの方法が難しいことの他に、次のような問題があります。

●複雑なプログラムは、複数の依存するプログラムが必要にです。依存するプログラムが、さらに別

のプログラムを依存しているとなると、それらを正しく場所に正しい順序でインストールしなくては

なりません。

●開発が盛んなプログラムは、常に更新があります。新しいプログラムをインストールするときは、現

在稼働している古いプログラムをきれいに削除して、インストールします。インストールする作業も

さることながら、削除する作業も非常に困難です。

パッケージは、これらの困難な課題を解決するために用いられます。パッケージは、インストールされたファ

イルの管理や、そのプログラムのバージョンを管理します。また、プログラムの依存性も管理するので、パッ

ケージをインストールしようとすると、自動的にそのパッケージが依存しているパッケージもインストールし

ます。

パッケージの管理に大きく貢献したディストリビューションとして、 RedHat という企業がありま

す。RedHat は自社ディストリビューションのため、RPM(RedHat Packaging Manager)という仕組みを

開発しました。現在では、パッケージ管理にこの PRMを用いるのが一般的になっています。一部のディス

トリビューションでは、DEB形式のパッケージ管理を利用していることもあります。比率で言えば、 RPMが

90%以上と言えるでしょう。

このパッケージ込みのディストリビューションを含めて、インストールされ稼働している状態のこと

を、Linux と呼ぶことがあります。これは、Linux の広義の意味になります。
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1.5 章末テスト

1. 普段使っているパソコンの、応用ソフトウエアを 3種類あげてみましょう。

2. UNIX系の OSに存在する、2つの階層をあげてみましょう。

3. パッケージを導入する利点を 3つあげてみましょう。
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2章

基本的なコマンド

UNIX の操作の基本は、コマンドを入力して操作する方法です。こ

の章では、ファイルとディレクトリの基本的な考え方に始まり、ファイ

ルに関するコマンドや、UNIX を利用する上で必要な、基本的なコ

マンドを学習します。

この章の内容

2.1 ファイル操作

2.1.1 ファイルとディレクトリ

2.1.2ファイルやディレクトリの参照（ls）

2.1.3ファイルのコピー(cp)

2.1.4ファイルの移動(mv)

2.1.5 ファイルの削除(rm)

2.2ディレクトリの操作（pwd,cd,mkdir,rmdir）

2.2.1現在のディレクトリの表示(pwd)

2.2.2ディレクトリの変更(cd)

2.2.3ディレクトリの作成(mkdir)

2.2.4ディレクトリの削除(rmdir)

2.2.5 特別なディレクトリ

2.2.6絶対(パス)指定と相対(パス)指定

2.3ファイルの中身を表示

2.3.1 ファイルの中身を表示(cat)

2.3.2ページャを使った表示

2.4マニュアルの使い方

2.4.1 セクション

2.5演習

2.6章末テスト
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2.1 ファイル操作

2.1.1      ファイルとディレクトリ  

コンピュータの基本的な作業は、情報（＝データ）を処理することにあります。データをコンピュータ上に保

存しておく方法として、ファイルという形式が用いられます。文章を作成したら文書ファイルを保存します

し、デジカメで写真を撮り、画像ファイルをパソコンに保存しておく、といった具合です。

ファイルの数が増えると、内容や用途といった目的別に分ける必要が出てきます。このときに必要なもの

が、ディレクトリという考え方です。ディレクトリは、複数のファイルをまとめておくことができます。また、ディ

レクトリの中にディレクトリを作成することも可能です。

2.1.2      ファイルやディレクトリの参照（  ls  ）  

ファイルを操作する上で、一番最初に必要になるコマンドは、その一覧を取得するコマンドです。 ls(LiSt)

が、そのコマンドにあたります。ls コマンドでは、ファイル名やディレクトリ名を指定して情報を取得すること

ができます。ディレクトリ名を指定した場合、そのディレクトリの中にあるファイルやディレクトリ名の一覧を

取得することができます。

書式

ls [オプション] [ファイル]
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図 2-1:ファイルがたくさんあるときと、ディレクトリでまとめた場合の図



2.1　ファイル操作

オプション

-a

.で始まる隠しファイル等もすべて(All)表示します。

-l

長(Long)形式で出力します。

-t

最終修正時間(Time)によって、並び替えをして出力します。

-r

逆順(Reverse)に並び替えをします。

実習: ls コマンドの実行

$ ls ↵
Desktop Desktopというディレクトリがあることがわかります。

実習: 様々なディレクトリのファイル一覧を取得

$ ls Desktop ↵
$ ファイルが何もない場合には、何も表示されません。

$ ls / ↵
bin   dev  home  lost+found  misc  net  proc  sbin     srv  tmp  var

boot  etc  lib   media       mnt   opt  root  selinux  sys  usr これらの

ディレクトリがあることがわかります。

$ ls /etc ↵
a2ps.cfg               httpd           profile

a2ps-site.cfg          idmapd.conf     profile.d

: : :

: : :

: : :

■ 書式とは

書式とは、そのコマンドが用いられる形式を示しています。コマンド実行に必要な要素を、どのように列挙す

るかを示します。

■ オプションとは

コマンドはオプションをつけることで、その動作を変えることができます。
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実習: 様々なディレクトリのファイル一覧を取得

$ ls -l ↵
drwxr-xr-x 2 okada okada 4096 Mar 16 07:46 Desktop Desktopというディレク

トリが存在することがわかります。情報が長形式で出力されます。

Desktop というディレクトリについて、詳細の情報が出てきました。これは、-l をつけたからです。このような-

l のことを、オプションといいます。ls は、ファイルやディレクトリの一覧を表示するコマンドです。そのコマン

ドに対し、オプションをつけることで、さまざまな追加機能を指示することができます。

■ ドットファイルの表示

例えば、長形式で隠しファイルも含めて表示するときは、次のように入力します。

実習：-la オプションを付けての実行

$ ls -la ↵
drwx------ 14 okada okada 4096 Mar 21 03:08 .

drwxr-xr-x  3 root  root  4096 Mar 14 23:40 ..

-rw-------  1 okada okada 1562 Mar 21 03:10 .bash_history

-rw-r--r--  1 okada okada   24 Jan  6  2007 .bash_logout

-rw-r--r--  1 okada okada  176 Jan  6  2007 .bash_profile

-rw-r--r--  1 okada okada  124 Jan  6  2007 .bashrc

:

: 中略

:

-rw-r--r--  1 okada okada 3481 Mar 20 07:05 .xsession-errors

ls -l のときとは違い、より多くの情報が現れました。特に.（ドット）で始まるファイルが見られます。UNIX

に.で始まるファイルは隠しファイルである、という取り決めがあります。そして、隠しファイルは-a オプ

ションをつけたときにしか表示されません。よって上記のような出力になりました。

■ オプションの同時指定と順序

オプションは、まとめてもまとめなくても同じ結果になります。さらに、順不同なので入れ替えても同じになり

ます。したがって、先ほどの-la の場合は、次のどれを入力しても同じ結果になります。

実行例:

$ ls -la ↵
$ ls -al ↵
$ ls -l -a ↵
$ ls -a -l ↵

オプションの順序は、ls の場合順不同ですし、他のコマンドでも同じように順不同で指定できるものも
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あります。コマンドによっては、順序と文法が細かく決まっている場合がありますので、それはマニュアル

を参考にする必要があります。

オプションを指定するとき-(ハイフン)をつけました。オプションのハイフン指定は、ls のように必要として

いるコマンドと、必要としないコマンドにわかれています。これもマニュアルを参考にする必要がありま

す。

実習:-l オプションを付けての ls コマンド実行

$ ls -l /etc/ ↵
:

:

drwxr-xr-x  4 root root    4096 Mar 14 22:31 xdg

drwxr-xr-x  2 root root    4096 Mar 14 22:39 xinetd.d

drwxr-xr-x  2 root root    4096 Mar 14 22:35 xml

-rw-r--r--  1 root root     585 Nov 10 23:30 yp.conf

drwxr-xr-x  3 root root    4096 Mar 14 22:51 yum

-rw-r--r--  1 root root     286 Nov 11 02:14 yum.conf

drwxr-xr-x  2 root root    4096 Nov 11 02:14 yum.repos.d

/etc ディレクトリの中のファイルとディレクトリの一覧を確認できました。

実習:-lt オプションを付けての ls コマンド実行

$ ls -lt /etc/ ↵
total 3408

-rw-r--r--  1 root root     358 Mar 16 07:46 mtab

-rw-r--r--  1 root root    3204 Mar 16 07:20 smartd.conf

-rw-r-----  1 root smmsp  12288 Mar 16 07:19 aliases.db

-rw-r--r--  1 root root     135 Mar 16 07:19 printcap

drwxr-xr-x  2 root root    4096 Mar 16 07:19 blkid

-rw-r--r--  1 root root     435 Mar 16 07:19 reader.conf

-rw-r--r--  1 root root      79 Mar 16 07:19 resolv.conf

-rw-r--r--  1 root root      46 Mar 15 12:10 adjtime

:

:

ファイルの更新時間の順に並んでいるのがわかります。

2.1.3      ファイル  の  コピー  (cp)  

ファイルを扱う上で、複製を作成するなど、コピーが必要になることがあります。それを行うのが cp(CoPy)

コマンドです。cp コマンドでファイルを複製し、新しくできた複製ファイルのファイル名を指定することがで

きます。cp コマンドは、次のような処理を行います。

 2-15 



2 章　基本的なコマンド

書式

cp src-file dst-file

src-file がファイル名で、dst-file が存在しないファイル名の場合、src-file のコピーとして dst-file

が作成されます。

src-file がファイル名で、dst-file がディレクトリ名の場合、dst-file の下にファイル src-file のコ

ピーが出来上がります。

src-file がファイル名で、dst-file が存在するファイル名の場合、ファイル dst-file はファイル src-

file で上書きされます。

オプション

-i

処理を行うときに確認をします。ファイルを上書きコピーするときなど、-i オプションをつけていると、

コンピュータが確認のための問い合わせをしてきます。誤って上書きコピーする防止に役立ちます。

-f

強制的に処理を実行します。-f オプションがついていると、確認のための問い合わせも無視して、強

制的にコピーを続けます。

-R

ディレクトリをコピーします。cp は、基本的にファイルをコピーする機能のみです。ディレクトリの中に

ある全てのファイル・ディレクトリに対してコピーを行うためのオプションが、この R です。

-p

もとファイルの情報を保存します。ファイルにはユーザ名・属性・更新日時など、ファイルに関するさ

まざまな情報があります。cp コマンドでコピーをすると、新しいファイルはそれらが全て新しい内容

になってコピーされます。新しい内容を作成せず、古い情報を保持したままコピーを作成したい場

合、この-p オプションを利用します。

■ ディレクトリのコピー

cp コマンドを使ってディレクトリをコピーするには、後述の-R オプションが必要になります。

実習:cp コマンドの実行

cp コマンドを使って、実際にファイルをコピーしてみましょう。

$ cp /etc/hosts . ↵ (.は今いるディレクトリ、という意味です。詳細は後述)

$ ls -l ↵
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-rw-rw-r-- 1 okada okada    187 Mar 16 07:54 hosts (hostsというファイルがコ

ピーされました)

drwxr-xr-x 2 okada okada 4096 Mar 16 07:46 Desktop

$ cp hosts hosts.bak ↵
$ ls -l ↵
-rw-rw-r-- 1 okada okada    187 Mar 16 07:54 hosts

-rw-rw-r-- 1 okada okada    187 Mar 16 08:59 hosts.bak (hosts.bakというファ

イルが作成されました)

drwxr-xr-x 2 okada okada 4096 Mar 16 07:46 Desktop

$ cp -p hosts hosts.new ↵
$ ls -l ↵
-rw-rw-r-- 1 okada okada  187 Mar 16 07:54 hosts

-rw-rw-r-- 1 okada okada  187 Mar 16 08:59 hosts.bak

-rw-rw-r-- 1 okada okada  187 Mar 16 07:54 hosts.new (hosts の更新日時がそ

のまま引き継がれています)

drwxr-xr-x 2 okada okada 4096 Mar 16 07:46 Desktop

2.1.4      ファイル  の  移動  (mv)  

ファイルを移動(MoVe)するときに利用するコマンドが、mvコマンドです。また、mvコマンドを使ってファイ

ル名の変更も行えます。

書式

mv 移動元ファイル 移動先ファイル

オプション

-i

処理を行うときに確認をします。ファイルを上書きコピーするときなど、-i オプションをつけていると、

コンピュータが確認のための問い合わせをしてきます。誤って上書きコピーする防止に役立ちます。

-f

強制的に処理を実行します。一部の処理では、mvコマンドが確認の問い合わせをします。その確

認を無視し、強制的に処理を実行するためのオプションが-f です。

この mvコマンドを実行することにより、”移動元ファイル”を”移動先ディレクトリ”に移動することができま

す。次の場合を考えてみましょう。

$ mv src-file dst-file ↵
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■ ファイルを別のディレクトリに移動

src-file がファイル名で、dst-file が存在するディレクトリの場合、ファイル src-file がディレクトリ dst-file

の下に移動します。

■ ディレクトリを別のディレクトリに移動

src-file がディレクトリ名で、dst-file が存在するディレクトリの場合、ディレクトリ src-file はディレクトリ

dst-file の下に移動します。

■ ファイル名の変更

src-file がファイル名で、dst-file が存在しないファイル名の場合、ファイル src-file はファイル dst-file に

名前変更されます。

■ ディレクトリ名の変更

src-file がディレクトリ名で、dst-file が存在しないディレクトリ名の場合、ディレクトリ src-file はディレクト

リ dst-file に変更されます。

実習:mv コマンドの実行

$ ls -l ↵
drwxr-xr-x 2 okada okada 4096 Mar 16 07:46 Desktop

-rw-rw-r-- 1 okada okada  187 Mar 16 07:54 hosts

-rw-rw-r-- 1 okada okada  187 Mar 16 08:59 hosts.bak

-rw-rw-r-- 1 okada okada  187 Mar 16 07:54 hosts.new

$ mv hosts hosts.new2 ファイル hosts をファイル hosts.new2 にファイル名

を変更します。

$ ls -l  ↵
drwxr-xr-x 2 okada okada 4096 Mar 16 07:46 Desktop

-rw-rw-r-- 1 okada okada  187 Mar 16 08:59 hosts.bak

-rw-rw-r-- 1 okada okada  187 Mar 16 07:54 hosts.new

-rw-rw-r-- 1 okada okada  187 Mar 16 09:05 hosts.new2

$ ls -l /tmp/ ↵
total 32

drwx------ 3 okada okada 4096 Mar 16 07:46 gconfd-okada

drwx------ 2 root  root  4096 Mar 16 07:46 gconfd-root

:

:

ファイルHOSTS.NEWがないことを確認します。

$ mv hosts.new /tmp/ (ファイルhosts.newを/tmp/ディレクトリに移動します)

$ ls -l ↵
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total 4

drwxr-xr-x 2 okada okada 4096 Mar 16 07:46 Desktop

-rw-rw-r-- 1 okada okada  187 Mar 16 08:59 hosts.bak

-rw-rw-r-- 1 okada okada  187 Mar 16 09:05 hosts.new2 (ファイル hosts.new が

無くなっています)

$ ls -l /tmp/ ↵
total 32

drwx------ 3 okada okada 4096 Mar 16 07:46 gconfd-okada

drwx------ 2 root  root  4096 Mar 16 07:46 gconfd-root

-rw-rw-r-- 1 okada okada  187 Mar 16 09:10 hosts.new

:

:

ファイル hosts.newが/tmp/に移動したことがわかります。

2.1.5      ファイル  の  削除  (rm)  

作成したファイルを、削除する必要があるときに利用するコマンドが、rm(ReMove)コマンドです。rm コマ

ンドは、削除したいファイルを指定します。

書式

rm ファイル名
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オプション

-i

処理を行うときの確認です。対象ファイルを本当に削除してよいか、確認のための問い合わせをし

ます。誤って削除することを防ぐために利用されます。

-f

強制的に処理を実行します。ファイルによっては、削除に確認を求められる場合がありますが、 -f オ

プションはその確認を無視して、強制的に処理を継続します。

-r

ディレクトリを対象にします。ディレクトリの中の、ファイルやディレクトリも削除します。

実行例:

$rm file-delete ↵

file-delete というファイルを削除します。rm コマンドは、対象のファイル名を入力します。Linux を含む

UNIX系OSでは、一度削除したファイルを復活させることはできません。

また、rm コマンドは、(オプション無しでは)ディレクトリを削除することはできません。ディレクトリの削除は、

後述の、rmdir コマンドで説明します。rm コマンドのオプションは次のようになっています。

以上がファイルを操作する、基本的なコマンドです。

実習:rm コマンドの実行

rm コマンドを使って実際にファイルを消してみましょう。

$ ls -l ↵
total 3

drwxr-xr-x 2 okada okada 4096 Mar 16 07:46 Desktop

-rw-rw-r-- 1 okada okada  187 Mar 16 08:59 hosts.bak

-rw-rw-r-- 1 okada okada  187 Mar 16 09:05 hosts.new2

$ rm hosts.new2↵
$ ls -l ↵
total 2

drwxr-xr-x 2 okada okada 4096 Mar 16 07:46 Desktop

-rw-rw-r-- 1 okada okada  187 Mar 16 08:59 hosts.bak

ファイルを削除したことが確認できます。
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コラム: 共通オプションについて

cp と rm に同じようなオプションがあったことに気がつきましたでしょうか？いくつかあ

りますが、その 1 つに-r があります。cp のときはディレクトリ階層全部コピーすることを

示し、rm のときはディレクトリ階層の中をすべて削除します。

-r は recursive（再帰）からとられたオプションで、「ディレクトリの中のディレクトリの中

の・・・」という階層構造の中の中まで、を意味します。

ここでポイントですが、

■ オプションには意味があり、多くの場合英単語の頭文字がとられていることが多い。

従って、連想しながら覚えることができる。

■似たような働きをするオプションがあるので、できるだけ共通して覚えることに勤め

る。

■似たような働きをするオプションは、似たような種類のコマンドに共通してみられる。

（例：先ほどの cp と rm は”ファイルを扱う”という似たような種類のコマンド）
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2.2 ディレクトリの操作（pwd,cd,mkdir,rmdir）

次にディレクトリについて学習します。基本的なコマンドを 2つ(pwd,cd)を学習した後に、特別なディレクト

リを紹介します。

2.2.1      現在のディレクトリ  の  表示  (pwd)  

ディレクトリは、階層構造になっています。その階層の中で、現在どの位置にいるか表示するのが、この

pwd(Print Working Directory)です。次のように入力します。

書式

pwd

実行例

$ pwd ↵
/home/okada

現在、このユーザは/home/okada というディレクトリにいることがわかります。/とは、ディレクトリを示す記

号です。

2.2.2      ディレクトリ  の  変更  (cd)  

現在いるディレクトリを、変更することができます。それが cd(Change Directory)コマンドです。移動先の

デ ィ レ ク ト リ を 指 定 し ま す 。 デ ィ レ ク ト リ を 指 定 し な い と、ホームデ ィ レ ク ト リ (後述 )に移動 し ま

す。/home/okada ディレクトリ から、/usr ディレクトリに移りましょう。

書式

cd [ディレクトリ名]

実習: ディレクトリの移動

$ pwd ↵
/home/okada

$ cd /usr ↵
$ pwd ↵
/usr

ディレクトリの移動が成功しました。
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2.2.3      ディレクトリの作成  (mkdir)  

ディレクトリを作成するコマンドは、mkdir です。

書式

mkdir ディレクトリ名

オプション

-p

指定されたディレクトリの上位ディレクトリも作成する

ディレクトリ a の下にディレクトリ bを作り、さらにディレクトリ bの下にディレクトリ c を作りたいとき

次のように入力します。

実行例

$ mkdir dir1                       ↵ 　オプションをつけないmkdirの場合

$ mkdir dir1/dir2 ↵
$ mkdir dir1/dir2/dir3 ↵

mkdir コマンドを 3つに分けて実行しました。これは、ディレクトリを作るときはその上位層ができていな

いと作成できない、という制約があるからです。-p オプションを使うと次のように一度に実行できます。

実行例

$ mkdir -p dir1/dir2/dir3 ↵　　　　　　オプションをつけたmkdirの場合

実習: -p オプションで mkdir を実行

$ mkdir -p dir1/dir2/dir3 ↵ ディレクトリ dir1/dir2/dir3 が出来上がりま

した。

$ ls -l

drwxr-xr-x 2 okada okada 4096 Mar 16 07:46 Desktop

drwxr-xr-x 2 okada okada 4096 Mar 16 09:30 dir1

-rw-rw-r-- 1 okada okada  187 Mar 16 08:59 hosts.bak

-rw-rw-r-- 1 okada okada  187 Mar 16 09:05 hosts.new2

$ cd dir1

$ ls -l
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drwxr-xr-x 2 okada okada 4096 Mar 16 09:30 dir2

$ cd dir2

$ ls -l

drwxr-xr-x 2 okada okada 4096 Mar 16 09:30 dir3

2.2.4      ディレクトリの削除  (rmdir)  

ディレクトリを削除するコマンドが、rmdir です。

書式

rmdir ディレクトリ名

オプション

-p

ディレクトリの中にある、指定したディレクトリを消します。

rmdir の特徴は、「中が空であるときのみ」ディレクトリを削除できることです。中にファイルが存在して

いると、削除できません。rm コマンド(2.1.5)で-r オプションがあります。rm -r を利用すると、ファイルの

存在にかかわらず、ディレクトリを削除することができます。

実習:-p オプションでディレクトリの削除

$ touch dir1/dir2/dir3/file dir3の中にファイルを作成します。

$ rmdir -p dir1/dir2/dir3↵ dir1,dir2,dir3 の中にファイルが存在してい

ると、ディレクトリは削除できません。

rmdir: `dir1/dir2/dir3/': ディレクトリは空ではありません

$ rm -r dir1/dir2/dir3 rmコマンドに-rオプションをつけて実行する

と、ファイルが含まれているディレクトリも削除できます。

2.2.5      特別なディレクトリ  

Linux では、ディレクトリの中で特別なディレクトリや、それを表す記号があります。以下がその代表的なも

のです。

■ カレントディレクトリ(.)

現在いるディレクトリです。.は「ピリオド」とか「ドット」と読みます。
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■親ディレクトリ(..)

1階層上のディレクトリです。/home/okada に現在いるとしたとき、/home が親ディレクトリにあたりま

す。

■ホームディレクトリ(~)

ユーザの作業開始位置となるディレクトリです。ログイン直後のユーザは、必ずホームディレクトリにいま

す。ユーザごとに異なるホームディレクトリを使うので、それぞれのユーザにとってホームディレクトリは異な

ります。~は「チルダ」と読みます。

■ ルートディレクトリ(/)

ディレクトリ階層の、最上位階層を示します。

2.2.6      絶対  (  パス  )  指定と相対  (  パス  )  指定  

/usr/local のディレクトリにいるとします。このとき、/usr/bin/xxx のファイルを指定するには、次の 2通

りが存在します。

1.  /usr/bin/xxx

2.  ../bin/xxx

1.は、最上位のディレクトリ(/)からディレクトリ・ファイル名を指定しています。2.は、「自分が現在いる位置

からみて」ディレクトリ・ファイル名を指定しています。1.の方法を絶対(パス)指定といい、2.の方法を相対

(パス)指定といいます。

絶対(パス)指定は、どのディレクトリにいてもパスを指定できます。逆に、相対 (パス)指定は、現在のディレ

クトリが変わると利用できない、という特徴があります。また、絶対(パス)指定は、常に/から指定するので

非常に記述が長くなることがあります。相対(パス)指定は、現在の位置から見て非常に近いディレクトリの

ときは、指定の記述が短くて済む、という特徴があります。

ここでは、okada というユーザのホームディレクトリが、/home/okada であるという想定をしています。
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実習: さまざまなディレクトリへの移動 1

$ pwd ↵
/home/okada 現在/home/okadaにいます。(1.)

$ cd .. ↵ 1つ上の階層のディレクトリ(親ディレクトリ)に移動

しました(2.)

$ pwd ↵
/home

$ cd /usr ↵ /usrというディレクトリに移動しました。(3.)

$ pwd ↵
/usr

$ cd ~ ↵ ホームディレクトリに移動しました。~はホームディ

レクトリで、今回の場合/home/okadaがホームディレクトリです。(4.)

$ pwd ↵
/home/okada

$ cd ../../ ↵ 2つ上の階層のディレクトリ(親ディレクトリの親ディ

レクトリ)に移動しました。(5.)

$ pwd ↵
/

$ cd ↵ cd はディレクトリ指定がないと、ホームディ

レクトリに移動します。(6.)

$ pwd ↵
/home/okada

実習: さまざまなディレクトリへの移動 2

それでは、様々なディレクトリを移動してみましょう。

$cd / ↵ ルートディレクトリに移動

$pwd ↵
/ 現在ルートディレクトリにいることがわかります。

$cd ~  ↵ ホームディレクトリに移動

$pwd ↵
/home/okada ホームディレクトリにいることがわかります。ホームディレクトリは

ユーザ毎に異なります。

$cd .. ↵ 1階層上のディレクトリに移動

$pwd ↵
/home /home/okada の 1階層上は/homeであるので、正しく移動しているこ

とがわかります。

$cd ../usr ↵ 1階層上の中にあるusrディレクトリに移動

$pwd ↵
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2.2　ディレクトリの操作（pwd,cd,mkdir,rmdir）

/usr /usrディレクトリに移動したことがわかります。

ディレクトリの移動を確認することができました。
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2.3 ファイルの中身を表示

2.3.1      ファイルの  中身を  表示  (cat)  

次に、ファイルの内容を確認するコマンドを利用してみましょう。cat コマンドを利用することで、実現できま

す。

書式

cat ファイル名

でファイルの内容を確認することができます。

オプション

-n

行数を表示します。

実習:cat コマンドの実行と行番号の表示

ホームディレクトリ内のファイル.bashrc を確認してみましょう。

$ cat .bashrc ↵
# .bashrc

# Source global definitions

if [ -f /etc/bashrc ]; then

:

: 略

$ cat -n .bashrc ↵
     1 # .bashrc

     2

     3 # Source global definitions

     4 if [ -f /etc/bashrc ]; then

:

: 略

cat で内容が確認でき、-n オプションを利用することで行番号をつけられることが、確認できました。

2.3.2      ページャを使った表示  

cat コマンドを使ってファイルの内容を表示するとき、行数がたくさんあると表示が流れてしまいます。皆さ

んが利用するコマンドラインは、多くの場合 25 行ですので、それ以上の行は流れてしまって、確認できま

せん。
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2.3　ファイルの中身を表示

たくさんの行があっても、画面制御を行ってスクロールを途中で止めてくれる機能のことをページングとい

い、それを実現するコマンドをページャといいます。

ページャには 2種類あり、more コマンドと less コマンドです。用法は同じで、オプションとしてページング

する対象のファイル名をとります。

書式

more ファイル名

less ファイル名

ページャのコマンドを入力すると、操作ができます。コマンドは次の通りです。

j

1 行下に移動します。

k

1 行上に移動します。

スペース

1画面下に移動します。

b

1画面上に移動します。

/単語

単語を検索します。n キーで検索結果をジャンプします。

q

ページャコマンドを終了(quit)します。

これで、長いファイルの内容も自由に確認することができるようになりました。

実習: ページャを使ったファイル閲覧

ページャを使って、長いファイルを確認してみます。

more /etc/rc

様々なコマンド入力後 qで終了させてください。

less /etc/rc

様々なコマンド入力後 qで終了させてください。
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2 章　基本的なコマンド

コラム：more と less

more を利用したときに、bや他のキーが効かなかった方がいるかもしれません。これ

は、元々more が祖先であることに由来します。

最初にページャコマンドとして生まれた more は、スクロールを止める機能といった基

本的な機能しかありませんでした。もちろん bの 1ページ戻る、という機能もありませ

ん。

これだと不便なので、様々な機能を加えた less が誕生しました。ですので、more の機

能拡張版が less ともいえます。昔ながらの設計にしている Linux であれば、more

は”昔のままの”more だったでしょう。最近の Linux では、両者の機能を同じにしてい

る場合もあります。

ですので、more で機能しなかった場合は、less で試してみてください。最近の Linux

ではまず間違いなく less コマンドも含まれています。
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2.4　マニュアルの使い方

2.4 マニュアルの使い方

UNIX では、便利なオンラインマニュアルが含まれています。ここでは、その使い方を紹介します。入力は、

次の通りです。

書式

man コマンド名

オプション

-k 単語

'単語'が含まれるエントリ一覧を出力します。

では、例として ls コマンドのマニュアルを調べてみます。利用する環境により、表示形式が異なります。

内容は同じですが、日本語環境があるときは日本語が表示されたりします。

実行例: 

$ man ls ↵
LS(1)                            User Commands                           LS(1)

NAME

       ls - list directory contents

SYNOPSIS

       ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION

:

: 省略

:

       -l     use a long listing format

:

「ls - list director contents」より、ls コマンドがディレクトリの内容を表示する機能がある、ことがわか

ります。

「-l     use a long listing format」より、-l オプションは表示が長形式になることがわかります。

そのほか、以下の項目があります。
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2 章　基本的なコマンド

AUTHOR (著者)

このプログラムの作者です。

REPORTING BUGS (バグ)

プログラムにバグがあったときの連絡先です。

COPYRIGHT

このプログラムの著作権表記です。

SEE ALSO (関連項目)

このプログラムに関連しているコマンドや、他の機能です。ここに列挙している内容を man コマンド

で調べることができます。

実習: cp のマニュアルを表示

cp のマニュアルを見てみましょう。

$ man cp ↵

man コマンドの表示は、ページャ機能が利用されます。従ってスクロール等は more/less コマンドの

操作と同じになります。

2.4.1      セクション  

ls のマニュアルで、「LS(1) 」という記述があります。これは、ls のマニュアルがセクション 1 にある、という

意味です。マニュアルのセクションとは、マニュアルの内容を特定の分野に分け、その分野を指定したもの

です。セクションには番号がついており、以下の表のようになっています。

passwdというコマンドがあります。ログイン時のパスワードを設定するコマンドです。それのマニュアルを
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1 ユーザコマンド

2 UNIX のシステムコール

3 UNIX のシステムライブラリや関数

4 デバイスやデバイスドライバ 

5 ファイルの形式 

6 ゲームやデモ等

7 その他 

8 システム管理用のコマンド

9 カーネル等の情報

表 2-1:マニュアルのセクション



2.4　マニュアルの使い方

見てみます。

実習: セクション別のマニュアルの表示

$ man passwd ↵
:

:

SEE ALSO

       group(5), passwd(5), shadow(5).

最後の SEE ALSO に passwd(5)というのが現れました。これは、セクション 5 にやはり passwdとい

うエントリがあるから、それを参照してください、という意味があります。qで man コマンドを終了させ、セ

クション 5 のマニュアルを参照します。セクション 5 の passwdのエントリを見るには次のように入力し

ます。

$ man 5 passwd ↵
PASSWD(5)                File Formats and Conversions                PASSWD(5)

NAME

       passwd - the password file

:

:

と出力されます。これは、/etc/passwdというファイルについての説明です。/etc/passwdには、ログ

イン名とパスワードの情報が記述されていますので、それについてのマニュアルが表示された、という

ことになります。

このように、同じエントリでも複数のマニュアルが対応する場合、セクションを切り替えて参照することがで

きます。
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2.5 演習

1. ls -tr /etc/を実行してみましょう。

2. cp -i hosts.bak hosts.newを実行してみましょう。

3. 中が空ではないディレクトリに対し、rmdir を実行してみましょう。また rm -r を実行してみましょう。
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2.6　章末テスト

2.6 章末テスト

1. rm -i CCC としたとき、どのように動作しますか？

2. cp コマンドでファイルを実行したとき、-p オプションの有無で何が変わりますか？

3. ls -lt /etc/と ls -ltr /etc/を行いました。出力形式で何が異なりますか？ 
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3章

正規表現とパイプ

UNIX 系 OS を理解するために、重要な知識がこの正規表現とパ

イプです。正規表現は UNIX のさまざまなところで利用されます

し、パイプは UNIX独自の考えで一番の特徴といってもいいでしょ

う。しっかり理解してください。

この章の内容

3.1 標準入出力

3.2リダイレクト

3.2.1出力のリダイレクト

3.2.2cat コマンドによるファイル作成

3.3標準エラー出力

3.4パイプ

3.5grep コマンド

3.5.1grep コマンド

3.5.2標準出力にマッチさせる

3.6演習

3.7章末テスト



3 章　正規表現とパイプ

3.1 標準入出力

2章では、様々なコマンドを利用しました。それぞれのコマンドは、プログラムです。UNIX のプログラムに

は、「1 つの入り口と 2つの出口」があります。それを、それぞれ標準入力・標準出力・標準エラー出力とい

います。

今まで、コマンドを打つと結果が画面に表示されました。例えば、ls を打つと、カレントディレクトリのファイル

とディクトリの一覧が表示されました。今までは「画面に表示された」と言いましたが、これからは「ファイル

とディレクトリの一覧が”標準出力から出力された”」といいます。
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図 3-1:標準入力・標準出力・標準エラー出力



3.2　リダイレクト

3.2 リダイレクト

3.2.1      出力のリダイレクト  

前項で説明した”標準出力から出力された”という場合、これはシェルが出力先となります。UNIX のシェ

ル上では、出力先をファイルなどに変更することができます。それがリダイレクトです。リダイレクトは、>の

記号を用いることで利用可能です。次のように入力したとします。

実行例

$ ls > ls-output ↵

すると ls-output というファイルが出来上がります。cat コマンドで、ファイル ls-output の中身を確認し

てください。ls を実行したときと同じ内容が含まれています。このようにリダイレクトを用いると、出力先

を変更しファイルに出力を格納することができます。

実習: ファイルに対するリダイレクト

実際に ls の結果を ls-output に出力してみましょう。

$ ls > ls-output ↵
$ cat ls-output ↵ ls-output の内容を確認します。

ls-output のファイルが作成され、その中に ls の出力結果が保存されました。すでに ls-output が存在

しているときは、前の ls-output が削除され、新しい ls-output が作成されます。

3.2.2      cat      コマンドによるファイル作成  

前項では、標準出力をリダイレクトすることでファイルを作成しました。cat コマンドとリダイレクトを組み合

わせると、自由な内容でファイルを作成することができます。

実習: cat コマンドによるファイル作成

$ cat > cat-output ↵
Hello  ↵
This is cat redirect. ↵
(Control-dを押す)

$

Control-dは、EOF(End Of File)を示すキーで、データ入力の終わりを示します。UNIX ではデータ

の読み込みが最後になると、この EOFが入力され終わる決まりがあります。cat は EOF(Control-d)

を受け取ったことで、入力が終わったと判断し、リダイレクトを終了しました。

Control-c というキーバインドもあります。これはインタラプトといい、処理を中断させる機能がありま

す。例えば、処理が思ったような動きをせず縦断がしたいときは、シェル上で Control-c を押すことで

プログラムが停止し、処理が中断します。
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3 章　正規表現とパイプ

コラム: cat は”接続”?

cat コマンドは、ここまで多くの場合「ファイルの内容を表示する」という機能で用いら

れてきました。ls が LiSt であるように、cat にも元々の単語があります。それは

conCATenate(接続)という意味です。

表示すること・出力することが「接続」ということに、少々違和感を覚えるかもしれませ

ん。この場合、「標準出力と」という言葉を補うと、理解できることと思います。cat FILE

とあったとき「FILE1 の内容と”標準出力と”を接続する」という意味になります。
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3.3　標準エラー出力

3.3 標準エラー出力

コンピュータを操作する場合、様々なエラーがおきます。コンピュータがエラーを伝えるために、やはり画面

に表示します。次のような場合を考えてみましょう。

実行例

$ ls -l tekitou > ls-l-output ↵ (tekitouというファイルの詳細出力を ls-l-outputに

リダイレクト)

ls: tekitou: No such file or directory (tekitou というファイルが見つからなかった

というエラーメッセージ)

tekitou というファイルの詳しい情報を、ls-l-output というファイルに出力します。ところが、ここで

tekitou がなかったらどうなるでしょう。エラーメッセージを標準出力に出力すると、リダイレクトの機能

が働いたとき、エラーメッセージも ls-l-output に格納されてしまい、ユーザにエラーメッセージが伝わ

りません。

UNIX では、一般的にエラーメッセージは標準エラー出力に出力することが決まっています。これによ

り、標準出力がファイルへリダイレクトされていても、エラーメッセージを確認することができます。

さらに、標準エラー出力をファイルへリダイレクトすることも可能です。以下のように入力します。

実行例

$ ls -l tekitou 2> ls-l-output ↵ (エラー出力をls-l-outputにリダイレ

クト)

この場合、エラーメッセージは画面に現れず、ファイルに出力されます。動作確認を取りたいときや、エ

ラーの出力内容を記録したいときに、利用可能です。

2は、標準エラー出力を示しています。標準出力は 1 です。標準出力と標準エラー出力を混ぜて出力

したい場合、次のように入力します。

実行例

$ ls -l tekitou > ls-l-output-second 2>&1 ↵ (標準出力とエラー出力を ls-

l-output-secondにリダイレクト)

ファイルの指定と、1,2の指定の位置を間違えないようにしてください。

実習: エラー出力をファイルに格納

実際に、ファイルに格納してみましょう。

$ ls -l tekitou 2> ls-l-output ↵
$ cat ls-l-output ↵
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3 章　正規表現とパイプ

ls: tekitou: No such file or directory

$ ls -l tekitou  > ls-l-output-second 2>& 1 ↵
$ cat ls-l-output-second ↵
ls: tekitou: No such file or directory
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3.4　パイプ

3.4 パイプ

標準入力からデータを入れることにより、特別な処理ができるコマンドがあります。次のコマンドを入力して

みましょう。

$ ls -l /usr/bin ↵

画面にファイル一覧が流れると思います。/usr/bin にはコマンドが 1000以上あり、そのままでは画面に

表示できません。ここで、次のように入力します。

$ ls -l /usr/bin | less ↵

less は前章で出てきたページャの less コマンドです。less コマンドには、ファイルをページングする以外

に、標準入力からのデータをページングして表示する、という機能があります。qを入力することで、ペー

ジャ機能を終了させることができます。

さらに|ですが、これは「パイプ」と呼びます。パイプの役割は、標準出力と標準入力を「つなげる」ことにあり

ます。ls -l /usr/bin | less の場合、ls コマンドに標準出力から出たファイル一覧と、less コマンドの標準入

力を「つなげ」ます。これにより、出力をページングすることができます。

標準エラー出力で説明した、標準出力と混ぜて出力する場合の方法も利用可能です。次のように入力し

てください。

ls -l xxx /usr/bin 2>&1 | less ↵

xxx は存在しないので、その旨のメッセージが標準エラー出力に出力されます。

実習:　コマンドの実行結果を less コマンドでページング表示

/usr/bin のファイル一覧を less でページングしながら表示します。

$ ls -l /usr/bin | less ↵
:

: 操作

:

qで終了

 3-43 

図 3-2:標準入出力とパイプ



3 章　正規表現とパイプ

3.5 grep コマンド

3.5.1      grep      コマンド  

grep コマンドは、ファイルの中からデータを検索します。 また、| grep とすることで、標準入力から入った

データに対し検索を行うことも可能です。

書式

grep 検索条件 [指定ファイル]

指定ファイルの部分は、1 つでもかまいませんし、*のようなワイルドカードを利用した複数ファイルの指

定でも可能です。 ワイルドカードとは、不特定の文字列を表現するのに利用される記号のことです。

検索条件として、正規表現が用いられます。正規表現は、grep のみならずUNIX で用いられるパター

ンマッチや、他のプログラミング言語でも利用されている、非常に重要な機能です。

■ 正規表現

正規表現は文字列のみならず、意味のある記号を用いることで、高度な検索条件を与える表現方法です。

主に用いられる記号は次の通りです。

記号 意味

^ 行頭を表す

$ 行末を表す

. 任意の一字を意味する

* 直前文字の 0回以上の繰り返しを意味する

[...] ...の中の任意の一字を意味する

[^...] ...の文字が含まれないことを意味する。

\ 正規表現の記号をエスケープする。

■ 利用例

^a a で始まっている行すべて

b$ bで終わっている行すべて

a.b a と bの間に 1文字入っている

[ab]ab a もしくは bで始まる ab(aab, bab)

[^ab]ab a もしくは bで始まらない(not)で、abが続くもの(例: 

xab, zab等)
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実習: grep による文字列の検索

$ grep abc /etc/* ↵ (/etcディレクトリにあるファイルで abcという文字列を含む

もの)

:

/etc/services:abcvoice-port 3781/tcp

:

$ grep ^ab /etc/* ↵ (/etcディレクトリにあるファイルで、行の先頭が xyではじ

まっているもの)

:

/etc/services:xyplex-mux 173/tcp

:

3.5.2      標準出力にマッチさせる  

grep コマンドは、ファイルの内容に一致させる以外に、標準入力からの入力をマッチさせることが可能で

す。

実習: 標準出力の結果を grep で検索

$ ls /usr/bin/ | grep d$  ↵ (/usr/bin にあるコマンド一覧を出力し、その中で

d$の条件に合うものを検索する)

:

:

xxd

yppasswd

$

d$の条件とは、dで終わっているという意味です。Ls /usr/bin/は、/usr/bin/ディレクトリのファイル

一覧を出力するので、その中で dで終わっているものを検索します。
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3.6 演習

1. 標準出力をファイルにリダイレクトする記号は何ですか？

2. 標準エラー出力をファイルにリダイレクトする記号は何ですか？ 

3. ls /usr/bin | grep ^a..$はどんなファイルにマッチする正規表現ですか？

4. DVDという文字列を含む grep コマンドを考えてみましょう。

5. DVDという文字列で始まる行を含む grep コマンドを考えてみましょう。

 3-46



3.7　章末テスト

3.7 章末テスト

1. /etc の中で、a○c という文字列が含まれるファイルを探しなさい。○は 1文字です。

2. /usr/bin にある、ファイル名が 4文字であるコマンドを検索する、正規表現を答えてください。

3. /usr/bin にあり、x で始まり bで終わるコマンドを表示する、正規表現を答えてください。
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4章

基本的なコマンド 2 

本章では、基本的なコマンドとして

 touch, head, tail, sort, uniq, tr, diff, cmp

を学習します。主にテキストファイルを処理するために利用すると

便利なコマンドです。

この章の内容

4.1 ファイルのタイムスタンプの変更(touch)

4.2ファイルの一部の取得(head, tail)

4.2.1両者共通の形式

4.2.2特別なオプション-f

4.3ファイルの並び替え(sort)

4.3.1 ファイルの準備

4.3.2sort の実行

4.3.3n列目のデータ並び替え(-k)

4.3.4数値式での並び替え

4.4行の重複の消去(uniq)

4.5文字列の置き換え(tr)

4.6ファイルの比較(diff, cmp)

4.7演習

4.8章末テスト
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4.1 ファイルのタイムスタンプの変更(touch)

ファイルには、ファイルの最終修正時間が存在します。ls コマンドの-l オプションをつけることで確認できま

す。その最終修正時間を変更するのが、touch コマンドです。

書式

touch ファイル名

これで、ファイル名の最終修正時間を変更することができます。ファイル名が存在していなかった場

合、touch コマンドは中身が空である 0バイトのファイルを作成します。

実習: 最終修正時間変更の確認

$ ls -l hosts.bak ↵
-rw-rw-r-- 1 okada okada 187 Jun 4 10:06 hosts.bak

$ touch hosts.bak ↵
$ ls -l FILEhosts.bak ↵
-rw-rw-r-- 1 okada okada 187 Jun 5 09:50 hosts.bak

これで、ファイルの最終修正時間が変わったことが確認できました。

実習: touchコマンドによるファイル作成

$ ls -l touched-file ↵

（ファイルが存在しないことを確認します）

$ touch touched-file ↵
$ ls -l touched-file ↵
-rw-rw-r-- 1 okada okada    0 Jun 5 09:55 touched-file

ファイルが作成されました。ファイルの中身は空なので、サイズが 0バイトになっています。
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4.2　ファイルの一部の取得(head, tail)

4.2 ファイルの一部の取得(head, tail)

headはファイルの先頭部分を表示します。tail はファイルの終わり部分を表示します。

4.2.1      両者共通の形式  

書式

head [オプション] ファイル名

tail [オプション] ファイル名

ファイル名には対象のファイル名を入力します。ファイル名の部分を空白にした場合、もしくは-（ハイフ

ン）を指定した場合は、標準入力からのデータに対して処理を行います。　

したがって次は同じです。

実行例:

$ head FILE ↵ FILEの先頭10行を表示

$ cat FILE | head - ↵ 標準入力からの内容を10行表示

$ cat FILE | head ↵ 標準入力からの内容を10行表示

3つとも、FILEというファイルの先頭 10行を表示します。10行は headの標準の機能で、オプション

により表示する行数を変更することも可能です。

4.2.2      特別なオプション  -f  

tail は本来ファイルの終わり部分を表示するコマンドです。しかし、ファイルによっては、その終わり部分が

随時変わることがあります。

tail には-f というオプションが存在します。通常の tail コマンドでは、その終わり部分を表示するだけです

が、-f オプションをつけることにより、変更をリアルタイムでモニタすることが可能です。

よく用いられる目的に、ログファイルのモニタがあげられます。ログというファイルは、サービスの動作報告

を出力するファイルです。システムに変更があったり、サービスが動作するとその内容をログに出力します。

書式

tail -f ログファイル

としておくことにより、リアルタイムでログファイルの変更を見ることが可能です。

実習: headコマンドの実行

実際に tail コマンドと-f オプションの働きを確認します。
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$ ls -l /usr/bin > ls-usr-bin ↵ ls-usr-binというファイルを準備します。

ls-usr-bin の終わり部分を表示します。

$ tail ls-usr-bin ↵
:

:

:

-rwxr-xr-x 1 root root        1933 Mar 29  2007 zmore

-rwxr-xr-x 1 root root        3420 Mar 29  2007 znew

lrwxrwxrwx 1 root root           6 Mar 14 22:16 zsoelim -> soelim

ls-usr-bin の終わり 10行を出力します。

実習: 終わり行数を指定して表示(5 行)

$ tail -n 5 ls-usr-bin ↵
:

:

-rwxr-xr-x 1 root root        1933 Mar 29  2007 zmore

-rwxr-xr-x 1 root root        3420 Mar 29  2007 znew

lrwxrwxrwx 1 root root           6 Mar 14 22:16 zsoelim -> soelim

ls-usr-bin の終わり 5 行を出力します。-n は出力する行数を指定するオプションです。

実習: -fの動作を確認

$ tail -f ls-usr-bin ↵
:

:

-rwxr-xr-x 1 root root        1933 Mar 29  2007 zmore

-rwxr-xr-x 1 root root        3420 Mar 29  2007 znew

lrwxrwxrwx 1 root root           6 Mar 14 22:16 zsoelim -> soelim

終わり部分が表示されます。さらにシェルに制御が戻りません。

Alt-F2を押し、別のコンソールに移りログインします。

echo 'Hello' >> ls-usr-bin ↵

ls-usr-bin ファイルにデータが追加されます。

Alt-F1 でコンソールに戻ります。

先ほど入力した'Hello to AAA'が 出力されています。Ctrl-C で処理を中断し、シェルに戻ります。

ls-usr-bin の終わり部分が、更新されたことをリアルタイムで確認できました。
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4.3　ファイルの並び替え(sort)

4.3 ファイルの並び替え(sort)

書式

sort [オプション] ファイル名

オプション

-r　

逆順で並び替える

-k n 

n列めのデータを並び替える

-n 

数値として並び替える

4.3.1      ファイルの準備  

sort の機能を確認するために、サンプルとなるファイルを作成します。このファイルを元に、sort を動作させ

ます。内容は、3人の名前と数値です。左から順に '名前, 名字, 点数'となっていると考えてください。

FILE

$ cat > score ↵

yoshiharu  kawai  85 ↵

kenji  okada  70 ↵

toru  miyahara  100 ↵

(Control-dを押す)

$

4.3.2      sort      の  実行  

sort score を実行すると次のようになります。
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実習: sort の実行

$ sort score ↵
kenji okada 70

toru miyahara 100

yoshiharu kawai 85

これは、各行の 1文字目を辞書式(k→t→y)で並び替えています。

実習: -r オプションを使っての逆順並び替え

$ sort -r score ↵
yoshiharu kawai 85

toru miyahara 100

kenji okada 70

y→t→kの順に、逆順に並んでいることがわかります。

4.3.3      n      列  目  のデータ並び替え  (-k)  

「sort を実行する」では行の 1文字目で並び替えを行いました。これは名前で並び替えているのと同じで

す。では、名字で並び替えるとどうでしょうか？ sort では-kオプションを利用すると、並び替える列数を指

定します。今回は、2列目の名字で並び替えるので、2を指定します。

実習: 2列目のデータ並び替え

$ sort -k 2 score ↵
yoshiharu kawai 85

toru miyahara 100

kenji okada 70

実習: 2列目を逆順にソート

$ sort -k 2 -r score ↵
kenji okada 70

toru miyahara 100

yoshiharu kawai 85
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2列目の名字の部分を基準に、並びかわっています(k→m→o)。

4.3.4      数値式  での  並び替え  

「n列目のデータ並び替え」と同じように、今度は得点の列(3列目)を並び替えてみましょう。コマンドでは

次のようになります。

実行例

$ sort -k 3 score ↵
toru miyahara 100

kenji okada 70

yoshiharu kawai 85

並び方が少し変ですね。大きい順で並ぶのであれば、100→85→70ですし、小さい順で並ぶのであ

れば 70→85→100になります。これは、これら 3つの数字が「文字として」認識されているからで

す。sort は、前述の通り 1文字目しかみていません。従ってアルファベットを並び替えたのと同様に、数

値も最初の 1文字を見て並び替えています(1→7→8)。

これを辞書式ソートといって、文字を辞書に出てくる順に並び替えます。アルファベットであればそれで

かまいませんが、3列目は得点＝数値ですので、この辞書式ソートは不適切です。文字列ではなく、数

値として並び替えてくれることが必要です。

数値として並び替えるのを数値式ソートといい、sort には-n オプションがあります。3列目を数値式

ソートするには、次のように入力します。

実習: 数値式ソートの実行

$ sort -n -k 3 FILE ↵
kenji okada 70

yoshiharu kawai 85

toru miyahara 100
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実習: 数値式ソートの実行(逆順)

$ sort -n -r -k 3 FILE ↵
toru miyahara 100

yoshiharu kawai 85

kenji okada 70

これで、得点部分が数値式ソートされました。
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4.4　行の重複の消去(uniq)

4.4 行の重複の消去(uniq)

書式

uniq ファイル名

直前の行と同じ内容があった場合、対象行を出力しません。連続している同じ内容の行を、 1 行にまと

めることができます。

実習: uniq確認用のファイル作成

次のようなファイル uniq-sample があったとします。

$ cat > uniq-sample ↵
AAA ↵
BBB ↵
AAA ↵
CCC ↵
CCC ↵
DDD ↵
$ 

実習:  uniqの実行

$ uniq uniq-sample ↵
AAA

BBB

AAA

CCC

DDD

uniqの実行により、CCC の重複が 1 行にまとめられています。AAAは 2行ありますが、結果はそのま

ま出力されています。これは、AAAの行は連続していないため、uniqの処理対象にはなりませんでし

た。
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4.5 文字列の置き換え(tr)

標準入力からのデータを、文字列で置き換える(translate)ことができます。

書式

tr 文字列1 文字列2

文字列 1 を文字列2に置き換えます。置き換える元のデータは、標準入力からのデータを対象にしま

す。

置き換えは、文字毎に置き換えます。次の実行例では、a をA、bをB、c を C に置き換えます。

実行例

$cat FILE | tr abc ABC ↵

実習 /etc/rc ファイル内容の置き換え

$ cat -n /etc/rc | tr abc ABC | head

     1 #! /Bin/BAsh

     2 #

     3 # rC            This file is responsiBle for stArting/stopping

     4 #               serviCes when the runlevel ChAnges.

     5 #

     6 # OriginAl Author:       

     7 #                Miquel  vAn  SmoorenBurg, 

<miquels@drinkel.nl.mugnet.org>

     8 #

     9

    10 set -m

abc をABC に置き換え、先頭 10行のみ出力しました。cat の-n オプションは、出力の先頭に行番号を

つけます。また、10行のみ出力されたのは、headコマンドの影響です。
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4.6　ファイルの比較(diff, cmp)

4.6 ファイルの比較(diff, cmp)

 ファイルを比較するコマンドが存在します。よく使われる用途として、変更の有無を調べるのに用いられま

す。

書式

diff ファイル1 ファイル2

cmp  ファイル1 ファイル2

両者とも、ファイル 1 とファイル 2の比較を行います。同じであった場合、何も出力されません。

実習: diff,cmp の確認

実際に異なるファイルを作成してみましょう。

$ cp .bashrc diff1 ↵
$ cp .bashrc diff2 ↵
$ echo 'Hello' >> diff2 ↵ diff2の最後にHelloという文字を加える

$ cmp diff1 diff2 ↵
cmp: EOF on diff1 diff1と diff2のファイルの最後が異なっている

$ diff diff1 diff2

8a9

> Hello

$ 

cmp, diff ではそれぞれ異なっている場所を示します。cmp ではファイルの終わりのところが違ってい

ることだけが示されていて、diffほど細かい違いを述べていないことがわかります。diff では、8a9で 9

行目に新しく加わっていることがわかります。
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4.7 演習

1. touch コマンドを実行すると、どのような結果になりますか？2通り回答してください。

2. cmp と diff の違いは何でしょうか？
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4.8　章末テスト

4.8 章末テスト

1. sort の-n オプションの意味と、どのようなとき利用するか、説明してください。

2. uniqで利用したファイルで、完全に重複をなくした行を出力には、どうしたらいいか説明してくだ

さい。
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5章

エディタの使い方

Linux の設定をするために必ず使うテキストエディタの vi(vim)を

操作しながら、エディタの機能を説明します。テキストエディタの基

本的な操作であるファイル保存と終了をするコマンドが始めに必

要です。viエディタはモードがあり、コマンドを入力するモードと編

集するモードに触れ、編集に欠かせないカット・アンド・ペーストを

説明します。エディタの応用へのステップとしてテキストの検索と

置換コマンドを説明します。

この章の内容

5.1保存と終了

5.1.1 ファイルを開いて終了

5.1.2ファイルを保存しないで終了

5.1.3ファイルを保存して編集を継続

5.1.4ファイルを保存して終了

5.2インサートモードとコマンドモード

5.2.1 テキストを入力

5.2.2カーソルの移動

5.3編集中の大きな移動

5.3.1ページの移動

5.3.2行を指定して移動

5.4カット・アンド・ペースト

5.4.1文字のカット・アンド・ペースト

5.4.2カット・アンド・ペーストの取り消し(アンドゥ)

5.4.3行のカット・アンド・ペースト

5.4.4行のコピー・アンド・ペースト

5.5置換と検索

5.5.1文字列の検索

5.5.2文字列の置換

5.5.3vi コマンドを一番簡単に利用する方法

5.6演習

5.7章末テスト
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5.1 保存と終了

ファイルを編集するエディタである vi コマンド(vim)の最も基本的な操作として、エディタを開始する方法

と終了する方法を知る必要があります。

エディタを開始する方法は vi コマンドの実行で、エディタを終了する方法は終了コマンドの入力です。

エディタを終了する場合は、変更がなければ終了したり、直ちに終了したり、ファイルを保存してから終了す

るなど幾つかのコマンドがあります。

5.1.1      ファイルを開いて終了  

書式

vi [ファイル]

vi コマンドでファイルを開くには vi コマンドの後に編集したいファイルを指定します。

実習:ファイルの開閉

既存の設定ファイルである/etc/hosts ファイルを指定します。ここでは、vi コマンドの開始と vi コマンド

の終了だけしたいので、ファイルの変更はしません。

$ vi /etc/hosts ↵
↓

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1               localhost.localdomain localhost

"/etc/hosts" 7L, 147C

vi コマンドでファイルを開いて変更していなく、そのまま終了したい場合は「:q」コマンドを使います。
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コマンド 内容

:q↵ 終了・・・quit

:q!↵ 強制終了

:w↵ 保存(書き込み)・・・write

:w!↵ 強制保存

:wq↵ 保存終了・・・write & quit

:wq!↵ 強制保存と終了

表 5-1:保存と終了のコマンド

画面に表示されます



5.1　保存と終了

:q↵
$

5.1.2      ファイルを保存しないで終了  

ファイルを編集したけれど変更結果を残したくない場合は、強制的に終了します。

実習:変更した後に保存しないで終了

ファイルを開いて編集した後に終了したいので、まだないファイル名である viquit.txt を指定します。

$ vi viquit.txt ↵
"viquite.txt" [新ファイル]                                0,0-1        全て

ファイ ル に何か追加 し た 方 が わ か り や す い の で 、 後 に出て く る文字入力コマン ド で あ る

「abbbbbcccccddddd[Esc]」と入力します(後で説明しますので、説明なしに出てくるコマンドと文字

列と[Esc]キーの意味を、現状では考えないで入力してみてください)。

ファイルを編集した場合は、「:q」コマンドで保存せずに終了することはできず、エラーが表示されます。

bbbbbcccccddddd

:q↵
E37: 最後の変更が保存されていません (! を追加で変更を破棄)

ファイルを変更したけれど保存しないで終了したい場合は「:q!」コマンドで強制的に終了してください。

:q!↵
$

エラー表示の後に終了しないで編集を続けるには ENTER を押すかコマンドを入力してください

5.1.3      ファイルを保存して編集を継続  

ファイルを編集したので変更結果を一旦保存して作業を継続したい場合は、ファイルに保存します。

実習:変更した後に保存して編集継続

ファイルを開いて編集したいので、まだないファイル名である viwrite.txt を指定します。

$ vi viwrite.txt ↵
"viwrite.txt" [新ファイル]                                0,0-1        全て

文字列を追加してから保存した方がわかりやすいので、後に出てくる文字入力コマンドである

「abbbbbcccccddddd[Esc]」と入力しましす。

ファイルを変更したので、入力した内容がなくならない様に一旦保存してから編集を継続します。保存

して終了しない場合は「:w」コマンドを使います。保存時に表示される文字列はファイル名と行数

(Lines の L)と文字数(Characters の C)とおこなわれた作業、現在のカーソルがある行の位置数と文
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字の位置数です。

abbbbbcccccddddd

:w↵
"viwrite.txt" [新] 1L, 16C 書込み                            1,15         全て

ファイルを保存するときにエラーになることがあります。

その場合、自分が作成したファイルであれば、ファイルを書き換える権利は持っているので、「 :w!」コマ

ンドで強制的に書き込んで、編集を継続できます。

bbbbbcccccddddd

:w!↵
"viwrite.txt" 1L, 16C 書込み                                 1,15         全て

ファイルが保存されると、「:q」コマンドで終了できます。

:q↵
$

5.1.4      ファイルを保存して終了  

ファイルを編集した後に保存してすぐに終了したい場合があります。

実習:ファイル保存して終了

ファイルを開いて編集したいので、まだないファイル名である viwritequit.txt を指定します。

ファイルを開いて編集したいので、ここでは、書き換えても良い test.txt ファイルを指定しました。

$ vi viwritequit.txt ↵
"viwritequit.txt" [新ファイル]                           0,0-1        全て

ファイルを保存するコマンドは「:w」で、終了するコマンドは「:q」です。

ファイルの変更を保存して終了したい場合は「:wq」と続けて書けます。

:wq ↵
"viwritequit.txt" [新] 0L, 0C 書込み

$

ファイルの変更を強制的に保存して終了したい場合は「:wq!」と続けて書けます。

:wq! ↵
"viwritequit.txt" 0L, 0C 書込み

$
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コマンド 内容

:q↵ 終了・・・quit

:q!↵ 強制終了

:w↵ 保存(書き込み)・・・write

:w!↵ 強制保存

:wq↵ 保存終了・・・write & quit

:wq!↵ 強制保存と終了

表 5-2:保存と終了のコマンド



5 章　エディタの使い方

5.2 インサートモードとコマンドモード

vi エディタを起動するとコマンドを入力するコマンドモードとなります。

文字列を打ち込むにはコマンドでインサートモードへ切り替えます。

vi コマンドはスクリーンエディタと呼ばれ、基本的にカーソルがある位置に対してコマンドを実行します。

5.2.1      テキストを入力  

文字列を入力するインサートモードは、コマンドでインサートモードへ切り替える必要があります。

実習:テキストの入力

ファイルを開いて文字列を入力したいので、書き換え可能なファイルである viinsert.txt を指定します。

$ vi viinsert.txt ↵
"viinsert.txt" [新ファイル]                                0,0-1        全て

文字列を入力するにはインサートモードへ移行します。
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コマンド 内容

i カーソルの前に追加

a カーソルの後に追加

I 行頭に追加

A 行末に追加

表 5-3:インサートモードへ移行するコマンド

特殊キー 内容

[Esc] インサートモードから抜けたり

入力中のコマンドを止める

[Delete] インサートモードで 1文字削除

[BackSpace] インサートモードで 1文字削除

表 5-4:特殊キー



5.2　インサートモードとコマンドモード

カーソルがある位置(文字の前)にテキストを入力するには i コマンド(insert コマンド)を使います。

ここでは「itest」と入力します(i がコマンドで test が入力する文字列です)。

入力モードから抜けるには[Esc]キーを入力してください。

test

カーソルがある文字の後にテキストを入力するには a コマンド(appendコマンド)を使います。

ここでは「aTEST[Esc]」と入力します(a がコマンドで TESTが入力する文字列です)。

testTEST

カーソルの位置ではなく、行の先頭にテキストを入力するには I コマンドを使います。

ここでは「I1234[Esc]」と入力します(I がコマンドで 1234が入力する文字列です)。

1234testTEST

行の最後にテキストを入力するにはAコマンドを使います。

ここでは「A6789[Esc]」と入力しましす(Aがコマンドで 6789が入力する文字列です)。

1234testTEST6789

文字を間違えたときは[Delete]や[BS]でカーソルの前の 1文字が削除できます。

[Delete]や[BS]の動作は使う環境により変わってきます。

ファイルを変更したので、「:wq」コマンドで入力した文字列をファイルへ保存してから終了してくださ

い。

:wq↵
"viinsert.txt" [新] 1L, 17C 書込み

5.2.2      カーソルの移動  

テキストファイルを編集していると、入力間違いに気がついたり、後からの変更が出てくるので、既に入力し

たテキストを修正したいときがあります。追加する文字がある場合は、カーソルを修正したいところへ移動

して文字を入力します。
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実習:カーソルの移動を

ファイルを開いて文字列を入力した後でカーソルを移動する練習をしたいので、書き換え可能なファイ

ルである vimove.txt を新たに開きます。

$ vi vimove.txt ↵

サンプルの文字列を用意するための準備として「itesttest[Esc]」を入力すると、カーソルは最後の t の

文字にあります。

tt と t が重なったところを空白で区切りたい場合は、カーソルを t と t の間へ移動します。

カーソルを左へ移動するには h を、カーソルを右へ移動するには l を入力します。

h の代わりに←、l の代わりに→を使うことも可能です。

ここでは文字列真中の tt の間へカーソルを移動し、「i [Esc]」を入力します(i コマンドの次には空白を

意味するスペースを入力します)。
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testtest

testtest

コマンド 内容

j または ← 左へ移動

k または ↑ 下へ移動

l または ↓ 上へ移動

l または → 右へ移動

表 5-5:カーソル移動

図 5-1:画面

test test



5.2　インサートモードとコマンドモード

準備として、「test test」文字列を 4行入力して 5 行にしてください。

カーソルの上下移動は j で下へ、kで上へと対応しています。

カーソルを下へ移動する j は↓を、カーソルを上へ移動する kは↑を代わりに使うことも可能です。

最終行へ移動してEnd文字列、開始行へ移動してBegin文字列をへ加えるため、

開始行へ移動してから「IBegin[Enter][Esc]」、最終行へ移動してから「A[Enter]End[Esc]」と入力

します。

↓

↓

↓
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図 5-2:画面

test test

test test

test test

test test

test test

-- 挿 入 --                        1,1      全て

図 5-4:画面 

Begin

test test

test test

test test

test test

test test

-- 挿 入 --                        6,10     全て

図 5-3:画面

Begin

test test

test test

test test

test test

test test
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ファイルを変更したので、「:wq」コマンドで保存と終了をしてください。
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図 5-5:画面 

Begin

test test

test test

test test

test test

test test

End



5.3　編集中の大きな移動

5.3 編集中の大きな移動

vi コマンドは小さなファイルから大きなファイルまでを編集できます。

1画面に収まらない大きなファイルを編集する場合は 1文字ずつカーソルを移動するコマンドだけでは大

変でしょう。ページ単位で移動するコマンドや、指定の行へ移動するコマンドや、目的の文字列へ移動する

コマンドを使います。

5.3.1      ページ  の  移動  

素早く編集するために画面をページ(デフォルト指定の行数)単位で前後へ移動するコマンドを使います。

実習:ページの移動

vi コマンドで既にある/var/log/dmesg ログファイルを開いてください。

/var/log/dmesg ファイルはログファイルなので、間違って変更しても、保存しないで強制終了してく

ださい。

$ vi /var/log/dmesg ↵
"/var/log/dmesg" [読込専用] 299L, 14056C

次のページへの移動は[Ctrl]f コマンドです。[Ctrl]f を押して、ほぼ次の画面へ移動するのを確認してく

ださい。

前のページへの移動は[Ctrl]bコマンドです。[Ctrl]bを押して、次の画面へ移動するのを確認してくだ

さい。

移動するのはデフォルトで指定してある行数なので、必ずしも 1画面単位で移動するとは限らず、画

面サイズを変更すれば 1画面単位で移動しません。
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コマンド 内容

[Ctrl]f コマンド 次の画面へ

[Ctrl]bコマンド 前の画面へ

:1 1 行目へ移動

:n n 行目へ移動

:$ 最終行へ移動

[Ctrl]g コマンド 情報表示(カーソル位置の行数と桁数/全体行数)

表 5-6:ページ移動と行移動



5 章　エディタの使い方

利用したログファイルを変更ししても、保存しないで終了したいため、「:q!」コマンドで vi を終了させま

す。

:q! ↵
$ 

[Esc]キーをでコマンドを止められるので、間違えた場合は、 [Esc]キーを何度か打ってから「:q!」コマン

ドで vi コマンドを終了させるとよいでしょう。

また、ログファイルなので、もしも壊してしまった場合でも、Linux が動かなくなることはありません。

5.3.2      行を指定して移動  

素早く編集するために指定の行へカーソルを移動するコマンドを使います。

実習:行の移動

vi コマンドで/var/log/dmesg ファイルを開いてください。

$ vi /var/log/dmesg ↵
"/var/log/dmesg" [読込専用] 299L, 14056C

大きなファイルではページ単位の移動だけでは大変なこともあります。

ページ単位での移動より大きく移動したい場合は、行数を指定して移動します。

行数を指定して移動するには、これまでにコマンドを入力する時に出てきた:の後に行数を指定します。

10行目へ移動したいので、10行目の文字列を確認してから、「:10↵」と入力してください。

10行目へカーソルが移動します。

:10 ↵

「:1↵ 」と入力すると 1 行目へ戻ります。

:10 ↵

画面が見える 10行目へ移動しなかった場合は、文字列が長くて 2行に渡る行が含まれている場合が

あります。ファイルの一番最後へ移動したい場合は:$コマンドを入力してください。

:$ ↵
                                                               270,1        末尾

行数を指定して移動する機能があっても、何行あるテキストファイルで今現在何行目にいるかがわから

ないと意味がありません。現在カーソルがある行の情報を表示するのは[Ctrl]g コマンドです。[Ctrl]g

を入力して現在の行数を表示してください。
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5.3　編集中の大きな移動

使用したログファイルを変更しても、保存しないで終了したいため、「:q!」コマンドで vi を終了させます。

:q! ↵
$ 
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図 5-6:画面 06-05 現在の行数を表示
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5.4 カット・アンド・ペースト

コンピュータを使うことによって受けられる大きな恩恵のひとつは、データの複写と複製の機能です。複写

と複製の機能を使うと、同じ文字列を複数回入力する必要がありません。

5.4.1      文字のカット・アンド・ペースト  

文字のカット・アンド・ペーストの機能はコマンドモードで、文字をカットするコマンドと、カットした文字を

ペーストするコマンドを使います。

実習:文字のカット・アンド・ペースト

vi コマンドで vicutpaste.txt ファイルを開き、カット・アンド・ペーストするためのサンプル文字列を入力

してください。ここでは以下の画面と同じになるように「 iThis is aa pen.[Enter] That is  book.

[Esc]」と入力しました(2行目はスペースが 2つです)。

$ vi vicutpaste.txt ↵
"vicutpaste.txt" [新ファイル]                                  0,0-1        全て

vi コマンドでファイルを開きます。

始めに文字単位のカット・アンド・ペーストするために 1文字削除を削除する x コマンドと 1文字をペー
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図 5-7:画面

This is aa pen.

 That is book.

コマンド 内容

x 1文字カット(削除)

dd 1 行文字カット(削除)

yy 1 行コピー

p カーソルの次の文字または次の行にペースト(挿入)

P カーソルの前の文字または前の行にペースト(挿入)

u カットやペーストを 1 回取り消し

表 5-7:カット・アンド・ペースト



5.4　カット・アンド・ペースト

ストする p コマンド(paste コマンド)を使います。入力したサンプル文字列は pen の前の a が 2つに

なっていたり、bookの前に a がないなど間違えています。x コマンドで aa の a を 1文字削除してくださ

い。

x コマンドで削除した最後の文字はバッファと呼ばれる一時的な箱に入り、ペーストコマンドでバッファ

の字を利用できます。バッファの文字をペーストするには p コマンドを使います p コマンドはカーソルが

ある文字の後にバッファにある文字をペーストするコマンドです。カーソルを 2行目の is の次のスペー

ス(bookの 2つ前のスペース)へ移動してから、p を入力してください。

p コマンドはカーソルがある文字の後に文字をペーストしました。カーソルの前に文字をペーストしたい

ときは P コマンド(Paste コマンド)を使います。サンプル文字列の 2行目の先頭にあるスペースを削除

して 1 行目の先頭へコピーしてみましょう。カーソルを 2行目の先頭へ移動し、x コマンドでスペースを

削除し、カーソルを 1 行目の先頭へ移動して P を入力するとカーソルのある位置に文字がコピーされ

ます。

5.4.2      カット・アンド・ペースト  の取り消し  (  アンドゥ  )  

カットやペーストした後にカットやペーストを止めて、元に戻したいことがあります。テキストのカットやペー

ストなどのコマンドを実行しなかったとにするため、アンドゥコマンドを実行します。アンドゥするのは u コマン

ド(undo コマンド)です。

実習:文字のカット・アンド・ペーストの取りやめ

u を 2回押してカット・アンド・ペーストの取り止めを試してください(図 6-9に戻ります)。

新しく作ったテキストをファイルに保存して終了したいので:wqコマンドで終わります。

:wq ↵
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図 5-8:画面

This is a pen.

 That is  book.

図 5-9:画面

This is a pen.

 That is a book.

図 5-10:画面

 This is a pen.

That is a book.
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"vicutpaste.txt" [新] 2L, 32C 書込み

5.4.3      行のカット・アンド・ペースト  

行単位のカット・アンド・ペーストとコピー・アンド・ペーストの機能はコマンドモードで、行のカットをするコマ

ンドと、カットした文字列をペーストするコマンドを使います。

実習:1 行の文字列のカット・アンド・ペースト

vi コマンドで vicutlinepaste.txt ファイルを開き、サンプル文字列を入力してください。ここでは以下の

画面と同じになるように「i This is a pen.[Enter]That is a book.[Esc]」と入力しました(1 行目の行

頭にスペースがあり、2行目の行頭にスペースがありません)。

$ vi vicutlinepaste.txt ↵
"vicutlinepaste.txt" [新ファイル]                              0,0-1        全て

行単位でカットしたい場合は ddコマンドを使います。カットした行のテキストはバッファへ入るので、文

字をペーストした場合と同じく、p コマンドまたは P コマンドでペーストできます。1 行目と 2行目を入れ

替えたいので、1 行目を ddコマンドでカットし、p コマンドでペーストしてください。

新しく作ったテキストをファイルに保存して終了したいので:wqコマンドで終わります。

:wq ↵
"vicutlinepaste.txt" 2L, 32C 書込み

 5-78

↓

図 5-11:画面

 This is a pen.             「dd」コマンドを入力

That is a book.

That is a book.              「p」コマンドを入力

That is a book.

 This is a pen.



5.4　カット・アンド・ペースト

5.4.4      行のコピー・アンド・ペースト  

行単位で文字列をコピー・アンド・ペーストすることもできます。行単位でのコピーは yyコマンド(yankコマ

ンド)で、yyコマンドを実行した行の文字列はバッファに入ります。バッファ内のテキストは p または P で

ペーストできます。

実習:1 行の文字列のコピー・アンド・ペースト

vi コマンドで vicopypaste.txt ファイルを開き、サンプル文字列を入力してください。ここでは以下の画

面と同じになるように「i This is a pen.[Enter]That is a book.[Esc]」と入力しました(1 行目の行頭

にスペースがあり、2行目の行頭にスペースがありません)。

$ vi vicopypaste.txt ↵
"vicopypaste.txt" [新ファイル]                                 0,0-1        全て

2行目をコピーしたいので、2行目を yyコマンドでコピーし、p コマンドでペーストしてください。

ファイルを変更したので保存してから終了したいため、「:wq」コマンドで終わります。

:wq ↵
"vicopypaste.txt" [新] 3L, 48C 書込み
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↓

図 5-12:画面

 This is a pen.           (1)「yy」コマンドを入力

That is a book.           (2)「p」コマンドを入力

 This is a pen.

That is a book.

 This is a pen.
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コマンド 内容

x 1文字カット(削除)

dd 1 行文字カット(削除)

yy 1 行コピー

p カーソルの次の文字または次の行にペースト(挿入)

P カーソルの前の文字または前の行にペースト(挿入)

u カットやペーストを 1 回取り消し

表 5-8:ページ移動と行移動



5.5　置換と検索

5.5 置換と検索

巨大であったり、全体像を把握していないファイルはカーソル移動やページ移動のコマンドだけを駆使して

も目的の位置へたどりつけません。テキストファイルの中にある文字列を検索するコマンドを使うと、素早く

目的の位置に移動できます。関連したコマンドで、文字列を探して違う文字列に置き換える置換コマンドが

あります。

5.5.1      文字列  の  検索  

素早く編集するために大きなテキストの中から目的の文字列へカーソルを移動するコマンドを使います。

書式

/文字列↵

実習:文字列の検索

vi コマンドで/var/log/dmesg ファイルを開いてください。

$ vi /var/log/dmesg ↵
"/var/log/dmesg" [読込専用] 299L, 14056C

文字列を探すコマンドは/です。/コマンドの後に探したい文字列を入力し、↵ を入力するとカーソルが

文字列へ移動します。ここでは CPU を検索するように、「/CPU↵」を入力しました。
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コマンド 内容

/検索文字列 検索

n 下方向へ繰り返し検索

N 上方向へ繰り返し検索

:対象の行 s/検索文字

列/置換文字列/オプ

ション

置換

対象の行…m,n で m 行目～n 行目、%で全体、省略で現在の

行

オプション…g で 1 行にある複数を置換(省略可能)

表 5-9:検索と置換



5 章　エディタの使い方

ファイルの中には同じ文字列が複数現れることもあります。/コマンドで 1 回検索した文字列は、n コマ

ンドまたは N コマンドで繰り返し探せます。n キーを押すと 1 つ次の文字列を検索し、N キーは 1 つ前

の文字列を検索し、n キーまたは N キーを押した回数だけ検索できます。

ファイルを変更しないので、「:q!」コマンドで vi を終了させます。

:q! ↵
$ 

5.5.2      文字列  の  置換  

編集を楽にするために指定の文字列を探した後で、指定の文字列に置換できます。置換は文字列がみつ

かるだけ繰り返すこともできます。

書式

:対象の行s/検索文字列/置換文字列/オプション

文字列を置換するコマンドは「:対象の行 s/検索文字列/置換文字列/オプション」と記述できます。対

象の行とオプションを省略すると現在カーソルがある行が置換対象です。オプションに g を指定すると

1 行にある複数の検索文字列を置換します(g を指定しないと行ごとに 1 回だけ置換をします)。

実習:文字列の置換

vi コマンドで/var/log/dmesg ファイルを開いてください。ここで開くのはシステムのファイルなので保

存しないで終了するようにしてください。(ファイルを開くと前に検索をした結果が残っていますが、問題

ありません)
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図 5-13:画面 



5.5　置換と検索

$ vi /var/log/dmesg ↵
"/var/log/dmesg" [読込専用] 299L, 14056C

ここでは検索コマンドで「CPU」を探して 1 行だけ cpu に置き換えたいので、「/CPU[Enter]」で CPU

文字列を検索してから「:s/CPU/cpu/[Enter]」で 1箇所のみ置換してみます。

文字列の置換をするときに、複数を同時に置き換えられると便利な方法もあります。対象とする行が 1

～100行であれば、対象行に「1,100」と記述して範囲を指定できます。ファイル全体の置換をするとき

は、対象行に「%」と書きます。オプションを指定しないと 1 行の中で初めに見つかった 1 つの文字列だ

けを置換できます(1 行に 2つの CPU があるときは 1 つ目の CPU が置換され、2つ目の CPU は置

換されません)。g オプションを付けると 1 行の中にある全ての文字列を置換できます。全ての行を表

す%と 1 行中の全ての文字列を置換する g オプションを使うと、ファイルの中の全ての文字列が置換
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図 5-14:画面
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されます。ここでは全ての CPU を cpu に置換したいので、「:%s/CPU/cpu/g↵」と入力します。

ファイルを変更しないので、「:q!」コマンドで vi を終了させます。

:q! ↵
$ 
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図 5-15:画面 06-15a→b 検索して置換前と置換後



5.5　置換と検索

5.5.3      vi      コマンドを一番簡単に利用する方法  

vi コマンドを実行する場合はアルファベットと[Esc]と[Shift]と[Control]と↵ キーだけで全ての作業がで

きるようになっています。タッチタイピング(キーボードを見ることなく指先の感覚だけを頼りにしてキーを叩

く技能)を身に付けると最小の移動で全ての操作ができるので、ファイルを編集する作業であるプログラミ

ングもシステム管理も素早く対応できるようになります。

一方、インサートモードでもコマンドモードでも←↑↓→[BS]キーが使えるので、インサートモードへ移行す

る i コマンドと保存終了(:wq)コマンドさえ知っていれば、最低限の編集はできます。
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コマンド 内容

/検索文字列 検索

n 下方向へ繰り返し検索

N 上方向へ繰り返し検索

:対象の行 s/検索文字

列/置換文字列/オプ

ション

置換

対象の行…m,n で m 行目～n 行目、%で全体、省略で現在の

行

オプション…g で 1 行にある複数を置換(省略可能)

表 5-10:検索と置換

コマンド 内容

[Esc] コマンドモードへもどる

[Shift] 大文字入力

[Ctrl] 移動などのコマンドに使われる

0 コマンドモードで行頭へ

$ コマンドモードで行末へ

表 5-11:検索と置換



5 章　エディタの使い方

5.6 演習

1. /var/log/dmesg ファイルを開き、以下の 2～8を実行しましょう。

2. hjkl キーだけでカーソルを画面右下へ移動してみましょう。

3. [Ctrl]f だけでファイルの終わりへ移動してみましょう。

4. [Ctrl]bだけでファイルの初めへ移動してみましょう。

5. 行をコピーして 5 回ペーストしてみましょう。

6. 文字列のMemoryを検索してみましょう。

7. 文字列のBIOSを文字列の bios で置換してみましょう。

8. :q!で保存しないで終了してみましょう。
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5.7　章末テスト

5.7 章末テスト

1. 強制的に保存して終了するコマンドを何ですか？

2. 行末へ文字を挿入するコマンドは何ですか？

3. カーソルが左へ移動するキー(アルファベット)は何ですか？

4. カーソルが右へ移動するキー(アルファベット)は何ですか？

5. ファイルの終わりの行へ移動するコマンドは何ですか？

6. 10行から 99行を置換するには s コマンドの前に何と指定しますか？
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6章

管理者の仕事

システム管理に使うユーザとグループとパスワードについて理解

し、ユーザとグループを作成・変更・削除するコマンドやパスワード

を変更するコマンドを理解します。コマンドとして groupaddコマ

ンド、groupdel コマンド、gropmod コマンド、useradd コマン

ド、userdel コマンド、usermodコマンド、passwdコマンド、vipw

コマンド、vigr コマンド、su コマンド、sudoコマンドを説明します。/

etc ディレクトリにある passwdファイル、group ファイル、shadow

ファイル、gshadowファイルを説明します。

この章の内容

6.1 グループとユーザ

6.1.1 ユーザ

6.1.2ユーザの作成

6.1.3ユーザアカウントの修正

6.1.4ユーザの削除

6.1.5 グループ

6.1.6グループの作成

6.1.7グループの登録情報の変更

6.1.8グループを削除

6.2パスワードとパスワードファイル

6.2.1 パスワードファイル(/etc/passwd)

6.2.2グループファイル(/etc/group)

6.2.3パスワード

6.2.4シャドウファイル(/etc/shadow)

6.2.5 グループシャドウファイル(/etc/gshadow)

6.2.6シャドウファイルの修正

6.3用意されているユーザとグループ

6.3.1 一般のユーザとグループ

6.3.2root ユーザ

6.3.3root ユーザになる su コマンド

6.3.4root ユーザでコマンドを実行する sudo コマンド

6.4演習

6.5章末テスト



6 章　管理者の仕事

6.1 グループとユーザ

Linuxシステムが管理するメモリやファイルなどを利用するには利用権限が必要になります。

利用権限はユーザとユーザを束ねたグループの単位で定義され、ユーザとグループの取り扱いはシステ

ム管理の中の大きな仕事です。

利用権限として、コンピュータを使う権限やファイルを使う権限やプログラムを実行する権限などがありま

す。

グループとユーザを作成・変更・削除するコマンドは管理コマンドなので、管理者である root ユーザで実

行する必要があります。以降の章でも多くのシステム管理用のコマンドを実行する際は root ユーザで実

行してください。間違えて一般ユーザで実行しようとしても何も起こらないことも多く、 プロンプトが#となっ

ている場合は必ず root      ユーザ  を使う必要があります。学校などの環境によっては root ユーザを使えない

場合も多々ありますのでご了承ください。root ユーザになるコマンドについては、この章で後述します。

6.1.1      ユーザ  

メモリやファイルなどの様々な資源を利用するためにユーザという最小単位で権限を定義できます。

インストール時から用意されているユーザに加え、システム管理者が必要に応じてユーザを定義できます。

ユーザの定義は/etc/passwdファイルに記述します。

Linux では/etc/passwdファイルをエディタで直接編集せず、useraddコマンドで新しいユーザを追加

し、usermodコマンドでユーザの定義を変更し、userdel コマンドでユーザを削除することが推奨されてい

ます。

6.1.2      ユーザの  作成  

新しくユーザを作成するには useraddコマンドを使います。

ユーザには数字であるユーザ IDを割り振ります。

ユーザは必ずグループに所属します。

書式

useradd  ユーザ名

●ユーザの作成

新しいユーザを作成します。
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オプション

-c コメント

コメント(文字列)を指定します。

-g グループ名

プライマリグループ名を指定します。グループ名は/etc/group ファイルで定義したグループ名で

す。

-G グループ名

補助グループを指定します。

-h

ホームディレクトリを指定します。

-s

シェルを指定します。デフォルトで/bin/bash が指定されているディストリビューションが多く、ログ

インしないユーザは nologin を指定するなどします。

-u ユーザID番号

ユーザ ID番号を指定します。

実習：ユーザの作成

ユーザ ID番号が 1001 のユーザが/etc/passwdファイルに登録されているか調べます。

users グループに所属するユーザ IDが 1001 の penguin ユーザを作ります。

/etc/passwdファイルに penguin ユーザが作成されたか grep コマンドで調べてください。

# grep 1001 /etc/passwd ↵      当てはまる行がなければユーザが未登録

# useradd -g users -u 1001 penguin ↵                                ユーザを作成

# grep penguin /etc/passwd ↵                              作成されたユーザを表示

penguin:x:1001:100::/home/penguin:/bin/bash

6.1.3      ユーザ  アカウントの修正  

ユーザのアカウントを修正するには usermodコマンドを使います。

書式

usermod  ユーザ名

●ユーザのアカウントを修正
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ユーザアカウントを変更します。

オプション

-c コメント

コメント(文字列)を修正します。

-g グループ名

プライマリグループ名を修正します。グループ名は/etc/group ファイルで定義したグループ名です。

-G グループ名

補助グループを修正します。

-l ユーザ名

既存のユーザ名を修正します。

-u ユーザID番号

ユーザ ID番号を修正します。

実習：ユーザアカウントのコメントの修正

penguin ユーザのコメントを調べてから、コメントを指定します。

penguin ユーザのコメントが追加されているかを確認してください。

# grep penguin /etc/passwd ↵                              ユーザアカウントを表示

penguin:x:1001:100::/home/penguin:/bin/bash

# usermod -c "Linux Professional Institute Certification" penguin ↵   コメント追加

# grep penguin /etc/passwd ↵      ユーザアカウントを表示して修正を確認

penguin:x:1001:100:Linux  Professional  Institute 

Certification:/home/penguin:/bin/bash

#

6.1.4      ユーザ  の削除  

ユーザを削除するには userdel コマンドを使います。

書式

userdel ユーザ名

●ユーザを削除
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ユーザアカウントを削除します。

実習：ユーザアカウントの削除

penguin ユーザの情報を表示してから、lpic ユーザを削除します。

penguin ユーザが登録されていないことを確認してください。

# grep penguin /etc/passwd ↵         登録されているpenguinユーザの情報を表示

penguin:x:1001:100:Linux  Professional  Institute 

Certification:/home/penguin:/bin/bash

# userdel penguin ↵                                          penguinユーザを削除

# grep penguin /etc/passwd ↵                           penguinユーザの情報を表示

#              ユーザが削除されたので1行も表示されません

6.1.5      グループ  

複数のユーザの権限をまとめて扱うためにグループを使い、ユーザは必ず 1 つ以上のグループに所属し

ています。主に所属するグループをプライマリグループと呼びます。

最初から用意されているグループに加え、システム管理者が必要に応じてグループを定義できます。

グループの定義は/etc/group ファイルに記述します。

Linux では/etc/group ファイルをエディタで直接編集せず、groupaddコマンドで新しいグループを追

加し、groupmodコマンドでグループの定義を変更し、userdel コマンドでグループを削除することが推奨

されています。

6.1.6      グループの  作成  

新しくグループを作成するには groupaddコマンドを使います。

グループには数字のグループ IDを割り振ります。

groupaddコマンドは管理コマンドなので root ユーザで実行する必要があります。

書式

groupadd  グループ名

●グループを作成

新しいグループを作成します。
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オプション

-g グループID番号

グループ ID番号を指定します。

実習：新しく自分が使うグループの作成

グループ ID1001 が/etc/group ファイルに登録されているか調べます。

グループ ID1001 の lpic グループを追加します。

/etc/group ファイルに lpic グループが作成されたか grep コマンドで調べてください。

# grep 1001 /etc/group ↵                           グループが未登録か確認

# groupadd -g 1001 lpic ↵                               新しい lpicグループを作

成

# grep lpic /etc/group ↵                                  作成したグループを表示

lpic:x:1001:

#

6.1.7      グループの登録情報  の  変更  

グループの定義を変更するには groupmodコマンドを使います。

書式

groupmod グループ名

●グループの設定を変更

登録されているグループの情報を変更します。

オプション

-n 変更するグループ名

既存のグループ名を変更します。

-g グループID

既存のグループ IDを変更します。
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実習：登録したグループ名の変更

lpic グループの情報を表示します。

lpic グループの名前を linux に変更します。

linux グループの情報を確認してください。

# grep lpic /etc/group ↵                            登録されているグループの表示

lpic:x:1001:

# groupmod -n linux lpic ↵                                    グループの名前変更

# grep linux /etc/group ↵                         変更されたグループの表示

linux:x:1001:

#

6.1.8      グループを削除  

グループを削除するには groupdel コマンドを使います。

書式

groupdel グループ名

●グループを削除

登録されているグループの情報を削除します。

ユーザ所属していないグループのみ削除できます。

実習：登録したユーザの削除

linux グループを作成してから、linux グループを削除します。

linux グループが削除されていることを確認してください。

# grep 1001 /etc/group ↵                     登録されているグループの情報の表示

# groupadd -g 1001 linux ↵                                       グループの作成

# grep linux /etc/group ↵                               作成されたグループを確認

linux:x:1001:

# groupdel linux ↵                                                グループを削除

# grep 1001 /etc/group ↵                                削除されたグループを確認

#           グループが削除されたので1行も表示されません
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6.2 パスワードとパスワードファイル

グループの定義は/etc/group ファイル(グループファイル)に、ユーザの定義は/etc/passwdファイル

(パスワードファイル)に記述されています。

ユーザを利用するにはパスワードが必要で、パスワードは/etc/shadowファイル(シャドウファイル)に暗号

化されて記述します。

パスワードの変更は passwdコマンドを使い、グループファイルとグループのパスワードファイルを直接編

集したい場合は vigr コマンドを使い、ユーザファイルとパスワードファイルを直接編集したい場合は vipw

コマンドを使います。

6.2.1      パスワードファイル  (/etc/passwd)  

ユーザの情報は/etc/passwdファイル(パスワードファイル)に保存され、1 行に 1 ユーザの情報を:で区

切って記述します。

パスワードファイルに登録された 1 ユーザの内容(1 行)は次の様になります。

account:password:UID:GID:GECOS:directory:shell
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6.2　パスワードとパスワードファイル

account

そのシステムでのユーザ名。大文字を含まないようにする。 

password

以前はユーザの暗号化されたパスワード、現在は 'x' です。

UID

ユーザ ID 番号。 

GID

ユーザが属するプライマリグループ ID 番号。 

GECOS(General Electric Comprehensive Operating System)

ユーザ名前またはコメントのフィールド

directory

ユーザの $HOME ディレクトリ。 

shell 

ログイン時に起動されるユーザのコマンドインタプリタ

従来はパスワードファイルに暗号化されたパスワードを記述していましたが、多くのディストリビューション

はセキュリティを考慮してシャドウファイルにパスワードを記述しています。 パスワードファイルはエディタで

直接編集せず、useraddコマンドなどのコマンドを使って操作することが推奨されます。

6.2.2      グループファイル  (/etc/group)  

グループの情報は/etc/group ファイル(グループファイル)に保存され、1 行に 1 グループの情報を:で区

切って記述します。

グループファイルに登録された 1 つのグループの内容(1 行)は次の様になります。

group_name:password:GID:user_list
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group_name

グループの名前。 

password

以前は暗号化されたグループのパスワード、またはパスワードが不要なら空欄

GID

グループ ID番号 

user_list

グループに所属するユーザ名のリスト。それぞれのユーザ名はコンマで区切られる。

グループファイルはエディタで直接編集せず、groupaddコマンドなどのコマンドを使って操作することが

推奨されます。

6.2.3      パスワード  

ユーザの権限を使うにはユーザ名とパスワードを使って認証します。

一番身近な認証の例として、ターミナルなどのコンソール端末で認証する操作があり、認証することをログ

インと呼びます。

登録したユーザはパスワードを登録するとログインできるようになります。

ユーザのパスワードを登録・変更するには passwdコマンドがあります。

パスワードの登録にはパスワードが必要なので、初めてパスワードを変換するのはシステム管理のための

root ユーザ(スーバーユーザ)である必要があります。

グループのパスワードを登録・変更するには gpasswdコマンドがあります。

書式

passwd [ユーザ名]

●ユーザのパスワード登録と変更

ユーザのパスワードを登録したり、変更します。

gpasswd [グループ名]

●グループのパスワード登録と変更

グループのパスワードを登録したり、変更します。
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実習：パスワードの設定

root ユーザで、penguin ユーザのパスワードを変更します。

パスワードが変更できたら、コンソールから一回ログアウトし、再びログインをしてください。

# passwd penguin ↵                                                パスワード変更

Changing password for user penguin.

New UNIX password: xxxxxxxx↵                                    パスワードを入力

Retype new UNIX password: xxxxxxxx↵                     同じパスワードを再度入力

passwd: all authentication tokens updated successfully.

# exit ↵                                                        rootユーザを終了

CentOS release 5 (Final)

Kernel 2.6.18-53.el5 on an i686

localhost login:  penguin↵                                        ユーザ名を入力

Password: xxxxxxxx↵                                             パスワードを入力

Last login: Sat Feb 9 12:21:09 on tty1

$                                     ログインに成功するとプロンプトが表示される

パスワードは a～zA～Z0～9./の組合せで 6文字以上 8文字以下の文字列が推奨です。

パスワードは英単語の組合せだけでなく数字を掛け合わせるなどの工夫をして、他人から推測されな

いようなものを設定します。

6.2.4      シャドウファイル  (/etc/shadow)  

ユーザのパスワードはパスワードファイルではなく、シャドウファイル(/etc/shadow)に保存されます。

シャドウファイルに登録された 1 つのユーザ(1 行)の内容は次の様になります。

account:password:last_changed:may_be_changed:must_be_changed:warned:expires:disa

bled:reserved
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account

ユーザ名 

password

暗号化されたパスワード

last_changed

1970 年 1 月 1 日から、最後にパスワードが変更された日までの日数 

may_be_changed

パスワードが変更可能となるまでの日数 

must_be_changed:

パスワードを変更しなくてはならなくなる日までの日数 

warned

パスワード有効期限が来る前に、ユーザが警告を受ける日数 

expires

パスワード有効期限が過ぎ、アカウントが使用不能になるまでの日数 

disabled

1970 年 1 月 1 日からアカウントが使用不能になる日までの日数 

reserved

予約フィールド

シャドウファイルはエディタで直接編集しないことが推奨されます。日付に使われている基準の 1970年

1月 1日は UNIXシステムが基準としている時間です。

6.2.5      グループシャドウファイル  (/etc/gshadow)  

グループのパスワードはグループファイルではなく、グループシャドウファイル(/etc/gshadow)ファイルに

保存されます。

グループシャドウファイルに登録された 1 つのグループ(1 行)の内容は次の様になります。

group_name:password:administrator_list:member_list
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6.2　パスワードとパスワードファイル

group_name

グループ名

password

暗号化されたパスワード

administrator_list

グループに所属する管理ユーザのリスト。それぞれのユーザ名はコンマで区切られる。

member_list

グループに所属するユーザ名のリスト。それぞれのユーザ名はコンマで区切られる。

グループシャドウファイルはエディタで直接編集しないことが推奨されます。

6.2.6      シャドウファイルの修正  

パスワードファイル(/etc/passwd)とシャドウファイル(/etc/shadow)を直接編集する場合には vipwコマ

ンドを使い、グループファイル(/etc/group)とグループシャドウファイル(/etc/gshadow)を直接編集する

場合には vigr コマンドを使います。

実習：パスワードファイルの編集

penguin ユーザを作り、ユーザのアカウントを編集してコメント欄に「LPIC」追加します。

/etc/passwdファイルの penguin ユーザのコメントが書き換えられたかを確認してください。

# useradd -u 1003 penguin ↵                                         ユーザを作成

# vipw ↵ ユーザのコメント欄を編集して「コメント欄にLPICを追加」

# grep penguin /etc/passwd ↵                            ユーザのコメント欄を確認

penguin:x:1003:100:LPIC:/home/penguin:/bin/bash

#
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6.3 用意されているユーザとグループ

Linux はインストールして直ぐに利用できるように、ユーザと、そのユーザが所属するグループが用意され

ています。インストール時に用意されるユーザとグループは、サービスと呼ばれるプログラム単位で用意さ

れています。

ユーザやグループは必要に応じて追加できるので、システム的な管理が重要です。

6.3.1      一般のユーザとグループ  

サービスというプログラムで利用されるためのユーザ、プログラムを管理するためのユーザなどが Linux

をインストールしたときに作られます。

プログラムに対して人間が Linux を使うには個別(1 人に 1 つ)のユーザを作ることになります。

インストール時に用意されているグループの多くはインストール時に作られるユーザと対で作られていま

す。

グループは複数のユーザをまとめるためにあり、個別のユーザを利用部署などの単位でグループ化するな

どの必要があるでしょう。

ユーザとグループは IDが使われるので計画的に作成し、番号を管理する必要があります。

プログラムに対して人間が使うユーザのグループとして users(や user)が始めから用意されているでしょ

う。

6.3.2      root      ユーザ  

システム設定を変更したり、プログラムをインストールしたり、ユーザを作成・削除するために root ユーザ

(root グループ)を使います。

root ユーザは管理作業のためのユーザで、制限がない特別なユーザです。

●全てのファイルを読み書き実行できます。

●全てのプログラムを停止できます。

必要な利用者のみが root を使う制限をするために、root ユーザのパスワードの厳格な管理が必要です。

6.3.3      root      ユーザになる      su      コマンド  

root ユーザでログインすると、システム管理用のコマンドを実行することができます。

複数人で Linuxシステムを管理している場合は、root ユーザで直接ログインして作業をすると、root ユー

ザとしての履歴だけが残り、誰がどんな作業をしたのかの履歴が残りません。

一般ユーザから root ユーザへ切り替えると、root ユーザで作業を開始した時間などは直ぐにわかります。

安全や管理を考えると、一般のユーザでログインしてから root ユーザの権限を取得し、システム作業する

ことが望ましいでしょう。

一般のユーザから root ユーザに移行するコマンドは su コマンドです。
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書式

su [ユーザ]

●ユーザになるコマンド

指定ユーザでシェルを実行し、指定ユーザでの作業ができる環境を提供します。

Linux ディストリビューションによっては root ユーザになる一般ユーザを制限できます。

オプション

-

スタートアップファイルを読み込んで実行します

rootユーザになる

ユーザ名を指定しないと認証が成功すれば root ユーザになれます

他のユーザになる

ユーザ名を指定すると認証が成功すれば指定ユーザになれます

su コマンドでは指定されたユーザまたは root ユーザでシェルを実行します。

パスワードを問い合わせてくる認証に成功すれば、指定ユーザでになったかのように作業できます。

実習：root ユーザになる su コマンドの実行

$ su - ↵                                                        rootユーザへ移行

# cat /var/log/messages ↵               rootユーザで見れるmessageファイルを表示

Mar 20 08:51:46 localhost syslogd 1.4.1: restart.

Mar 20 08:51:46 localhost kernel: klogd 1.4.1, log source = /proc/kmsg started.

　　　・

　　　・

　　　・

# exit ↵                                    rootユーザを終了して一般ユーザへ移行

$ cat /var/log/messages ↵               rootユーザで見れるmessageファイルを表示

cat: /var/log/messages: 許可がありません                       エラー

ディストリビューションにより、su コマンドを使うユーザが、wheel グループに所属する必要があります。

6.3.4      root      ユーザでコマンドを実行する      sudo      コマンド  

指定したユーザの権限でコマンドを実行するには sudo コマンドを使います。

sudo コマンドが使える様に/etc/sudoers ファイルを設定する必要があります。
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/etc/sudoers ファイルは visudo コマンドで編集します。

書式

sudo コマンド

●root ユーザでコマンドを実行

root ユーザの権限で指定されたコマンドを実行します。

オプション

-u ユーザ

ユーザでコマンドを実行します。

実習：一般ユーザから管理コマンドの実行

sudo を使いたい penguin ユーザをwheel グループの所属にします。

visudo コマンドで/etc/sudoers ファイルを編集して wheel グループの定義を有効にします。su コマ

ンドで penguin ユーザに移行してから sudo コマンドを試してください。

# vigr ↵                                     wheelグループにpenguinユーザを追加

wheel:x:10:root

↓

wheel:x:10:root,penguin

# visudo ↵                                             wheelグループを有功に設定

# %wheel        ALL=(ALL)       ALL

↓

  %wheel        ALL=(ALL)       ALL

# su - penguin ↵          パスワード無しで一般ユーザへ移行

$ sudo visudo ↵       一般ユーザでvisudoを実行可能

/etc/sudoers ファイルでwheel グループがパスワードを入力しなくても sudo コマンドを実行できる

定義の行はコメントされていて、以下の部分です。

wheel の定義を有効にするためには行頭の#を削除します。

# %wheel        ALL=(ALL)       NOPASSWD: ALL
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6.4 演習

1. グループ IDが 1200の dog グループを作ってみましょう。

2. 作成した dog グループを削除してみましょう。

3. ユーザ IDが 1100で users グループに所属する xoops ユーザを作ってみましょう。

4. xoops ユーザのコメントを「Xoops Cube」に変更してみましょう。

5. vipwコマンドで xoops ユーザを削除してみましょう。

6. su コマンドで root ユーザになって/var/log ディレクトリのファイルを見てみましょう。
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6.5 章末テスト

1. groupmodコマンドの-g オプションの働きを説明してみましょう。

2. usersaddコマンドの-Gオプションの働きを説明してみましょう。

3. パスワードファイルの 5 つの項目を説明してみましょう。

4. シャドウファイルの 9つの項目を説明してみましょう。

5. su コマンドに-オプションを付けない場合と付ける場合の違いは何ですか？

6. sudo コマンドの働きを説明してみましょう。
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7章

ユーザ権限とアクセス権

ディレクトリとファイルの所有者と所有権について理解します。ファ

イル所有者と所有権を設定・変更するコマンドとして chown コマ

ンド、chmodコマンド、chgrp コマンドを説明します。

この章の内容

7.1 ファイルの所有者と所有グループ

7.1.1所有者の変更

7.1.2所有グループの変更

7.2ファイルのモード

7.2.1 ファイルのモード

7.2.2ファイルのモード変更

7.2.3ファイル作成のモード

7.3演習

7.4章末テスト



7 章　ユーザ権限とアクセス権

7.1 ファイルの所有者と所有グループ

ファイル作成者のユーザ IDとグループ IDがファイルの所有者と所有グループとなります。

所有者と所有グループはファイルの情報として重要な属性です。

所有者は chown コマンドで変更でき、所有グループは chgrp コマンドで変更できます。

7.1.1      所有者  の  変更  

ファイル所有者は chown コマンドでの変更できます。

書式

chown ユーザ[.グループ] ディレクトリ

chown ユーザ[.グループ] ファイル

root ユーザがユーザとグループを変更できます。

ディレクトリとファイルは区別なく変更できます。

ユーザとグループの区切りに:を使うことも可能です。

オプション

-R

ディレクトリを対象にします。ディレクトリの中のディレクトリやファイルを再帰的にたどって変更しま

す。

実習:所有者の変更

# ls -l /usr|grep bin ↵                         現在の所有者と所有グループを表示

drwxr-xr-x   2 root root 69632  3月 27 20:07 bin  rootユーザ/rootグループの所有

drwxr-xr-x   2 root root 16384  3月 27 20:07 sbin rootユーザ/rootグループの所有

# chown mail /usr/bin ↵                                   mailユーザの所有に変更

# chown mail.news /usr/sbin ↵                mailユーザ/newsグループの所有に変更

# ls -l /usr|grep bin ↵                       変更後の所有者と所有グループを表示

drwxr-xr-x   2 mail root 69632  3月 27 20:07 bin               mailユーザの所有

drwxr-xr-x   2 mail news 16384  3月 27 20:07 sbin mailユーザ/newsグループの所有

# chown root /usr/bin ↵                               変更前の所有グループに戻す

# chown root:root /usr/sbin ↵                         変更前の所有グループに戻す

注）上記の変更は問題がないとは考えられますが、試した場合には元の所有者(root ユーザ,root グ

ループ)に戻してください。
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7.1　ファイルの所有者と所有グループ

実習：一般ユーザと root ユーザでファイル所有者を変更

一般ユーザでファイルを作成し、所有者の変更を試みます。

root ユーザに移行し、所有者の変更を試みます。

ファイルの所有者が変更されているか確認してください。

$ touch user ↵                                                    ファイルを作成

$ ls -l user ↵                              ファイルの所有者と所有グループを表示

-rw-r--r-- 1 penguin lpic 0  2月  9 12:39 user  現在の所有はユーザ penguin/lpic グループ

$ chown nobody user ↵                         一般ユーザでファイルの所有者を変更

chown: `users' の所有権を変更中: 許可されていない操作です      一般ユーザで変更不可エラー

$ su ↵                                                          rootユーザへ移行

パスワード: xxxxxxxx↵                                 rootユーザのパスワード入

力

# chown nobody user ↵                                    binユーザへ所有者を変更

# ls -l user ↵                      変更後の所有者を表示

-rw-r--r-- 1 nobody lpic 0  2月  9 12:39 user

3行目で表示される所有ユーザ penguin と所有グループ lpic は、現在コマンドを入力しているあなた

のユーザとグループになります。

7.1.2      所有グループ  の  変更  

ファイルの所有グループは chgrp コマンドで変更できます。

書式

chgrp グループ ディレクトリ

chgrp グループ ファイル

グループを変更できます。

ディレクトリとファイルは区別なく変更できます。

オプション

-R

ディレクトリを対象にします。ディレクトリの中のディレクトリやファイルを再帰的に変更します。

実習：ファイル所有グループの変更

# ls -l /bin/ls ↵                               現在の所有者と所有グループを表示 
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-rwxr-xr-x 1 root root 93560  3月 22  2007 /bin/ls

# chgrp mail /bin/ls ↵                                  mailグループの所有に変更

# ls -l /bin/ls ↵                               現在の所有者と所有グループを表示 

-rwxr-xr-x 1 root mail 93560  3月 22  2007 /bin/ls

# chgrp root /bin/ls ↵                               変更前の所有グループに戻す

注）上記の変更は問題ないとは考えられますが、試した場合には元の所有グループ(root グループ)に

戻してください。

実習：一般ユーザと root ユーザでファイル所有グループを変更

一般ユーザでファイルを作成し、

$ touch groups ↵                                                  ファイルを作成

$ ls -l groups ↵                                    ファイルの所有グループを表示

-rw-r--r-- 1 penguin lpic 0  2月  9 12:39 groups           現在の所有グループ

$ chgrp nobody groups ↵                 一般ユーザでファイルの所有グループを変更

chgrp: changing group of `groups': 許可されていない操作です 一般ユーザで変更不可エラー

$ su ↵                                                          rootユーザへ移行

パスワード: xxxxxxxx↵                rootユーザのパスワード入力

# chgrp nobody groups ↵                       nobodyグループへ所有グループを変更

# ls -l groups ↵                                      変更後の所有グループを表示

-rw-r--r-- 1 penguin nobody 0  2月  9 12:39 groups
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7.2　ファイルのモード

7.2 ファイルのモード

ファイルはファイルを所有するユーザ、ファイル所有グループからファイル所有者を除いたユーザ、その他

のユーザの 3つのレベルで権限を設定できます。

ファイルにはユーザで分けた 3つのレベルごとに読み、書き、実行の 3つの権限があります。

ファイルのモードを変更するには chmodコマンドを使います。

7.2.1      ファイルのモード  

ファイルのモードとしては読み書き実行の 3つの権限があります。

所有ユーザ、所有グループで所有者以外のユーザ、所有グループ以外のユーザごとに 3つの権限を設定

できます。

ls コマンドに-l オプションを付けて表示される 1 つ目のカラムがファイルのモードを示しています。

モードを表す 1 つ目のカラムは次の様になります。

RWX は、ユーザとグループとその他の 3つに対して指定できます。R が表示されればファイルの読み込
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1文字目 ディレクトリ(d)やシンボリックリンク(l)やファイル(-)です。

2～4文字目 所有ユーザの読み書き実行(rwx)

5～7文字目 所有グループで所有者を除くユーザの読み書き実行(rwx)

8～10文字目 所有グループ以外のユーザの読み書き実行(rwx)

表 7-1:ファイルモードのカラムの意味

図 7-1:ファイルモード

r 読み込み(Read)

w 書き込み(Write)

x 実行(eXecute)またはディレクトリへの移動

表 1-1:RWX の意味



7 章　ユーザ権限とアクセス権

みが可能で、Wが表示されればファイルの書き込みが可能です。X が表示されればファイルをプログラム

として実行できるか、または、ディレクトリであればディレクトリへ移動できます。

実習：ファイル所有グループの確認

ファイルのモードを確認してください。

システムのディレクトリのモードを確認してください。

$ ls -l .bashrc ↵
-rw-r--r-- 1 penguin linux 124  2月  6 02:44 .bashrc# 所有者が読み書き,所有グ

ループが読み,その他が読み

$ ls -l /usr

合計 272 # /usrディレクトリにあるディレクトリは全てのユーザが読み実行可能で所

有者(root)が書き込み可能

drwxr-xr-x   3 root root  4096  2月  6 01:45 X11R6

drwxr-xr-x   2 root root  4096  2月  8 13:07 arc

drwxr-xr-x   2 root root 69632  2月  9 04:02 bin

drwxr-xr-x   2 root root  4096  3月 30  2007 etc

drwxr-xr-x   2 root root  4096  3月 30  2007 games

drwxr-xr-x  84 root root 12288  2月  6 02:04 include

drwxr-xr-x   6 root root  4096 11月 11 11:39 kerberos

drwxr-xr-x 108 root root 69632  2月  7 11:41 lib

drwxr-xr-x  13 root root  4096  2月  9 04:02 libexec

drwxr-xr-x  11 root root  4096  2月  6 01:43 local

drwxr-xr-x   2 root root 16384  2月  7 11:41 sbin

drwxr-xr-x 226 root root 12288  2月  6 02:05 share

drwxr-xr-x   5 root root  4096  2月  6 08:52 src

lrwxrwxrwx   1 root root    10  2月  6 01:43 tmp -> ../var/tmp

7.2.2      ファイルのモード変更  

ファイルのモードを変更するには chmodコマンドを使います。

書式

chmod モード[,モード]... ディレクトリ

chmod モード[,モード]... ファイル

chmod 8進数表記のモード ディレクトリ

chmod 8進数表記のモード ファイル

ファイルのモードを所有ユーザと所有グループとそれ以外のユーザについて設定します。

モード指定の書き方で次の 2通りの記述方法があります。
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●モードの書式を複数書いてカンマで区切って並べます

●8進数 3桁で各ユーザのレベルを列挙します

オプション

-R

ディレクトリを対象にします。ディレクトリの中のディレクトリを再帰的に(ディレクトリの中にディレクト

リがあれば、中のディレクトリを全てたどって)変更します。

モードは次の様に u(所有ユーザ)g(所有グループ)o(その他のユーザ)に対して r(読み)w(書き)x(実行

またはディレクトリの変更)を設定したり(=)加えたり(+)取り消したり(-)します。ugo の全てに同じ権限を

指定するときは a を指定します。

実習：ファイルモードの変更

ユーザのファイルのモードを確認します。ファイルのモードを変更し、モードを再確認してください。

-rw-r--r--を rw-rw-r--としたい場合は、グループのw(書き込み権限)を加えたいので g+w

-rw-rw-r--を--w-rw-rw-としたい場合は、ユーザの r(読み込み権限)を取り除き、その他のw(書き込み

権限)を加えたいので u-r,o+w

--w-rw-rw-を--w-rwxrwx としたい場合は、グループとその他に x(実行権限)を加えたいので go+x

$ touch chownfile ↵                                               ファイルを作成

$ chmod u+rw-x,go+r-wx chownfile ↵           ファイルモードを「rw-r--r--」に変更

$ ls -l chownfile ↵                                         ファイルモードを表示

-rw-r--r-- 1 penguin lpic 124  3月 27 19:09   chownfile

$ chmod g+w chownfile ↵                          グループにw(書き込み権限)を追加

$ ls -l chownfile ↵                                         ファイルモードを表示

-rw-rw-r-- 1 penguin lpic 124  3月 27 19:09   chownfile
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$ chmod u-r,o+w chownfile ↵      ユーザから r(読み込み権限)を除去、その他に w(書き込み権限)を追加

$ ls -l chownfile ↵                                         ファイルモードを表示

--w-rw-rw- 1 penguin lpic 124  3月 27 19:09   chownfile

$ chmod go+x chownfile ↵                     グループとその他にx(実行権限)を追加

$ ls -l chownfile ↵                                         ファイルモードを表示

--w-rwxrwx 1 penguin lpic 124  3月 27 19:09   chownfile

実習：ファイルモードを 8進数で変更

ユーザのファイルのモードを確認します。ファイルのモードを変更し、モードを再確認してください。

-rw-r--r--(8進数で 644)を rw-rw-r--としたい場合は 8進数の 664を指定し、

-rw-rw-r--(8進数で 664)を--w-rw-rw-としたい場合は 8進数の 466を指定し、

--w-rw-rw-(8進数で 466)を--w-rwxrwx としたい場合は 8進数の 477を指定してください。

$ touch chownfile ↵                                               ファイルを作成

$ chmod u+rw-x,go+r-wx chownfile ↵           ファイルモードを「rw-r--r--」に変更

$ ls -l chownfile ↵                                         ファイルモードを表示

-rw-r--r-- 1 penguin lpic 124  3月 27 19:09   chownfile

$ chmod 664 chownfile ↵                               ファイルモードを664に変更

$ ls -l chownfile ↵                                         ファイルモードを表示

-rw-rw-r-- 1 penguin lpic 124  3月 27 19:09   chownfile

$ chmod u-r,o+w chownfile ↵                           ファイルモードを466に変更

$ ls -l chownfile ↵                                         ファイルモードを表示

--w-rw-rw- 1 penguin lpic 124  3月 27 19:09   chownfile

$ chmod go+x chownfile ↵                              ファイルモードを477に変更

$ ls -l chownfile ↵                                         ファイルモードを表示

--w-rwxrwx 1 penguin lpic 124  3月 27 19:09   chownfile

モードの指定に関連して、setuidビットと setgidビットと sticky(スティッキー)ビットという、かなり特殊

な(落ち着いて考えないと難しい)属性があります。setuidビットが付いたプログラムは実行すると所有

者が実行した場合と同じです。setgidビットが付いたプログラムは実行すると所有グループが実行し

た場合と同じです。具体的に書くと、root ユーザ所有のプログラムを一般ユーザで実行すると、root

ユーザが実行した場合と同じ動作をします。

stickyビットが付いたファイルは所有者以外が削除できなくなり、実行したプログラムが終了した後も

プログラムがメモリに残ります。

setuidビットと setguidビットは+s で有効-s で無効に、stickyビットは+t で有効-t で無効になります。

実習：ファイルモードで setuid/setgid/stickyの変更・確認

ユーザのファイルのモードで、setuidビットと setgidビットと stickyビットを確認します。

$ touch idbitfile ↵                                               ファイルを作成
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$ chmod u+rw-x,go+r-wx idbitfile ↵           ファイルモードを「rw-r--r--」に変更

$ ls -l idbitfile ↵                             idbitfile のファイルモードを表示

-rw-r--r-- 1 penguin lpic 0  3月 28 07:58 idbitfile

$ chmod u+s idbitfile ↵                                       setuidビットを追加

$ ls -l idbitfile ↵                                         ファイルモードを表示

-rwSr--r-- 1 penguin lpic 0  3月 28 07:58 idbitfile

$ chmod u-s,g+s idbitfile ↵              setuidビットを除去、setgidビットを追加

$ ls -l idbitfile ↵                                         ファイルモードを表示

-rw-r-Sr-- 1 penguin lpic 0  3月 28 07:58 idbitfile

$ chmod +t idbitfile ↵                          sticky(スティッキー)ビットを追加

$ ls -l idbitfile ↵                                         ファイルモードを表示

-rw-r-Sr-T 1 penguin lpic 0  3月 28 07:58 idbitfile

7.2.3      ファイル作成のモード  

シェルの内部コマンドで作成するファイルのモードを制限できます。

作成ファイルのモードは umaskコマンドで制限します。

書式

umask [8進数のモードのマスク値]

●モードを表示

ファイル作成をするときにファイルに付与されるファイルモードを制限するマスク(Masking)値の定義

を表示します。モードを指定しないと現在指定されているマスクの値が表示されます。

●モードを設定

ファイル作成をするときにファイルに付与されるファイルモードを制限するマスク(Masking)値(8進数)

を指定します。指定された数字をビット反転させ、作成時に指定されるモードとAND演算した値が作

られるファイルのモードとなり、3桁(3 ビット/1桁)のみが有効です。
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実習：umaskを変更してファイルを作成

umaskを確認後にファイルを作ります。

umaskを 070にした後にファイルを作ります。

umaskを 072にした後にファイルを作ります。

最後に作成した 2つのファイルのモードを確認してください。

$ umask ↵                                                   現在のマスク値を表示

0022

$ touch umask0022 ↵                                               ファイルを作成

$ umask 070 ↵                                                マスク値を070に変

更

$ touch umask0070 ↵                                               ファイルを作成

$ umask 072 ↵                                                マスク値を072に変

更

$ touch umask0072 ↵                                               ファイルを作成

$ ls -l test00* ↵                                 作成したファイルのモードを確認

-rw-r--r-- 1 penguin lpic 0  3月 22 13:49 umask0022

-rw----rw- 1 penguin lpic 0  3月 22 13:50 umask0070

-rw----r-- 1 penguin lpic 0  3月 22 13:50 umask0072

touch コマンドはモードが 0666のファイルを作ろうとするので、umaskによりマスクされて上記の

モードのファイルができます。
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7.3 演習

1. chown コマンドで/bin/vi ファイルの所有者を自分にしてから元に戻してみましょう。

2. chgrp コマンドで/sbin/fsckファイルの所有グループを users にしてから元に戻してみましょう。

3. chmodコマンドで/var/tmp ディレクトリのパーミッションを 700にしてから元に戻してみましょ

う。

4. root ユーザで/sbin/fdiskに setuidビットと setgidビットを付け、

一般ユーザで-l オプションを付けて実行してみましょう。

5. root ユーザで/sbin/fdiskから setuidビットと setgidビットを除去してみましょう。
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7.4 章末テスト

1. chown コマンドの-R オプションを説明してみましょう。

2. chmodコマンドで使われる setuidビットと setgidビットを説明してみましょう。

3. chmodコマンドで使われる stickyビットを説明してみましょう。

4. Chmodコマンドで使うパーミッションの記述で 8進数の 740の意味を説明してましょう。

5. umaskの意味を説明してみましょう。
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8章

シェルスクリプト

シェルにより入力するコマンドは、シェルスクリプトにより順次実行

可能な形式になります。それを応用することにより、コマンド入力に

よる作業を自動化することが可能です。その際に必要な技術であ

る、シェルスクリプトを学習しましょう。

この章の内容

8.1シェルとシェルスクリプト

8.2プログラミング

8.2.1 プログラムとは

8.2.2プログラムの例

8.2.3プログラムの要素

8.3シェルスクリプトの作成

8.3.1シェルスクリプトの作成

8.3.2変数

8.3.3echo コマンド

8.3.4readコマンド

8.3.5変数の一覧と削除

8.3.6シェルスクリプトのオプション

8.4条件分岐

8.4.1if文

8.4.2一対多の条件分岐

8.5繰り返し

8.5.1for文

8.5.2while/until文

8.5.3select文

8.6サブルーチン

8.7実際のシェルスクリプト

8.8演習

8.9章末テスト



8 章　シェルスクリプト

8.1 シェルとシェルスクリプト

シェルのプログラミングを始める前に、シェルとシェルスクリプトについて学習しましょう。

■ シェル

第 1章で、カーネルについて学習しました。カーネルが OSの基本部分を担っており、ハードウエアの操作

他、さまざまな機能を司っている、という内容でした。

シェルとは、貝殻(=Shell)の事を指しています。カーネルが提供する機能を操作する際に、OSと対話型で

操作する必要があります。OSの、特にカーネル部分を包み込んでいる機能ということからシェルと名づけ

られて、対話機能を提供します。

シェルは、コマンドの入力を受け付け、そのコマンドを実行し、入力したユーザに対しその結果を返す役割

があります。今までの操作で、例えば ls を実行したとき

実行例

$ ls ↵
file_a file_b ....

となったとします。

この場合、シェルは$ と表示した後にコマンドの入力を待っていました。ls コマンドが入力されエンター

が押されたので、ls コマンドを実行し、結果である file_a file_b...を受け取り、それを画面に出しました。

■ シェルスクリプト

シェルによる、コマンド受付・実行の説明をしました。では、それらを連続し、かつまとめて実行することを考

えてみましょう。ユーザがシェルに対して、いくつかのコマンドを連続して打つという作業を、いちいちユーザ

が行わず自動的に行わせてしまう方法です。

シェルは、シェルスクリプトという方法で、実行させるコマンドを列挙させることができます。ただコマンドを

並べるわけではなく、特定の条件での実行など体系的に制御ができます。これをシェルスクリプトプログラ

ミングといいます。
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8.2 プログラミング

8.2.1      プログラムとは  

コンピュータに対して、指示を与え順番に実行させる機能を、プログラムといいます。そのプログラムを作成

することプログラミングといいます。

今まで学習したコマンドを、条件分岐や繰り返しなど制御機能を加え実行することができます。これをシェ

ルスクリプトといいます。

8.2.2      プログラムの例  

プログラムという言葉を聞いて、最初に思いつくのは、運動会や演劇会のプログラムかもしれません。また、

新聞に掲載されているテレビの番組表もプログラムです。何かが順序立てて進むものを、プログラムといい

ます。

では、実際にプログラムを作成するとなると、どのような例があるでしょうか？簡単な例だと、テレビ番組の

録画予約があります。開始時刻から終了時刻とチャンネルを指定し、画質を指定したりもします。少し複雑

な例ですと、エアコンの設定で「**度に達したら冷房を入れて、**度を下回ったら冷房を止める」などの条件

を設定するというのも、一種のプログラムです。

8.2.3      プログラムの要素  

プログラミングには、どの種類のプログラムでもいくつかの重要な構成要素があります。主に

●順次実行

●条件分岐

●繰り返し

●サブルーチン

がそれにあたります。これらをしっかりマスターしてください。
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8.3 シェルスクリプトの作成

それでは実際にシェルスクリプトを作成してみましょう。ここではシェルスクリプトを作成し、実行する手順

を紹介します。

8.3.1      シェルスクリプトの作成  

シェルスクリプトは、テキストで記述します。vi等のテキストエディタを利用してください。lsdate.sh という

ファイルに、ls と date コマンドを実行するシェルスクリプトを記述してみましょう。

実行例:

$ vi lsdate.sh ↵ (lsdate.shというファイルを作ります)

vi 上で

1 #!/bin/bash (利用するシェルを指定)

2 (2行目は空行)

3 ls

4 date

（左端は行番号です。）

と記述し、保存終了してください。

■ シェルの指定

1 行目に#!/bin/bash と記述しました。これは、利用するシェルの種類とそのコマンド位置を記述します。

今回の説明では、bash というシェルを利用します。ですが、シェルは他にも数種類あります。ここでは、ど

のシェルを利用するか指定します。

利用するシェルのコマンドをパス指定で記述します。1 行目で指定されたシェルを元に、3行目以降を実

行します。

2行目は、必ず空行にしてください。

■ パーミッションの変更

次に、lsdate.sh を実行できるようにパーミッションを変更します。lsdate.sh の実行権限を確認してみま

しょう。

実行例:

$ ls -l lsdate.sh

-rwxrwxr-x 1 okada okada      21 Jun 6  09:51  lsdate.sh

ファイルのパーミッションを確認して、実行権限(x)があることを確認します。ない場合は、次を実行して

ください。
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実行例:

$ chown a+x lsdate.sh ↵

これで所有者に実行権限が与えられました。実行してみます。

実行例:

$ ./lsdate.sh ↵
Desktop diff2 ls-l-output ls-usr-bin touched-file

cat-output hosts.bak ls-l-output-second lsdate.sh uniq-sample

diff1 hosts.new2 ls-output score (lsの実行結果)

Fri  Jun  6  09:55:05 JST 2008 (dateの実行結果)

./というのはパス指定です。意味は「カレントディレクトリにある (lsdate.sh を実行せよ)」ということで

す。ls や cp を実行するときは、パスが通っているので実行しません。今回は、カレントディレクトリにある

特定のシェルスクリプトを実行させるために、パス指定として用いました。

lsdate.sh の中に記述された、ls コマンドと date コマンドが順に実行されたことがわかります。

8.3.2      変数  

プログラミングをする上で、非常に重要な考え方が、変数です。変数は、簡単に言うと「ハコ」で、中に数値

や文字列が入ります。ちょうど、中学生の数学のときに習った x や yがそれにあたります。シェルスクリプト

プログラミングでは、変数に数値や文字列を代入し、それを利用することができます。

変数の代入は、=を使って行うことができます。

実習: シェル変数の作成

$ abc=123 ↵
$ echo $abc ↵ (abcの内容を表示する)

123

変数 abc に 123を代入しました。

■ シェル変数と環境変数

シェルスクリプトプログラミングでは、2種類の変数があります。シェル変数と環境変数です。シェル変数

は、実行しているシェルの内部で(のみ)有効です。環境変数は、そこから実行されたコマンドまで有効にな

ります。

環境変数は、シェル変数から作成できます。
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実習: 環境変数の作成

$ export abc ↵ (シェル変数 abcを環境変数 abcにする)

$ export xyz=234 ↵ (環境変数 xyzを作成し234を代入する)

シェル変数 abc が環境変数になりました。また、シェル変数を作成せずいきなり環境変数 xyzを作成

し、中に 234を代入しました。

BBB.sh と CCC.sh という 2つのシェルスクリプトがあったとします。BBB.sh は次のようになっていた

とします。

実行例:

$ cat BBB.sh ↵

#!/bin/bash

abc=123

export xyz=234

./CCC.sh (BBB.sh の中で CCC.sh を動作させると、abc は引き継がれない

が、xyzは引き継がれる)

このシェルスクリプトを実行したとき、シェルスクリプト CCC.sh の中では abc は理解できません。シェ

ル変数だからです。逆に xyzは 234であると理解できます。これは、環境変数なので中身が CCC.sh

まで引き継がれたからです。

8.3.3      echo      コマンド  

echo コマンドは、標準出力に出力するコマンドを持ちます。変数は、$をつけて出力することができます。

書式

echo [オプション] 文字列

オプション

-n 改行を抑制します。通常の出力は改行されますが、このオプションがあると改行されません。

実習: シェル変数の表示

$ abc=123 ↵
$ echo abc ↵
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abc

$ echo $abc ↵
123 シェル変数の中身を出力することができました。

8.3.4      read      コマンド  

readコマンドは、標準入力からデータを読み込みます。

書式

read 変数名

実習: readコマンドの実行

$ echo $abc ↵
123 シェル変数 abcの中身が表示されます。

$ read abc ↵
aaabbbccc  何か入力します。

$ echo $abc ↵
aaabbbccc シェル変数 abcの中身が入れ替わっています。

8.3.5      変数の一覧と削除  

■ シェル変数

シェル変数の一覧を表示する場合は、set コマンドを利用します。また削除する場合は、unset を利用しま

す。

実習: シェル変数一覧の表示と削除

$ set ↵
:

: 一覧。表示は、環境変数も表示されます。

:

$ unset abc ↵ シェル変数 abcが削除されます。

■ 環境変数

環境変数の一覧を表示する場合は、envコマンドを利用します。また削除するときは、export コマンドで値

を設定しない環境変数を利用します。

 8-129 



8 章　シェルスクリプト

実習: 環境変数一覧の表示と削除

$ env ↵
:

: 環境変数一覧。

:

$ export abc= 環境変数 abcの内容を削除する。

8.3.6      シェルスクリプトのオプション  

シェルスクリプトを書くときに、必要な知識があります。

■ コメント

コメントとは、プログラム上に書く注釈のことです。プログラム上では何ら意味をもいませんが、プログラム

を書く人間が目安とすることがあります。コメントは非常に有効な記述です。

#で始めた行がコメント行となり、その行はプログラム的に無視されます。

書式

#!/bin/bash

# insert xyz into value abc and output it

abc=xyc

echo $abc

# insert....の行は無視され、実行上は何ら影響がありません。

■引用符', ", `

ここでは、引用符'(シングルクオート)、"(ダブルクオート)、`(バッククオート)を説明します。シングルクオート

とダブルクオートの違いは、変数の展開の有無です。ダブルクオートのときは、変数を展開します。 バック

クオートはコマンドを囲み、その結果を展開し変数に代入します。

実習: 引用符の動作確認

$ abc=xyz

$ echo 'value abc is $abc'

value abc is $abc $abcが文字として認識され展開された。

$ echo "value abc is $abc"

value abc is xyz $abc が変数として認識され、内容である xyz

が展開された。

$ abc=`date`;
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$ echo $abc

Thu Mar 20 06:08:14 JST 2008 $abc に date コマンドの実行結果が入ってい

る。

■引数

シェルスクリプトは、実行時にオプションを引数として参照することができます。引数は$+数値で参照でき

ます。

実習: 引数出力の確認

次のように args.sh を作成し、実行します。

$ cat args.sh ↵
#!/bin/bash

echo '$1:' $1;

echo '$2:' $2;

echo '$3:' $3;

echo '$0:' $0;

echo '$#:' $#;

$ ./args.sh aaa bbb ccc ↵
$1: aaa 一つ目の引数は$1

$2: bbb 二つ目の引数は$2

$3: ccc 三つ目の引数は$3

$0: ./args.sh $0は実行コマンド名

$#: 3 $#は、引数の数を示す。

■ shift文

shift コマンドは、引数の順序をずらします。shift を実行すると、$2が$1 に、$3が$2に・・・になります。

実習: shift コマンドの確認

$ cat argsshift.sh  ↵
#!/bin/bash

echo '$1:' $1;

echo '$2:' $2;

echo '$3:' $3;

shift

echo '$1:' $1;
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echo '$2:' $2;

$ ./argsshift.sh aaa bbb ccc ↵
$1: aaa

$2: bbb

$3: ccc

$1: bbb $1が bbbに変わった

$2: ccc $2が cccに変わった

■エスケープシーケンス

プログラミングでは、特別な文字があります。例えば、echo コマンドを利用する場合を考えてみましょ

う。echo コマンドで、"(ダブルクオート)を出力する場合、次のような出力が考えられます。

echo """ ↵ ダブルクオートをダブルクオートではさんだ。

しかし、これは、ダブルクオートが 3つあるという、対応関係がとれていない状態と判断されます。「2つめ

のダブンルクオートは、区切り文字のダブルクオートではなく、文字として出力する」ということを伝える必

要があります。

そのときに用いる記号をエスケープシーケンスといい、シェルスクリプトでは\(バックスラッシュ)です。

実習: エスケープシーケンスの確認

$echo "\"" ↵
" ダブルクオートが出力される。

■ sourceコマンド

シェルスクリプトを作成していると、別のシェルスクリプトを読み込むことが必要になるときがあります。その

とき利用するのが、source コマンドです。

書式

source /etc/init.d/functions

. /etc/init.d/functions

/etc/init.d/functions というファイルを読み込んでいます。source コマンド以外に、.(ドット)を利用し

ても同等の機能を実現できます。
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8.4 条件分岐

プログラミングでは、条件にそって挙動を切り替えることが重要になります。それを条件分岐といって、すべ

てのプログラミング言語に存在する機能です。もちろんシェルスクリプトでも存在します。

8.4.1      if      文  

条件分岐で、一番最初にくるのが if文です。文法は次の通りです。

書式

if 条件式1 then ... elif 条件式2 ... else ... fi

elif...の部分と else...の部分は省略可能です。elif は、別の条件(条件式2)で判断したい場合に利用

します。

else は条件が全てあてはまらなかった場合、実行されます。if文は fi で終了します。この「文をはじめた

コマンドの逆さで終了する」という方式は、他の文法箇所でも現れます。

■条件式

if文で利用される条件式には、次のような文法があります。

■ ファイルの属性比較

ファイルの属性比較演算子は次のように利用します。
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演算子 比較内容

a == b a と bが等しいければ真

a != b a と bが等しくなければ真

表 8-1:文字列比較を行う演算子

演算子 比較内容

a -eq b a と bが等し(equal)ければ真

a -ne b a と bが等しくなければ(not equal)真

a -ge b a が b以上(grater equal)であれば真

a -le b a が b以下(less equal)であれば真

a -gt b a が bより大きい(grater than)値であれば真

a -lt b a が b未満(less than)であれば真

表 8-2:文字列比較を行う演算子
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書式

if [ -d パス ]; then.....

-dの部分がファイルの属性比較比較演算子にあたります。-dはディレクトリであるかの判定を行うの

で、この if文全体で、「パスがディレクトリであれば」という条件式になります。

■ testコマンド

test コマンドを利用すると、条件節を利用することができます。今まで書いていた if文を、次のように書き換

えることができます。

書式

if [ 条件節 ]; then ...

if test 条件節 ; then ....

両方とも働きは同じになります。

コラム：カッコがコマンド

test を使った if文を紹介しました。2つの if文を見ると、[と test が同じ位置にあること

に気がつくと思います。実は、test も[も「次に条件節をとる」という同じ意味を持ってお

り、ほとんど機能としては同じ働きをします。test がコマンドであるように、[もコマンドに

なっており、実行することが可能です。which [と実行すると、インストールされている

パスが表示されます。

■ 複数の条件を重ねる

条件分岐の場合、複数の条件を重ねることができます。条件 Aと条件Bが同時に成立している必要があ
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-f ファイルが存在し、通常のファイルであれば真

-d ファイルが存在し、それがディレクトリであれば真

-e ファイルが存在すれば真

-x ファイルが存在し、シェルスクリプトを実行してい

るユーザに対し、実行権限があれば真

-L ファイルが存在し、シンボリックリンクであれば真

表 8-3:ファイルの属性比較を行う演算子
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るときは、「条件A”かつ”条件Bが成立」ということで、論理積(=AND)が持ちいられます。同じく「条件

A”もしくは”条件Bが成立」の場合は、論理和(=OR)が用いられます。

シェルスクリプトにおいて、論理積・論理和の書き方は 2通り存在します。

●論理積

論理積は-a を用いる場合と、&&を用いる場合があります。それぞれの利用形式は次の通りです。

書式

[条件A -a 条件B -a 条件C ] ....

[条件A] && [条件B] && [条件C] ...

-a と&&は、それぞれ[]の内側か外側かで、使われ方が変わることに気をつけてください。

●論理和

論理和を表す記号は、やはり 2通り存在します。-o と||です。利用形式は次の通りです。

書式

[条件A -o 条件B -o 条件C ] ....

[条件A] || [条件B] || [条件C] ...

8.4.2      一対多の条件分岐  

一対多の分岐を行うことを考えてみましょう。if文を用いた場合、一対多の分岐は

if 条件式 then

:

elif 条件式 then

:

elif 条件式 then

:

:

fi

になります。シェルスクリプトでは、case文が用意されており、一対多の分岐が記述できるようになってい

ます。

書式

case 変数 in 

値 A)
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処理 1;;

値 B)

処理 2;;

esac

変数の値が値Aのとき、処理 1 が実行されます。最後は case文の逆からの記述である esac で終

わっていることが重要です。
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8.5 繰り返し

プログラミングにおいて、条件分岐と同じくらい重要な機構が、この繰り返しです。同じ処理を繰り返し行

い、ある条件が成立したときに終了する、という形式が用いられています。

シェルスクリプトで用いられている繰り返しは、以下の 3通りです。しっかり学習しましょう。

8.5.1      for      文  

for文は、値を列挙しそれを対処に処理を繰り返します。

書式

for 変数 in 値のリスト

do

処理

done

値のリストとは、文字を羅列したものもあれば、実行結果を使うこともできます。

実行例

$ for i in a b c d

> do

> echo $i

> done

a

b

c

d

これは、値のリストとして 'a b c d'が渡され、それを i=a を行い echo $i、次に i=b を行い echo $i

を・・・と繰り返した結果です。実行結果としてリストを使うと

for i in `ls`

i に ls の実行結果＝ファイルとディレクトリ名を代入し、ループが実行されます。

8.5.2      while/until      文  

while文は、条件が成立している間ループを繰り返す（＝条件が成立しなくなったら終了）という処理で利

用されます。until文はそれの反対で、条件が成立してない間ループを繰り返す（＝条件が成立したら処

理を終了）、という用途に用いられます。
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書式

while 条件式

do

処理

done

until 条件式

do

処理

done

8.5.3      select      文  

select文は、ユーザに対し数値による入力を促します。

書式

select 変数 in リスト

do

処理

done

実際に動作例を示してみます。

select name in  "miyahara" "kawai" "okada"

do

echo "You are Mr. $name";

done

これを実行すると、

1) miyahara

2) kawai

3) okada

$? 1 1を入力

You are Mr. miyahara do～done内部が実行される。
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8.6 サブルーチン

プログラミングをする上で、一部の処理をまとめて、再利用できるようにしたものを、サブルーチンといいま

す。サブルーチンは言語体系により様々な呼ばれ方をしていて、シェルスクリプトでは関数と呼ばれていま

す。

関数は、引数とよばれるデータを与え、処理をして結果を返すという機能の集まりです。書式は次のように

なっています。

書式

function 関数名

{

処理

}

関数名()

{

処理

}

両者とも働きは同じです。引数は、実行時に関数名に続けて記述します。引数は、処理の内部で$1, 

$2で参照することができます。

■ return文

シェルスクリプトの関数で、結果を返すときは return文を実行します。

書式

return 変数名

return文を実行すると、関数内での処理はそこで終了し、変数が関数の呼び出し元に返されます。
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8.7 実際のシェルスクリプト

それでは、実際に稼働しているシェルスクリプトを見てみましょう。

■起動スクリプト

今回は/etc/rc を参考にします。/etc/rc のシェルスクリプトは、起動シーケンスの際に実行するスクリプト

で、起動時に必要な処理が記述されています。

28行目

. /etc/init.d/functions

/etc/init.d/functions というファイルを読み込みます。/etc/init.d/functions は、/etc/の中に入ってい

る様々なシェルスクリプトが、共通して利用できる便利な関数が入っています。それを有効にするため

に、28行目が実行されます。

43行目

[ -d /etc/rc$runlevel.d ] || exit 0

$runlevel には、ランレベルの数値が入っています。ランレベルが 3 であったとしたとき、 -d によ

り/etc/rc3.dの存在をチェックしています。

||は論理和の||です。||の左側で/etc/rc3.dのディレクトリの存在をチェックし、もし存在していたら、そのま

ま処理が次にわたります。言い換えると、||の左側で真が返った場合、||の右には処理が移りません。

exit 0は、処理をここで終了させることを意味しています。従って、43行目では「/etc/rc3.dの存在を確

認。もし無かったらここで終了」という処理をしています。

46行目

for i in /etc/rc$runlevel.d/K* ; do

ここでもランレベル=$runlevel が 3だとして説明します。/etc/rc3.dには、Kで始まるストップさせるサー

ビスの一覧と、Sで始まるスタートさせるサービスの一覧が存在します。

46行目を実行すると、i に Kで始まるシェルスクリプト一覧が入ります。その外様々な処理があります

が、56もしくは 58行目で処理を停止させる$i stop の処理を実行します。

Kで始まるシェルスクリプトは、実体は/etc/init.d/にスクリプトが入っています。Kの後に始まる 2桁の数

値は、停止させる順番になっています。これは、46行目でマッチさせるための順番になっています。

■ 関数のシェルスクリプト

/etc/init.d/fuctions というファイルがあります。/etc/rc の 28行目でも説明したとおり、シェルスクリプ

トの便利な関数を集めたシェルスクリプトです。その中で記述されている関数を 1 つ説明します。
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568行目

is_ignored_file() {

case "$1" in

*~ | *.bak | *.orig | *.rpmnew | *.rpmorig | *.rpmsave)

return 0

;;

esac

return 1

}

is_ignored_file()という関数です。/etc/rc の中でファイルの確認に使われている関数です。引数の 1 つ

めにファイル名をとります。

case文で、.bak, .orig, .rpmnew,.rpmorig,.prmsave でマッチさせています。*を用いていることから、先

ほどの文字列で「終わっている」ファイル名かどうかをチェックし、終わっていたら 0を返す、終わっていな

かったら 1 を返す、という機能です。

.bak...のファイルは、ファイルの保存等で一般的に用いられないことが多く、それを無視 (ignore)します。

無視していいファイルかどうか、よかったら 1悪かったら 0を返す、という関数になっています。

これは/etc/rc以外でも利用できます。例えば無視する種類が増えた場合、例えば.abc で終わる場合が

出たとします。そのときは*.abc のエントリをここで加えると、/etc/rc のみならず、is_ignored_file()を呼ん

でいる関数全部で同等の機能が反映されます。

関数の利用は、呼ばれているプログラムの機能を一括で更新できる、という利点があることを理解してくだ

さい。
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8.8 演習

1. シェル変数と環境変数の違いは何ですか？

2. while文と until文の違いは何ですか？

3. if [ $val == '20' ] と if [ $val -eq 20 ]の違いは何ですか？
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8.9 章末テスト

次の動作をするシェルスクリプトを書いてみましょう。

1. 実行すると、age:として年齢の入力を促される。

2. 20以上の値を入れると’you can drink.'と出力される。

3. 20未満の数値を入れると、'you cannot drink.'と出力される。
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9章

ネットワークの設定と管理

Linux がネットワークにつながれたとき、必要とされる基礎知識と

確認コマンドと設定を見ていきます。確認コマンドとして pingコマ

ンド、tracerouteコマンド、ifconfigコマンド、nslookup コマンド、

/etc/rc.d/init.d/networkスクリプトを説明します。

この章の内容

9.1TCP/IP とは

9.1.1 ローカルエリアネットワークとワイドエリアネットワーク

9.1.2IP とは

9.1.3TCP と UDP とは

9.1.4IP アドレス

9.1.5IP アドレスのクラス

9.1.6プライベート IP アドレス

9.1.7サブネットマスク

9.1.8経路の確認

9.1.9ネットワークインターフェース

9.1.10IP アドレスを確認

9.1.11IP アドレスの設定ファイル(RedHat Linux系)

9.1.12IP アドレスの設定ファイル(GNU Debian/Linux)

9.1.13インターフェースの設定

9.1.14ルーティングの確認

9.1.15DNSを使う設定

9.1.16名前(FQDN)

9.1.17ポート番号

9.1.18サービスの確認

9.1.19ネットワークセキュリティの設定

9.2演習

9.3章末テスト



9 章　ネットワークの設定と管理

9.1 TCP/IPとは

コンピュータ間をケーブルや無線機能で接続したシステム全体をネットワークと呼びます。Linux を OSに

利用したコンピュータはほとんどはネットワークに接続して利用します。物理的なネットワークはコンピュー

タ間をツイストペアケーブルでつなぎます。最近では有線のネットワークに加えて無線機能を使って接続し

たり、有線と無線の混在したネットワークもあります。

9.1.1      ローカルエリアネットワークとワイドエリアネットワーク  

学校や自宅などの閉じられたネットワークをローカルエリアネットワーク(LAN)、プロバイダを経由してロー

カルネットワーク間をつないだネットワークをワイドエリアネットワーク(WAN)と呼びます。ワイドエリアネット

ワークはインターネットとも呼ばれ、ローカルなネットワークが複数つながったグローバルなネットワークで

す。

9.1.2      IP      とは  

ネットワークを使ってデータを送るとき、コンピュータ間は決まった手順 (プロトコル)に従ってデータを送受

信するプロトコルが必要です。今日一般的に使われているイーサネット規格のネットワークはプロトコルと

して TCP/IP を利用しています。TCP/IP の IP(Internet Protocol：インターネット プロトコル)は手順の

基本です。IP は送り先とデータからなるパケットを送るだけの簡単な仕組みです。ping コマンドでデータが

送信され、データを受けた機器(サーバやルータなど)から確認メッセージかが返ってくるかを確認できま

す。
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書式

ping ターゲット

ターゲット(ホスト名や IP アドレス)にデータを送り、返答が戻るまでの時間を表示します。

実習：ローカルなマシンの IPアドレスの確認

$ ping 192.168.1.1 ↵                                 192.168.1.1へ pingを送信

PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=30 time=1.01 ms          1.01m秒で返答

64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=30 time=0.914 ms        0.914m秒で返答

   [Ctrl] Cでコマンドが終了

--- 192.168.1.1 ping statistics ---

2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.914/0.966/1.018/0.052 ms

実習：インターネットにつながるマシンの確認

ping コマンドに対して lpi のサーバからの返答があるか(返答時間も)を確認してください。

$ ping lpi.org                                             lpi.org↵ へ pingを送信

PING lpi.org (24.215.7.162) 56(84) bytes of data.

64 bytes from clark.lpi.org (24.215.7.162): icmp_seq=1 ttl=46 time=115 ms  115m秒で返答

64 bytes from clark.lpi.org (24.215.7.162): icmp_seq=2 ttl=46 time=100 ms  100m秒で返答

          [Ctrl] Cでコマンドが終了

--- lpi.org ping statistics ---

2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms

rtt min/avg/max/mdev = 100.817/108.391/115.965/7.574 ms
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$

ping コマンドは[Ctrl]+C を押すと止まります。コンピュータによってはセキュリティ対策のため、ping コ

マンドに対応しない場合があります。

9.1.3      TCP      と      UDP      とは  

TCP(Transmission Control Protocol)は IP(Internet Protocol)の仕組みを使ってデータを送る手順

です。IP は読んで字のごとく、インターネットにおいて情報の伝達を行う手順 (プロトコル)です。TCP では、

データのまとまりを 1 つ受け取ると、すぐにデータの破損などのエラーを確認し、間違っている場合はデー

タの再送を依頼します。TCP と並んで UDP(User Datagram Protocol)があります。UDP は複数個の

データを受け取った後でデータの間違いを確認し、エラーや届かなかったデータの再送を依頼する手順で

す。

9.1.4      IP      アドレス  

TCP/IP でデータを送受信するには発送元と発送先の場所を表すアドレスが必要です。インターネットで

は IPv4(Internet Protocol version 4)と IPv6という 2つのアドレス空間があり、一般的に使われてい

るのは IPv4となります。IPv4では 4バイト(16進数で 8桁)で表せるアドレスで、4バイトのアドレスは 1

バイト(16進数で 2桁)ごとで 10進数に変換して . でつないで表記します。プライベートな IP アドレスを

除いた IP アドレスをグローバルな IP アドレスと呼びます。グローバルな IP アドレスは NIC(日本では

JPNIC)に管理されており、許可なく利用(設定)できません。

9.1.5      IP      アドレスのクラス  

Ipv4で使われる IP アドレスはネットワークアドレスとホストアドレスをつなげた形となります。ネットワークア

ドレスは次の表のサブネットマスクのビットが立っている(255 の様な)部分で、ホストアドレスはサブネット

マスクのビットが立っていない(0)の部分です(サブネットマスクに関しては後述します)。IP アドレスは学校

や会社などの組織に対して割り当てられるので、割り当てられた組織で使われる範囲は連続したアドレス

です。ネットワークアドレスの長さにより、A～C のクラスがあり、クラスDやクラス Eなどの特殊なクラスも
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図 9-3:IP アドレス
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予約されています(現状ではA～C のクラスが実用されます)。

9.1.6      プライベート      IP      アドレス  

ローカルなネットワークで自由に利用可能な IP アドレスが用意されており、プライベート IP アドレスと呼

ぶ。

プライベート IP アドレスは次のようになります。

9.1.7      サブネットマスク  

ローカルネットワークに接続できるコンピュータの台数にはデータ転送の効率から計算した限界があ りま

す。IP アドレスを同一のネットワークに置き過ぎないために、IP アドレスのホストアドレス部分をサブネット

アドレスとホストアドレスに分けて利用し、ホストアドレスの数だけネットワークにつなげる様に制限すること

が可能です。サブネットアドレスを特定するためにサブネットマスクという値を使います。ネットワーク (IP ア

ドレスの集まり)はサブネットマスクを変えることで 2の n乗(2n)個のネットワークに分けて使うことも可能

です。
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アドレスの範囲 サブネットマスク クラス IP アドレスの数

0.0.0.0～

127.255.255.255

255.0.0.0 クラスA 2563個

(16777216)

128.0.0.0～

191.255.255.255

255.255.0.0 クラスB 2562個(65536)

192.0.0.0～

223.255.255.255

255.255.255.0 クラス C 256個

224.0.0.0～

239.255.255.255

クラスD

240.0.0.0～

255.255.255.255

クラスE

表 9-1:IP アドレスのクラス

アドレスの範囲 サブネットマスク クラス

10.0.0.0～

10.255.255.255

255.0.0.0 クラスA

172.16.0.0～

172.31.255.255

255.255.0.0 クラスB

192.168.0.0～

192.168.255.255

255.255.255.0 クラス C

表 9-2:プライベート IP アドレス
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9.1.8      経路の確認  

LAN と LAN をつなげたり、LAN とWAN をつなげる場合は、間にゲートウェイと呼ばれる機器が挟まりま

す。

ゲートウェイは次の図の様にネットワークのデータを接続された隣のネットワークへ転送します。

インターネットは多くのネットワークがつながって構成されていて、いくつものネットワークをデータが 中継さ

れるので、いくつものゲートウェイを通ってデータが送受信されます。

自分が利用しているコンピュータから通信先のコンピュータまでに仲介する複数のゲートウェイを調べる

には traceroute コマンドがあります。
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図 9-4:サブネットマスク
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書式

traceroute ターゲット

ターゲットや途中のゲートウェイへデータを送り、ゲートウェイから返答が戻ってくる時間を表示します。

実習：tracerouteコマンドでゲートウェイを確認

Traceroute コマンドで lpi.orgサーバまでの間にある複数のゲートウェイから、返答があるかを確認し

てください。

$ traceroute lpi.org ↵                               lpi.orgをトレースルート

traceroute: Warning: lpi.org has multiple addresses; using 24.215.XXX.XXX

traceroute to lpi.org (24.215.XXX.XXX), 30 hops max, 38 byte packets      lpi.orgまで30台経由

 1  inetgw (218.YYY.YYY.YYY)  0.162 ms  0.211 ms  0.219 ms              218.YYY.YYY.YYY まで 0.219m秒

 2   218.219.ZZZ.ZZZ  (218.219.ZZZ.ZZ)   3.888  ms   3.056  ms   3.235  ms 

218.219.ZZZ.ZZZまで3.235秒

・

・

・

22   lpic.lpi.org  (24.215.XXX.XXX)   160.688  ms   159.798  ms   161.246  ms 

lpic.lpi.orgまで161.246秒

ゲートウェイによってはセキュリティ対策のため、traceroute コマンドに対応しない場合があります。

9.1.9      ネットワークインターフェース  

ネットワークへアクセスするためにネットワークインターフェースが必要です。

物理的なネットワークインターフェースとしてネットワークインターフェースカード(NIC)があります。現在
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図 9-5:ゲートウェイ
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は、多くの場合、ネットワークインターフェースがコントロールチップの中に統合されています。

プログラムが内部的に使う仮想のネットワークインターフェースとしてループバックインターフェースがあり

ます。

9.1.10      IP      アドレスを確認  

ipconfig コマンドで現在の設定を確認できます。

書式

ifconfig [インターフェース]

ネットワークインターフェースに設定された IP アドレスとサブネットマスクを表示します。

インターフェース(lo や eth0など)を省略すると、全インターフェース情報を表示します。

実習：ネットワークインターフェースの IPアドレスを確認

$ /sbin/ifconfig ↵                   ネットワークインターフェースの情報を表示

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:EB:5D:C6    1 つ目のインターフェース(eth0)

          inet addr:192.168.1.60  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0

                   IPアドレスが192.168.1.60でサブネットマスクが255.255.255.0

          inet6 addr: fe80::20c:29ff:feeb:5dc6/64 Scope:Link

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:11432 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:8705 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:1000 

          RX bytes:2169853 (2.0 MiB)  TX bytes:1097164 (1.0 MiB)

          Interrupt:185 Base address:0x1400 

lo        Link encap:Local Loopback         ループバックインターフェース

          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0     IPアドレスが127.0.0.1で

          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host        サブネットマスクが255.0.0.0

          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1

          RX packets:2385 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:2385 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:0 

          RX bytes:4014756 (3.8 MiB)  TX bytes:4014756 (3.8 MiB)

ifconfig コマンドで表示された lo がループバックインターフェース(機器が正常に稼動しているか確認

するためにデータを送って試すループバックテストなど に利用)で、eth0が物理的に存在するネット

ワークインターフェースです。

9.1.11      IP      アドレスの設定ファイル  (RedHat Linux      系  )  

RedHat Linux系のディストリビューションは IP アドレスの設定を 2つの設定ファイルに記述しておき、
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ブート時に 2つの設定ファイルを使って設定されます。

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-XXX設定ファイルは XXX インターフェースの IP アドレスとサ

ブネットマスクなどを記述します。

XXX はループバックインターフェースの場合は lo、ネットワークインターフェースカードの場合は

eth0,eth1,…と順番に振られます。

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-XXX設定ファイルの主な内容は次の様になります。

BOOTPROTO以降の設定を利用(static)か自動取得(dhcp)

起動時にアドレスを自動設定するにはDHCP 機能が提供された環境が必要です。

/etc/sysconfig/network設定ファイルはデータが他のネットワークへ転送されるゲートウェイのアドレス

とホスト名を記述します。

/etc/sysconfig/network設定ファイルの主な内容は次の様になります。

2つの設定ファイルの内容はディストリビューションによって少しずつ違います。
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ONBOOT 起動時にアドレスを自動設定(yes)か設定しない(no)

DEVICE ネットワークインターフェース

HWADDR MAC アドレス

表 9-3:  ifcfg-XXX`の項目①

IPADDR IP アドレス

NETMASK サブネットマスク

NETWORK ネットワーク

表 9-4:  ifcfg-XXX の項目②(static 用)

NETWORKING ネットワークが有効(yes)か無効(no)

HOSTNAME ホスト名

GATEWAY ゲートウェイ

表 9-5: networkの項目
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実習：ネットワークインターフェースの確認

cat コマンドでファイルを表示してみます。

$ cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-lo ↵       設定ファイルを表示

DEVICE=lo                                                       以降ループバック

IPADDR=127.0.0.1     IPアドレス

NETMASK=255.0.0.0      サブネットマスク

NETWORK=127.0.0.0   ネットワーク

# If you're having problems with gated making 127.0.0.0/8 a martian,

# you can change this to something else (255.255.255.255, for example)

BROADCAST=127.255.255.255

ONBOOT=yes        ブート時に有効

NAME=loopback    インターフェース名

$ cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ↵     設定ファイルを表示

# Advanced Micro Devices [AMD] 79c970 [PCnet32 LANCE]

DEVICE=eth0              以降 eth0

BOOTPROTO=static

BROADCAST=192.168.1.255

HWADDR=00:0C:29:FB:5F:23

IPADDR=192.168.1.60     IPアドレス

NETMASK=255.255.255.0      サブネットマスク

NETWORK=192.168.1.0   ネットワーク

ONBOOT=yes

$ cat /etc/sysconfig/network ↵                           設定ファイルを表示

NETWORKING=yes    ネットワークが有効

NETWORKING_IPV6=no

HOSTNAME=localhost.localdomain       ホスト名

GATEWAY=192.168.1.1   ゲートウェイ

MAC アドレスはハードウェアに設定されているユニークな番号で、ほぼシリアルナンバーと同じ内容な

ので、自動的に認識された番号を書き換えないようにしましょう。ブロードキャストは 1 対多で通信をす

る場合に使われるアドレスで、ネットワークのアドレスの一番最後にします。

9.1.12      IP      アドレスの設定ファイル  (GNU Debian/Linux)  

GNU Debian/Linux系のディストリビューションは IP アドレスの設定を/etc/network/interfaces設

定ファイルに記述しておき、起動時に設定されます。

/etc/network/interfaces設定ファイルの主な内容は次の様になります。
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実習：ネットワークインターフェースを確認

cat コマンドでファイルを表示してみます。

$ cat /etc/network/interfaces  ↵                         設定ファイルを表示

# This file describes the network interfaces available on your system

# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface

auto lo                                                             以降 loの設定

iface lo inet loopback

# The primary network interface

#allow-hotplug eth0

#iface eth0 inet dhcp

iface eth0 inet static       以降 eth0の設定

address 192.168.1.61            IPアドレス

network 192.168.1.0          ネットワーク

netmask 255.255.255.0      サブネットマスク

broadcast 192.168.1.255

gateway 192.168.1.1          ゲートウェイ

auto eth0

9.1.13      インターフェースの設定  

ネットワークのインターフェースは設定ファイルを書き換えて、Linux がブートされるときに実行され

る/etc/init.d/networkスクリプトに restart オプションを付けて変更できます。

実習：ネットワークインターフェースの再設定

/etc/init.d/networkスクリプトをリスタートさせる前に、ifconfig コマンドで設定を表示させてくださ

い。

 9-155 

iface ネットワーク名と以降の設定を利用(static)か自動設定(dhcp)

かループバック loopback

auto 起動時にアドレスを自動設定するインターフェース名

address IP アドレス

network ネットワーク

netmask サブネットマスク

gateway ゲートウェイ

表 9-6:/etc/network/interfaces設定ファイルの主な内容
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# ifconfig eth0 ↵                                            eth0の設定を表示

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:FB:5F:23  

          inet addr:192.168.1.60  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0

          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fefb:5f23/64 Scope:Link

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:73136 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:46269 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:1000 

          RX bytes:15664826 (14.9 MiB)  TX bytes:7723381 (7.3 MiB)

          Interrupt:185 Base address:0x1400 

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ↵     設定を変更

# /etc/init.d/network restart ↵                        ネットワークを再設定

インターフェース eth0 を終了中:                            [  OK  ]

ループバックインターフェースを終了中                       [  OK  ]

ループバックインターフェイスを呼び込み中                   [  OK  ]

インターフェース eth0 を活性化中:                          [  OK  ]

# ifconfig eth0                                             eth0↵ の設定を表示

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:FB:5F:23  

          inet addr:192.168.1.70  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0

          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fefb:5f23/64 Scope:Link

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:73136 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:46269 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:1000 

          RX bytes:15664826 (14.9 MiB)  TX bytes:7723381 (7.3 MiB)

          Interrupt:185 Base address:0x1400

/etc/init.d/networkスクリプトに stop オプションを付けるとネットワークインターフェースを無効に

し、start オプションを付けると無効なネットワークインターフェースを有効にできます。

9.1.14      ルーティングの確認  

ネットワークの状況を表示するための netstat コマンドがあり、netstat コマンドでデータが流れる方向

(ルーティング)を調べられます。

書式

netstat

ネットワークの状況を表示します。
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オプション

-r

コンピュータのルーティング(ゲートウェイへの流れ)を表示します。

-n

IP アドレスを数値で表示します。

コンピュータのルーティングを表示します。

実習：ルーティングとインターフェースの確認

$ netstat -nr ↵                                             ルーティングを表示

Kernel IP routing table

Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface

192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth0

169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth0

127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U         0 0          0 lo

0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0

結果は、全てのデータは 0.0.0.0へ行き、0.0.0.0のデータは 192.168.1.1へ行くので、192.168.1.1

がゲートウェイであれば、ネットワークの外へデータが転送されます。

9.1.15      DNS      を使う設定  

名前の機能を使うには/etc/nsswitch.conf ファイルで何を使うか指定します。

ファイルを使う指定があれば/etc/hosts ファイルを参照し、DNS(Domain Name System：ドメイン・

ネーム・システム)を使う指定があれば、/etc/resolv.conf ファイルを見てDNSサーバを使います。

/etc/nsswitch.conf ファイルでは hosts:の項目でファイル(files)やDNS(dns)を指定します。hosts:の

項目のファイルやDNSの優先順位は記述された順番となります。

hosts:      files dns

/etc/resolv.conf ファイルでは nameserver でDNSサーバを 3つまで指定でき、未返答な場合は順番

に次のサーバへ問い合わせをします。

nameserver 192.168.1.1

nameserver 192.168.1.2

nameserver 192.168.1.3

/etc/hosts ファイルはホストの名前と IP アドレスの関係を静的に定義しておくファイルです。定義は次の

ように 1 行で 1 つの定義を書きます。
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IP アドレス 名前(FQDN) ホスト名

例

127.0.0.1               localhost.localdomain localhost

192.168.1.50 test.lpi.or.jp test

9.1.16      名前  (FQDN)  

インターネットでは IP アドレスだけを使うと人間がわかり辛いので、FQDN(Fully Qualified Domain 

Name)と呼ばれる名前(例：www.lpi.or.jp)が使えます。IP アドレスと FQDN は一対一ではありません

が、FQDN に対応する IP アドレスは必ず 1 つです。IP アドレスと名前の対応は nslookup コマンドで調

べられます。

書式

nslookup ターゲット

ターゲットの名前と IP アドレスを返します。

実習：IPアドレスに対応するホスト名の問い合わせ

$ nslookup 24.215.7.162 ↵                 24.215.7.162のホスト名の問い合わせ

Server:         192.168.1.1

Address:        192.168.1.1#53

Non-authoritative answer:

162.7.215.24.in-addr.arpa       name = clark.lpi.org.     IPアドレスに対してFQDN

Authoritative answers can be found from:

$ nslookup lpi.org ↵                           lpi.orgの IPアドレス問い合わせ

Server:         192.168.1.1

Address:        192.168.1.1#53

Non-authoritative answer:

Name:   lpi.org実習：IPアドレスに対応するホスト名の問い合わせをおこなう

Address: 24.215.7.162      FQDNに対してIPアドレス

9.1.17      ポート番号  

TCP/IP で通信をする場合は、IP アドレスに加えてサービスごとにポート番号を使います。

ポート番号がどのサービスに対応するかは規格として取り決められており、一般的なサービスはサービス

番号との対応が/etc/services ファイルに書かれています。
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9.1.18      サービスの確認  

Linux はサーバに適した OSとして使われてきました。

サーバではホームページを見せるなどのサービスを提供するプログラムを主に動かします。

Linux のサービスはネットワークを介して提供するサービスがほとんどです。

ネットワークの状況を表示する netstat コマンドは、提供されているサービスを調べて表示することもできま

す。

書式

netstat ターゲット

●ネットワーク状況を表示

ネットワークの状況を表示します。ここではサービスの表示に使います。
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名前 範囲 内容

WELL KNOWN 

PORT NUMBERS

0～1023 一般的なポート番号

REGISTERED PORT 

NUMBERS

1024～49151番 登録済みポート番号

DYNAMIC AND/OR 

PRIVATE PORTS

49152～65535番 自由に使用できるポート

番号

表 9-7:ポート番号と対応サービス

ポート番号 サービス名

20 FTP(データ)

21 FTP(制御)

22 SSH

23 Telnet

25 SMTP(メール)

53 DNS

80 HTTP(Web)

443 HTTPS(暗号かされたWeb)

表 9-8:よく使われるポート番号とサーボス
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オプション

-a

全てのサービスを表示します。

-t

TCPサービスを表示します。

-u

UDPサービスを表示します。

-t オプションか-u オプションだけでは現在接続しているサービスだけを表示し、-a オプションを併せて

使うと待機状態のサービスも表示できます。

実習：提供されている TCPサービスの表示

$ netstat -at ↵                                         TCPサービス一覧を表示

Active Internet connections (w/o servers)

Proto  Recv-Q  Send-Q  Local  Address                Foreign  Address 

State      

tcp        1      0 192.168.1.60:39671          ns1.centos.org:http 

CLOSE_WAIT  # 待機中

tcp        1      0 192.168.1.60:39673          ns1.centos.org:http 

CLOSE_WAIT  # 待機中

tcp        1      0 192.168.1.60:39675          ns1.centos.org:http 

CLOSE_WAIT  # 待機中

tcp        1      0 192.168.1.60:58609          centos.at.multacom.com:http 

CLOSE_WAIT  # 通信中

tcp        0      0 ::ffff:192.168.1.70:ssh     ::ffff:192.168:nicetec-mgmt 

ESTABLISHED # 通信中

実習：提供されている UDPサービスの表示

netstat コマンドに-a オプションと-u オプションを付けて実行してください。

$ netstat -au ↵                                        UDPサービス一覧を表示

Active Internet connections (servers and established)

Proto  Recv-Q  Send-Q  Local  Address                Foreign  Address 

State      

udp        0      0 *:filenet-tms               *:*                             

# 待機中

udp         0       0  *:722                        *:* 

# 待機中
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udp         0       0  *:725                        *:* 

# 待機中

udp         0       0  *:mdns                       *:* 

# 待機中

udp         0       0  *:sunrpc                     *:*  

# 待機中

udp         0       0  *:ipp                        *:* 

# 待機中

udp         0       0  *:filenet-rpc                *:* 

# 待機中

udp        0      0 *:mdns                      *:* # 

待機中

9.1.19      ネットワークセキュリティの設定  

ネットワークセキュリティのために TCP ラッパー(TCP Wrapper)という機能が提供されています。TCP

ラッパーでセキュリティを強化する場合は、サービスが TCP ラッパー機能を提供するライブラリ(プログラ

ム)を利用している必要があります。アクセスを制限する/etc/hosts.denyファイルとアクセスを許可する/

etc/hosts.allowファイルを用意する必要があります。

2つの制御ファイルはサービスを提供するプログラムのリストに対してコロン(:)で区切り、適応するネット

ワークや IP アドレスやホスト名やドメイン名などのクライアントのリストを書き、ファイルによって許可または

拒否します。クライアントのリストの後には:で区切り、制限に引っかかる場合に実行するシェルスクリプトを

書けます。全てを表す時はリストの代わりにALL と記述します。制御ファイルは次のように記述します。

プログラムのリスト : クライアントのリスト[ : シェルスクリプト]

例

/etc/hosts.allow

sshd : 192.168.1.60

/etc/hosts.deny

ALL : ALL

2つのファイルに制御を記述して初めて設定が有効になります。

/etc/hosts.denyファイルで全てのアクセスを不可にしてから、/etc/hosts.allowファイルで必要なサー

ビスを解放すると、安全な設定になるでしょう。
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9.2 演習

1. ping コマンドで自分の会社または学校のWebサーバが返答するか調べてみましょう。

2. ifconfig コマンドで eth0の設定を表示してみましょう。

3. 現在使われているサービスを調べてみましょう。

4. TCP ラッパーで 22番ポートの sshdへ 192.168.100.0からのアクセスを書いてみましょう。

5. デフォルトゲートウェイの設定を見てみましょう。

6. 自分の会社または学校のWebサーバの IP アドレスを調べてみましょう。
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9.3 章末テスト

1. TCP と UDP の違いを説明してみましょう。

2. Aクラスのグローバルなネットワークの IP アドレスの範囲を 1 つあげてみましょう。

3. C クラスでプライベートなネットワークの IP アドレスの範囲を 1 つあげてみましょう。

4. traceroute コマンドの動きを説明してみましょう。

5. TCP ラッパーの記述では 3つ目の項目に何が書けますか？

6. ループバックのインターフェースが使う IP アドレスは何ですか？
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10章

ネットワークサービス

Linux は基本機能に各種サービスを提供するプログラムが組み

合わさって提供されています。代表的なサービスであるWebサー

ビスとファイル共有と DNSサービスの仕組みを説明します。Web

サー ビ ス は Apache の設定 と起動 と確認、 フ ァ イ ル 共有は

Samba の設定と起動と確認、DNSサービスは bindの設定と起

動と確認です。

この章の内容

10.1Webサービス

10.1.1Apache とは

10.1.2Apacheサービスの動作確認

10.1.3Apacheサービスの設定ファイル

10.1.4ブート時の設定

10.1.5Apache のログ

10.2ファイル共有

10.2.1Samba とは

10.2.2Sambaサービスの動作確認

10.2.3Sambaサービスの設定ファイル

10.2.4swatサービスの設定と開始

10.2.5Samba パスワードを設定

10.2.6ブート時の設定

10.3DNSサービス

10.3.1 ドメインとは

10.3.2bindとは

10.3.3DNSサービスの設定ファイル

10.3.4DNSの設定を有効にする

10.3.5DNSサービスの動作確認

10.3.6ブート時の設定

10.4演習

10.5章末テスト
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10.1 Webサービス

ホームページを提供するためのWebサービスは Linux を使う用途で大きな割合を占めています。

Webサービスの中でもApache の利用がほとんどでしょう。

10.1.1      Apache      とは  

Apache はWebクライアントからデータ要求が来るのを待ち、クライアントからデータ要求が来ると、 テキ

ストや画像などのファイルをWebクライアントへ送り返すプログラムです。

Apache とWebクライアントはサーバクライアント型のシステムで、Apache はオープンソースなWeb

サーバのプログラムとなります。Apache とWebクライアントがやりとりするファイルを一般的にはウェブ

ページ(HTML)とも呼びます。

10.1.2      Apache      サービスの動作確認  

Apache のパッケージが提供されているディストリビューションであれば、ブート時に起動させ、シャットダ

ウン時に停止させるための/etc/rc.d/init.d/httpdスクリプトが用意されています(スクリプトの名前は

ディストリビューションによって違う場合もあります)。

書式

httpd オプション

●Apacheサービスをコントロール

Apacheサービスを開始・確認・停止させます。
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オプション

start

Apacheサービスを開始します。

restart

Apacheサービスを停止してから開始します。

stop

Apacheサービスを停止します。

status

Apacheサービスの状態を調べます。

実行例

# /etc/init.d/httpd status ↵                                  Apacheの状態を確認

httpd (pid 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550 2547) を実行中...

# /etc/init.d/httpd stop ↵                                          Apacheの停止
httpd を停止中:                                            [  OK  ]

# /etc/init.d/httpd start ↵                                         Apacheの開始
httpd を起動中:                                            [  OK  ]

実習：Apacheサービスの再起動

Apacheサービスのプロセス番号を調べておきます。

httpdスクリプトでApacheサービスを再起動します。

Apacheサービスのプロセス番号を調べてください。

# /etc/init.d/httpd status ↵                                  Apacheの状態を確認

httpd (pid 2598 2597 2596 2595 2594 2593 2592 2591 2589) を実行中...

# /etc/init.d/httpd restart ↵                                 Apacheの停止と開始

httpd を停止中:                                            [  OK  ]

httpd を起動中:                                            [  OK  ]

# /etc/init.d/httpd status ↵                                  Apacheの状態を確認

httpd (pid 2645 2644 2643 2642 2641 2640 2639 2638 2636) を実行中...   

                                  初期状態とプロセス番号が違うか確認してください

/etc/rc.d/ini.dディレクトリから/etc/ini.dへシンボリックリンクが張られているの

で、/etc/ini.d/httpdを実行しても/etc/rc.d/ini.d/httpdが実行されます。

Apache のサービスを提供するプログラムは/usr/sbin/httpdで、httpdプログラムをコントロールす

るために apachectl プログラムがあり、/etc/ini.d/httpdスクリプトから呼ばれています。
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10.1.3      Apache      サービスの設定ファイル  

Apache の設定ファイルは/etc/httpd/conf ディレクトリと/etc/httpd/conf.dディレクトリにあります

(ディストリビューションによっては/etc/apache2と/etc/apache2/conf.dなどの場合もあります)。

基本的に設定を変えるのは httpd.conf ファイルです。

httpd.conf ファイルで主な設定項目として次表のようなディレクティブがあります。
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ディレクティブ デフォルト 内容

ServerRoot "/etc/httpd/conf" サーバの設定ファイ

ルのディレクトリ

User apche Apache の実行ユー

ザ

Group apche Apache の実行グ

ループ

ServerAdmin root@localhost サーバ管理者のメー

ルアドレス

ServerName サーバの名前

DocumentRoot "/var/www/html" トップページのディレ

クトリ

<Directory />～

</Directory>

サーバのデフォルト

設定

<Directory 

"/var/www/html">～

</Directory>

トップページのディレ

クトリ設定

ErrorLog logs/error_log エラーログの置き場

所

CustomLog logs/access_log 

combined

アクセスログの置き

場所

Listen 80 Apacheサービスを

受けるポート番号

DirectoryIndex index.html 

index.html.var

/をアクセスしたとき

に表示するファイル

HostnameLookups Off 調べてログに名前で

残す(On)か IP アド

レスで残す(Off)

表 10-1:Apache の主なディレクティブ
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実習：8080番ポートで Apacheサービスの提供をおこなう

/etc/httpd/conf/httpd.conf の Listen の次の行に 8080 ポートを受け付ける記述を加えてくださ

い。

Apacheサービスを再起動します。

クライアントから通常のアドレスと通常のアドレスの 8080ポートをアクセスしてください。

# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf ↵        「Listen 8080」を追加

# /etc/init.d/httpd restart ↵                                 Apacheの停止と開始

httpd を停止中:                                            [  OK  ]

httpd を起動中:                                            [  OK  ]

画面 http://IP アドレス/

画面 http://IP アドレス:8080/

10.1.4      ブート時の設定  

chkconfig スクリプトで、サービスがブート時に起動するかどうかの確認と設定ができます。

書式

chkconfig --list [サービス]

chkconfig サービス on|off

●サービスの状態を表示

サービスの状態を表示します。サービス名を省略すると、登録されている全サービスを表示します。

●サービスの設定変更

サービスをブート時に実行する(On)か、しない(Off)を設定します。

サービスとは Apache であればｈｔｔｐｄの様な名前で登録してあり、ディストリビューションにより違うこ

ともあります。

オプション

--list

サービスの状態を表示します。

# chkconfig --list ↵                                        サービスの状態を表示

NetworkManager  0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off

NetworkManagerDispatcher        0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off 

6:off
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acpid           0:off   1:off   2:off   3:on    4:on    5:on    6:off

anacron         0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off

　　　・

　　　・

　　　・

xinetd ベースのサービス:

        chargen-dgram:  off

        chargen-stream: off

        cvs:            off

　　　・

　　　・

　　　・

実習：Apacheサービスをブート時に自動実行する設定

Apacheサービスの状態を表示してください。

Apacheサービスを起動する On にします。

再びApacheサービスの状態を確認してください。

on となっているレベルが、現在のランレベルと同じであれば良いでしょう。

# chkconfig --list httpd ↵    Apache(httpd)の設定を表示

httpd           0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off  3～5が off

# chkconfig httpd on ↵                                   Apacheを起動時Onに変更

# chkconfig --list httpd ↵    変更後の設定を表示

httpd           0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off  3～5が on

# runlebel ↵                                              現在のランレベルを表示

N 5                                                          現在のランレベルは5

10.1.5      Apache      のログ  

アパッチのアクセスログは/var/log/httpd/access_log ファイルに書き出されます。

アパッチのエラーログは/var/log/httpd/error_log ファイルに書き出されます。

実習：Apacheの 2 つのログの最後の参照

tail コマンドに表示する行数を指定してアクセスログとエラーログを表示してください。

# tail -3 /var/log/httpd/access_log ↵                           ログの最後を表示

192.168.1.32  -  -  [22/Mar/2008:16:01:29  +0900]  "GET  /icons/powered_by_rh.png 

HTTP/1.1" 200 1213 "http://192.168.1.60:8080/" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows 

NT 5.1; ja; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12"
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192.168.1.32 - - [22/Mar/2008:16:01:29 +0900] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 

288  "-"  "Mozilla/5.0  (Windows;  U;  Windows  NT  5.1;  ja;  rv:1.8.1.12) 

Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12"

192.168.1.32 - - [22/Mar/2008:16:01:31 +0900] "GET / HTTP/1.1" 403 5044 "-" 

"Mozilla/5.0  (Windows;  U;  Windows  NT  5.1;  ja;  rv:1.8.1.12)  Gecko/20080201 

Firefox/2.0.0.12"

# tail -3 /var/log/httpd/error_log ↵                            ログの最後を表示

[Sat Mar 22 16:14:46 2008] [notice] Digest: done

[Sat Mar 22 16:14:46 2008] [notice] mod_python: Creating 4 session mutexes based 

on 256 max processes and 0 max threads.

[Sat Mar 22 16:14:46 2008] [notice] Apache/2.2.3 (CentOS) configured -- resuming 

normal operations
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10.2 ファイル共有

職場や家庭には多くのWindowsマシンがあり、Windowsマシンとのファイル共有は大きな需要があり

ます。ファイル共有のサービスを提供する Samba を見ていきます。

10.2.1      Samba      とは  

オープンソースでファイル共有の機能を提供するためのサービスとして 、Samba が使われていま

す。Samba は資源を共有するファイルサーバ機能とプリンタサーバ機能、マシンやユーザを管理する

Windows ドメインコントローラ機能と、Active Directory ドメインメンバ機能を提供します。Samba の機

能の中で需要が多いのは、ファイルサーバ機能です。ファイルサーバ機能は Linux のディレクトリを共有

フォルダとしてWindowsマシンへ提供します。

10.2.2      Samba      サービスの動作確認  

Samba はサービスとして提供されているので、ブート時に起動し、シャットダウン時に停止する/etc/rc.d/

init.d/smbスクリプト(ディストリビューションによっては samba)が用意されています。

書式

smb オプション

●Sambaサービスをコントロール

Sambaサービスを開始・確認・停止させます。

オプション

start

Sambaサービスを開始します。

restart

Sambaサービスを停止してから開始します。

stop

Sambaサービスを停止します。

status

Sambaサービスの状態を調べます。未対応のディストリビューションもあります。
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実行例

# /etc/init.d/smb status ↵                                     Sambaの状態を確認

httpd (pid 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550 2547) を実行中...

# /etc/init.d/smb stop ↵                                             Sambaの停止
SMB サービスを停止中:                                      [  OK  ]

NMB サービスを停止中:                                      [  OK  ]

# /etc/init.d/smb start ↵                                            Sambaの開始
SMB サービスを起動中:                                      [  OK  ]

NMB サービスを起動中:                                      [  OK  ]

実習：Sambaサービスの再起動

Sambaサービスのプロセス番号を調べておきます。

smbスクリプトで Sambaサービスを再起動します。

Sambaサービスのプロセス番号を調べてください。

# /etc/init.d/smb status ↵                                     Sambaの状態を確認

smbd (pid 13787 13782) を実行中...                 smbdのプロセス番号

nmbd (pid 13785) を実行中...                                  nmbdのプロセス番号

# /etc/init.d/smb restart ↵                                    Sambaの停止と開始

SMB サービスを停止中:                                      [  OK  ]

NMB サービスを停止中:                                      [  OK  ]

SMB サービスを起動中:                                      [  OK  ]

NMB サービスを起動中:                                      [  OK  ]

# /etc/init.d/smb status ↵                                     Sambaの状態を確認

smbd (pid 13840 13835) を実行中...          初期状態とプロセス番号が違うか確認してください

nmbd (pid 13838) を実行中...

10.2.3      Samba      サービスの設定ファイル  

Samba の設定ファイルは/etc/samba ディレクトリにあります。基本的に設定を変えるのは smb.conf

ファイルです。smb.conf ファイルには[global]と[homes]と[printers]という特殊なセクションがあります。

[global]以降で全体の設定をし、[homes]以降で各ユーザのホームディレクトリの設定をし、[printers]以

降でプリンタの設定をします。必要に応じて[セクション名]という書き出しで、新しいセクションを定義する

ことができます。
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セッション 定義している内容

[global] 全体

[homes] ユーザのホーム

[printers] プリンター

表 10-2:セクション
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各セクションの中には「パラメータ=設定」という記述をします。

●パラメータ = 設定

主な設定項目として、次表のようなパラメータがあります。

パラメータのデフォルトの設定は、ディストリビューションによって違う場合があるでしょう。
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パラメータ デフォルト 内容

workgroup MYGROUP 所属するワークグループ

netbios name NetBIOS名、デフォルトは

FQDN の最初の部分と同

じ

security user サーバの対応

(user,share,server,doma

in)

encrypt passwords yes 暗号化パスワードを利用

表 10-3:Samba の主なパラメータ(global な領域)
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実習：誰でも読み書きできる共有(フォルダ)の作成

smb.conf ファイルに誰でも読み書きできる[lpic]セクションを作ります。

smbサービスを再起動してください。

Windowsマシンから lpic共有フォルダをアクセスします。

●リスト smb.confの変更と追加

[global]

・
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パラメータ デフォルト 内容

comment コメント

path 公開するディレクトリ

browseable yes 利用可能な共有の一覧に

共有を表示

available yes すべてのサービスに対する

接続を失敗させる(no)

guest ok no サービスへの接続の際にパ

スワードを非要求

guest only no ゲスト接続のみを許可

guest account guest ok時にサービスに

アクセスする際のユーザ名

read only yes ファイルの作成も修正も不

可能

create mask 0744 ファイル作成時にAND演

算するファイルのパーミッ

ション

directory mask 0755 ディレクトリ作成時にAND

演算するファイルのパー

ミッション

hosts allow サービスへアクセス可能な

ホストのリスト(優先)

hosts deny サービスへアクセス不可な

ホストのリスト

log file ログファイル

表 10-4:Samba の主なパラメータ
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・

・

security = share # 変更

・

・

・

[lipc] # 以降追加

        comment = LPI Directories

        browseable = yes

        writable = yes

        guest ok = yes

        guest only = yes

        path = /tmp

# /etc/ini.d/smb restart ↵                                samba(smb)の停止と開始

SMB サービスを停止中:                                      [  OK  ]

NMB サービスを停止中:                                      [  OK  ]

SMB サービスを起動中:                                      [  OK  ]

NMB サービスを起動中:                                      [  OK  ]

画面 ファイル共有したフォルダ

Samba は設定を変えてリスタートすると、利用できるまでに少し時間がかかります。

10.2.4      swat      サービスの設定と開始  

Samba の設定はファイルを直接編集する以外に、Webブラウザで設定できる swat が用意されていま

す。swat 自身が単独でサービスを提供できないため、サービスの入り口となる部分を xinetdサービスに

代行してもらいます。

実習：swatサービスを利用できる設定

swat が xinetdに依存しているため、swat のアクセス設定などは xinetd用に記述する必要がありま

す。swat を利用するには/etc/xinetd.d/swat ファイルの次の部分を確認し、必要であれば変更してく

ださい。only_from はアクセスするクライアントなどのコンピュータで、disable が yes だと「使用不可

=はい」です。

●リスト /etc/xinetd.d/swat の変更が必要な部分

        only_from       = 127.0.0.1

↓

        only_from       = 127.0.0.1 192.168.1.206 # アクセスするクライアントを追加

        disable         = yes

↓

 10-176



10.2　ファイル共有

        disable         = no # サービスが有効に

/etc/xinetd.d/swat ファイルを確認して変更があった場合は xinetdサービスを再起動する必要が

あります。/etc/inet.d/xinetdスクリプトに restart オプションを付けると xinetdサービスが再起動し

ます。

# netstat -at|grep swat ↵                                       swatサービス確認

# /etc/init.d/xinetd restart ↵          xinetdの停止と開始→swatサービスの開始

xinetd を停止中:                                           [  OK  ]

xinetd を起動中:                                           [  OK  ]

# netstat -at|grep swat ↵                                      swatサービス確認

tcp        0      0 *:swat       *:*          LISTEN          swatサービス

swatサービスを有効にしたら、Webブラウザから swatサービスへアクセスしてください。

swatサービスへのアクセスにはポート番号901 を使います。
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192.168.1.60は swat を動かしているコンピュータの IP アドレスです。swat を動かしているマシンで

設定をするには localhost になります。

注）swat を使うか、設定ファイルを編集するかは、いずれか 1 つに統一した方が安全でしょう。

10.2.5      Samba      パスワードを設定  

Sambaサービスのファイル共有でユーザ認証をするには Samba 用のユーザとパスワードを登録する必

要があります。Samba 用のユーザとパスワードを登録するには smbpasswdコマンドを使います。

書式

smbpasswd [ユーザ名]

●Samba ユーザを登録

Sambaサービスで利用するユーザを登録します。

●Samba ユーザを削除

Sambaサービスで利用するユーザを削除します。

●Samba パスワードを設定

Sambaサービスで利用するパスワードを設定します。

●Samba ユーザを無効

Sambaサービスで利用するユーザを無効にします。
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●Samba ユーザを有効

Sambaサービスで利用するユーザを有効にします。

オプション

-a

ユーザを登録します。

-x

ユーザを削除します。

-d

ユーザを無効にします。

-e

ユーザを有効にします。

実行例

# smbpasswd -a penguin ↵                           penguinユーザのパスワード作成

New SMB password: xxxxxxxx

Retype new SMB password:xxxxxxxx

実習：lpic ユーザの Samba パスワードファイルへの登録

mksmbpasswd.sh スクリプトを使って/etc/passwdファイルから作ります。

/etc/passwdファイルに存在しているユーザであれば、smbpasswdコマンドでパスワードを設定しま

す。

# mksmbpasswd.sh < /etc/passwd > /etc/smbpasswd ↵       パスワードっファイル作成

# chmod 600 /etc/smbpasswd ↵                  パスワードをrootだけ参照可能に変更

# smbpasswd lpic ↵                                    lpicユーザのパスワード作成

New SMB password: xxxxxxxx      パスワードを入力

Retype new SMB password: xxxxxxxx                             パスワードを再入力

10.2.6      ブート時の設定  

サービスは chkconfig スクリプトでブート時に起動するかどうかの確認と設定ができます。

実習：Sambaサービスをブート時に自動実行する設定

Sambaサービスの状態を表示してください。
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Sambaサービスを起動する On にします。

再び Sambaサービスの状態を確認してください。

on となっているレベルが、現在のランレベルと同じであれば良いでしょう。

# chkconfig --list smb ↵                                  Samba(smb)の設定を表示

smb             0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off         3～5が off

# chkconfig smb on ↵                                 Samba(smb)を起動時Onに変更

# chkconfig --list smb ↵                                  Samba(smb)の設定を表示

smb             0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off          3～5が on

# runlebel ↵                                              現在のランレベルを表示

N 5   現在のランレベルは5
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10.3 DNSサービス

覚え辛い IP アドレスから、人間がわかりやすい名前が使えるようになっています。IP アドレスと名前を相互

に変換するDNS(Domain Name System)は重要な機能です。DNSはツリー状に連携した複数のコン

ピュータがサービスを提供しています。DNSとして動くプログラムとして、bindが一般的に使われていま

す。

10.3.1      ドメインとは  

DNSが取り扱う名前は、コンピュータの名前であるホスト名にドメイン名をつけ加えた FQDN となります。

ドメイン名は、ルートと呼ばれるトップから国単位で定義されているトップレベルドメイン(TLD：Top Level 

Domain)が基本的にぶら下がり、TLDs の下に学校や企業のサブドメインが付きます。

TLDs は jp(日本)や kr(大韓民国)や cn(中華人民共和国)の様に地域に所属するトップレベルドメイン

と、gov(米国の政府機関)や com(商用)や org(団体)などがあります。サブドメインとしては jp であれ

ば、ac(学校)や co(企業)や go(政府系団体)などがあります。ac であれば更に学校の名前が付き、co で

あれば企業名が付きます。jp ドメインの直ぐ後に付く汎用 JP ドメイン名もあります。
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10.3.2      bind      とは  

名前と IP アドレスの関連を定義しておき、問い合わせがあれば対応する名前や IP アドレスを返答するプ

ログラムが bindです。

bindは 13台のルートネームサーバから始まるツリー状につながっており、問い合わせに対して下につな

がるネームサーバを返答し、最後に目的のドメインのネームサーバから情報を聞けます。
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jp のサーバと ac のサーバは必ずしも別のコンピュータであるとは限りません。

10.3.3      DNS      サービスの設定ファイル  

ドメインに含まれる名前に対して IP アドレスを定義する順引きのゾーンファイルがあります。

IP アドレスに対して名前を定義する逆引きのゾーンファイルがあります。

ゾーンファイルには固定的でディストリビューションと一緒に用意されている 3つのファイルもあります。

ゾーンファイルを読み込み、基本の設定をする named.conf ファイル(ブートファイル)があります。

named.conf ファイルは options{～}で基本の設定をし、controls{～}でコマンドで書き換えが可能なアド

レスを設定し、各 zone{～}で順引きと逆引き固有の設定と読み込むゾーンファイルを指定し、include で

セキュリティに関する設定を読み込みます。

options{～}で設定する項目は、次表の directoryとなります。

zone ゾーン名{～}のゾーン名はドメイン名となり、IP アドレスの定義は最後の桁を取り除いた残りを逆に

並べて.in-addr.arpa を付けます。定義できる項目は次の表の様な項目があります。

/etc/named.conf設定ファイルは次の様になります。

●リスト /etc/named.confファイル例

options {

        directory "/var/named"; # ファイル読み込みのディレクトリ
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項目名 内容

directory ゾーンファイルを読み込むディレクトリ

表 10-5:options の設定

項目名 内容

type マスターサーバ(master)かスレーブサーバ

(slave)

file ゾーンファイル

masters マスターサーバのアドレス

Allow-update type が slave の場合のマスターサーバ

表 10-6:zone の設定

項目名 内容

allow-transfer ゾーンファイルの転送要求に対応するアドレス

allow-query 問い合わせに対して返答するアドレス

表 10-7:options と zone のどちらにも記述できる設定
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        // query-source address * port 53;

}

controls { # ローカルからのみコマンドで書き換え可に設定

        inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; };

};

zone "." IN { # ルートサーバの設定

        type hint;

        file "named.ca";

};

zone "localhost" IN { # ローカルホストの順引き設定

        type master;

        file "localhost.zone";

        allow-update { none; };

};

zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN { # ローカルホストの逆引き設定

        type master;

        file "named.local";

        allow-update { none; };

};

zone "lpi.or.jp" IN { # lpi.or.jpドメインの設定

        type master; # マスターサーバ

        file "lpi.or.jp.zone"; # ゾーンファイル

        allow-update { none; };

};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN { # 192.168,1.0ネットワークの設定

        type master; # マスターサーバ

        file "192.168.1.zone"; # ゾーンファイル

        allow-update { none; };

};

zone "lpi.org" IN { # lpi.orgドメインの設定

        type slave; # スレーブサーバ

        file "lpi.org.zone" # ゾーンファイル

        masters { 192.168.1.100; }; # マスターサーバのIPアドレス

}

include "/etc/rndc.key";zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {

        type master;

        file "192.168.1.zone";

        allow-update { none; };

};

include "/etc/rndc.key";

順引きのゾーンファイルは$TTL で有効時間、$ORIGIN でドメイン名を設定しています。

SOA(Start Of Authorityレコード)はドメインについてプライマリーネームサーバとメールアドレス、シリア

ルナンバー、問い合わせ待機時間、再要求を送るまでの待機時間、応じない場合に要求の停止するまで
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の時間、キャッシュされる時間を指定します。

NSはゾーンのネームサーバの指定、MX はゾーンのメールサーバの指定、Aは lpiホストに対応する IP

アドレスを指定します。

順引きのゾーンファイルは次の様になります。

●リスト 順引きのゾーンファイル例

$TTL    86400

$ORIGIN lpi.or.jp.

@                       1D IN SOA       lpic root.lpi.or.jp. (

                                        2008032800      ; serial (d. adams)

                                        3H              ; refresh

                                        15M             ; retry

                                        1W              ; expiry

                                        1D )            ; minimum

                        1D IN NS        lpic ; ネームサーバ

                        1D IN MX 10     lpic ; メールサーバ

lpic                    1D IN A         192.168.1.60 ; lpic.lpi.or.jpの IPアドレス

逆引きのゾーンファイルは$TTL で有効時間を設定しています。

SOA(Start Of Authorityレコード)はドメインについてプライマリーネームサーバとメールアドレス、シリア

ルナンバー、問い合わせ待機時間、再要求を送るまでの待機時間、応じない場合に要求の停止するまで

の時間、キャッシュされる時間を指定します。

NSはゾーンのネームサーバの指定、PTR は 60(192.168.1.60)に対して lpic を指定します。

逆引きのゾーンファイルは次の様になります。

●リスト 逆引きのゾーンファイル例

$TTL    86400

@       IN      SOA     lpic.lpi.or.jp. root.lpi.or.jp.  (

                                      2008032800 ; Serial

                                      28800      ; Refresh

                                      14400      ; Retry

                                      3600000    ; Expire

                                      86400 )    ; Minimum

        IN      NS      lpic.lpi.or.jp. ; ネームサーバ

60      IN      PTR     lpic.lpi.or.jp. ; 192.168.1.60の名前

ゾーンファイルは空白やタブの数が 1文字でも違うと動きません。

サンプルとして用意されている/var/named/localhost.zone ファイルや/var/named/named.local

ファイルをコピーして書き換えると間違いが少なくなるでしょう。

逆引き設定は、Aクラスか Bクラスか C クラスのいずれかの IP アドレスを管理している場合にのみ定義

できます。クラス全体の IP アドレスを利用していない場合は、元のクラスを管理しているプロバイダなどに

管理してもらう必要があります。
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10.3.4      DNS      の設定を有効にする  

bind はサービス と し て 提 供 さ れ て い る の で 、 ブ ー ト 時 に起動 し 、シャ ッ トダウ ン 時 に停止す

る/etc/rc.d/init.d/namedスクリプトが用意されています。

書式

named

●bindサービスをコントロール

bindサービスを開始・確認・停止させます。

オプション

start

bindサービスを開始します。

restart

bindサービスを停止してから開始します。

stop

bindサービスを停止します。

status

bindサービスの状態を調べます。

実行例

# /etc/init.d/named status ↵                                    bindの状態を確認

httpd (pid 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550 2547) を実行中...

# /etc/init.d/named stop ↵                                            bindの停止
httpd を停止中:                                            [  OK  ]

# /etc/init.d/named start ↵                                           bindの開始
httpd を起動中:                                            [  OK  ]

実習：bindサービスの再起動

bindサービスのプロセス番号を調べておきます。

namedスクリプトで bindサービスを再起動します。

bindサービスのプロセス番号を調べてください。

# /etc/init.d/named status ↵                                    bindの状態を確認
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httpd (pid 2598 2597 2596 2595 2594 2593 2592 2591 2589) を実行中...

# /etc/init.d/named restart ↵                                   bindの停止と開始

named を停止中:                                            [  OK  ]

named を起動中:                                            [  OK  ]

# /etc/init.d/named status ↵                                    bindの状態を確認

named (pid 2645 2644 2643 2642 2641 2640 2639 2638 2636) を実行中...

                                  初期状態とプロセス番号が違うか確認してください

10.3.5      DNS      サービスの動作確認  

DNSへ問い合わせるには dig コマンドを使います。

書式

dig [@サーバ] ドメイン [問い合わせタイプ] [オプション]

ドメイン情報をネームサーバへ問い合わせて返答を表示します。

オプション

-x

IP アドレスを本来の記述方法で指定して問い合わせをします。

問い合わせタイプ

a(アドレス),any(全ての情報),mx(メールサーバ),ns(ネームサーバ),soa(ゾーン情報),axfr(ゾーン転

送)

実行例

$ dig @192.168.1.1 lpi.or.jp MX ↵                  lpi.or.jpのメールサーバを確認

; <<>> DiG 9.3.3rc2 <<>> @192.168.1.1 lpi.or.jp MX

; (1 server found)

;; global options:  printcmd

;; Got answer:

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 62788

;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2

;; QUESTION SECTION:

;lpi.or.jp.                     IN      MX

;; ANSWER SECTION:

lpi.or.jp.              3600    IN      MX      10 mail.lpi.or.jp.   メールサーバ

;; AUTHORITY SECTION:
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lpi.or.jp.              3600    IN      NS      aa.lpi.or.jp.

lpi.or.jp.              3600    IN      NS      bb.lpi.or.jp.

;; ADDITIONAL SECTION:

mail.lpi.or.jp.          644    IN      A       202.XXX.XX.1      mail.lpi.or.jp

aa.lpi.or.jp.           1599    IN      A       210.XXX.XX.100

bb.lpi.or.jp.           1599    IN      A       210.XXX.XX.200

;; Query time: 25 msec

;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1)

;; WHEN: Sun Feb 10 02:51:31 2008

;; MSG SIZE  rcvd: 145

実習：定義したドメインの問い合わせ

dig コマンドで lpi.or.jp について問い合わせてください。

dig コマンドに-x オプションを使って問い合わせてください。

$ dig @localhost lpi.or.jp any ↵                           lpi.or.jpの設定を表示

; <<>> DiG 9.3.3rc2 <<>> @localhost lpi.or.jp any

; (1 server found)

;; global options:  printcmd

;; Got answer:

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 44145

;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; QUESTION SECTION:

;lpi.or.jp.                     IN      ANY

;; ANSWER SECTION:

lpi.or.jp.              86400   IN      SOA     lpic.lpi.or.jp. root.lpi.or.jp. 

20080328 10800 900 604800 86400        SOA情報

lpi.or.jp.              86400   IN      NS      lpic.lpi.or.jp.   ネームサーバ

lpi.or.jp.              86400   IN      MX      10 lpic.lpi.or.jp.  メールサーバ

;; ADDITIONAL SECTION:

lpic.lpi.or.jp.         86400   IN      A       192.168.1.60

;; Query time: 8 msec

;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)

;; WHEN: Sun Feb 10 03:00:59 2008

;; MSG SIZE  rcvd: 119

$ dig @localhost -x 192.168.1.0 ↵                          localhostの設定を表示

; <<>> DiG 9.3.3rc2 <<>> @localhost -x 192.168.1.0

; (1 server found)

;; global options:  printcmd

;; Got answer:

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 59727
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;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:

;0.1.168.192.in-addr.arpa.      IN      PTR

;; AUTHORITY SECTION:

1.168.192.in-addr.arpa. 86400   IN      SOA     lpi.or.jp. root.lpi.or.jp. 

1997022700 28800 14400 3600000 86400

;; Query time: 7 msec

;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)

;; WHEN: Sun Feb 10 03:01:27 2008

;; MSG SIZE  rcvd: 92

10.3.6      ブート時の設定  

サービスは chkconfig スクリプトでブート時に起動するかどうかの確認と設定ができます。

実習：bindサービスをブート時に自動実行する設定

bindサービスの状態を表示してください。

bindサービスを起動する On にします。

再び bindサービスの状態を確認してください。

on となっているレベルが、現在のランレベルと同じであれば良いでしょう。

# chkconfig --list named      ↵                           Bind(named)の設定を表示

named           0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off         3～5が off

# chkconfig named on ↵                              Bind(named)を起動時Onに変更 

# chkconfig --list named ↵                               Bind(named)の設定を表示

named           0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off          3～5が on

# runlebel ↵                                              現在のランレベルを表示

N 5   現在のランレベルは5
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10.4 演習

1. Apache が起動時に開始する設定になっているか調べてみましょう。

2. /var/tmp をApache のトップページとして公開してみましょう。

3. Samba が起動時に開始する設定になっているか調べてみましょう。

4. /var/tmp を Samba で共有フォルダとしてみましょう。

5. bindが起動時に開始する設定になっているか調べてみましょう。

6. lpi.org という仮想のドメインとwwwサーバを登録してみましょう。
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10.5 章末テスト

1. Apache が利用しているポート番号は何番ですか？

2. httpd.conf ファイルでサーバ名を設定するディレクティブは何ですか？

3. Samba が利用しているポート番号は何番ですか？

4. 利用可能な共有の一覧に共有名を表示するには smb.conf ファイルでどう設定するのか？

5. bindが利用しているポート番号は何番ですか？

6. dig コマンドでゾーン転送させるための問い合わせタイプは何ですか？
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11章

X Window System

Linux を含むUNIX 系 OS では、複数のコンソールやGUI 環境を

実現する方法として、X Window System が利用されています。こ

の章では、X Window System の仕組みと利用方法を学習しま

す。

この章の内容

11.1X Window System とは

11.2X Window System の機能

11.2.1 クライアントサーバ方式

11.2.2ビデオ

11.2.3設定ファイル

11.3X Window System の進んだ使い方

11.3.1X プロトコル

11.3.2環境変数DISPLAY

11.3.3実習での注意

11.4演習

11.5章末テスト



11 章　X Window System

11.1 X Window System とは

X Window System は、MITのアテナプロジェクトの時に原型が生まれました。UNIX という OSは素晴

らしいものの、コマンド入力が基本になっている設計なので、コンピュータに不慣れな利用者にとっては難

しい OSでした。そこで、UNIXシステムで利用可能なWindowシステムが考案され、その改良型が今日

の X Window System として利用されています。

X Window System は、一般に「X Window System」とも「X Window」ともいわれ、単純に「X」と呼ば

れることもありますが、いずれも同じものを指しています。表記では「X Window」の他に「X-Window」と

書かれますが、やはり同じものを指しています。ただ「X  Window"s"」とはいわないので、気をつけてくださ

い。

X Window System はバージョンが区切られています。2008年 6月の段階で、最新バージョンは

X11R7.3(X11 Release 7.3)。以前のバージョンとして、バージョンがもっと古いものや、X10等も存在し

ました。このバージョンは、次の節の X プロトコルに関係があります。

X Window System の設計は、X.org という団体が行っています。実際に動作するプログラムは、フリーの

ものから商用のもの、各社商用 UNIX に付属するものまで様々な種類があります。IBM/PC互換機での

Linux で動作する X WIndow System は、X.org が配布しているフリーのものです。
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11.2 X Window System の機能

11.2.1      クライアントサーバ方式  

X Window System の一番の特徴は、クライアント・サーバ形式になっていることです。ここまでの章で

も、Apache や Samba の設定等で、クライアント・サーバ形式の構成を見たことがあるかもしません。ウイ

ンドウシステムがクライアントシステムになっているというのは、どのような形式でしょうか？次の図で示して

います。

カーネルの上に Xサーバが動作しています。Xサーバは、ハードウエアの中の、特にビデオカードを占有し

ます。もちろんカーネルの設計から、Xサーバはカーネルを経由してハードウエアを操作します。

X クライアントは、一般の GUI アプリケーションです。簡単なものでは、 時計を表示したりコンソールを表

示したりするもの、複雑なものでは、Firefox等も存在します。いずれにせよ、X Window System で動作

するアプリケーションは、すべて X クライアントに分類されます。

X クライアントは、何かを描画したいときに、直接ハードウエアを操作しません。X クライアントの描画情報

は、かならず Xサーバに届きます。描画情報を受け取った Xサーバは、カーネルを経由しグラフィックカー

ドから画面を描画します。

この描画命令は、X プロトコル(後述）といわれています。

11.2.2      ビデオ  

X Window System では、コンピュータ 1台で複数のビデオカードが動作することを前提にしています。

さらに、その 1枚のビデオカードに複数のディスプレイ端子がついていることを前提にしています。次の図

のような設計です。
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それぞれの画面を指定するため、数値を.（ピリオド）で区切って表現します。例えば、本体に 1 つのみビデ

オ端子がある場合、0番目のビデオカードの、0番目のビデオ端子になりますので、0.0あります。

例えば、本体のビデオカードが 2つの端子がある場合、片方が 0.0でもう片方が 0.1 になります。

ビデオカードが 2枚入っていて、それぞれビデオ端子が 2端子ずつある場合、メインのビデオカードが

0.0と 0.1 で、もう 1枚のカードが 1.0と 1.1 になります。

11.2.3      設定ファイル  

X  Window System の設定ファイル群は/etc/X11 の中にあります。その中で、Xサーバに関する設定

は xorg.conf の中に記述されています。

xorg.conf の中は、Section という単位で区切られ、Section "xxx"～EndSection までを 1 つの単位とし

ています。次に、xorg.conf の例を挙げてみます。

Section "ServerLayout"

        Identifier     "Default Layout"

        Screen      0  "Screen0" 0 0

        InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"

EndSection

Section "InputDevice"

        Identifier  "Keyboard0"

        Driver      "kbd"

        Option      "XkbModel" "pc105"

        Option      "XkbLayout" "us"

EndSection

Section "Device"

        Identifier  "Videocard0"

        Driver      "vesa"

EndSection

Section "Screen"
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        Identifier "Screen0"

        Device     "Videocard0"

        DefaultDepth     24

        SubSection "Display"

                Viewport   0 0

                Depth     24

        EndSubSection

EndSection

 

ここでは、次の順番で確認していくことにします。

■ Section "Device"

ビデオカードがあり、vesa という種類のドライバで動作しています。これをVideocard0と呼びます。

■ Section "Screen"

スクリーン（画面）があり、それは Videocard0につながっています。カラーは 24 ビットカラーで(0,0)を

ベースとしたDisplayがあります。これらの設定を Screen0と呼びます。

■ Section "InputDevice"

InputDevice(=入力機器)の設定を行っています。ここではキーボードの設定を行っており、pc105型の

英語配列キーボードを指定しています。これをKeybord0と呼びます。

■ Section "ServerLayout"

X サーバ全体の設定 を 行 い ま す 。 今 ま で の 指 定 で あ が っ て い た 、 Screen0 を ス ク リ ー ン と し

て、Keyboard0を InputDevice として指定しています。

これで xorg.conf の中身を確認することができました。ビデオカードの種類が変わったり、マルチディスプ

レイ対応にしたりすると、また記述している内容が変わってきます。
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11.3 X Window System の進んだ使い方

11.3.1      X      プロトコル  

X Window System は、X のクライアントとサーバの間で、描画情報をやり取りするという話をしました。描

画情報とは「線を書け」「四角を描け」「色を塗れ」といったものです。このやり取りの方式を、 X プロトコルと

いいます。

X プロトコルは、バージョン番号によって決まっています。従って、X11 でのプロトコルは X11 のサーバ・ク

ライアント間でしかやり取りができません。X クライアントと Xサーバの間では、プロセス間通信で実現がさ

れています。

11.3.2      環境変数      DISPLAY  

ビデオの節で、画面を数値.数値(例 0.1)で指定することができる、と説明しました。また X プロトコルの節

では、X クライアントと Xサーバは、プロセス間通信で行われているとも説明しました。この両者の機能を

あわせると、変わった機能を実現することができます。

プロセス間通信というのは、同一ホスト内ではプロセス間通信と呼ばれていますが、異なったホスト間では

ちょうど TCP/IP によるネットワーク通信と同等の方法で実現されています。X プロトコルによる通信は、同

一ホストのみならず、ネットワーク上のホストを相手に通信をすることができます。そのとき、ホスト情報画

面は次のように指定します。

実行例

hostx:0.1

ホスト名 hostx というマシンの、0:1 の画面を指定しました。

そして X のクライアントには、ある決まりがあります。それは「環境変数 DISPLAYを参照する」ということ

です。X クライアントのソフトが動作するとき、2つの部分を調べます。

1. 環境変数DISPLAYを探し、定義されていたら、そこで指定するホストに対しクライアントから描

画情報を送る。

2. クライアントのオプションで指定されているモニタに対し、描画情報を送る。指定が なければ、自マ

シ ン の画面 。 ク ラ イ ア ン ト の オ プ シ ョ ン は 、 多 く の場合 -display  hostx:0.1 や --

display=hostx:0.1 とう形式で指定されます。

では、実際に別ホストに画面を出す例を示します。

前提:hostx と hostyがあり、自分は hostx のユーザです。自分の画面に hostyしか導入されていない X

アプリケーションである、xappl_hostyを実行し、その画面を hostx に表示したいとします。

実習: リモートの画面にアプリケーションのウインドウを表示

hostx での操作
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xhost +hosty hostyからの Xプロトコルのアクセスを許可します。

ssh hosty hostyに sshでログインします。

（以下 hostyでの処理 ）

export DISPLAY=hostx:0.0 次か ら 実 行 す る X アプ リケー シ ョ ン の 表 示

は、hostx:0.0になることを意味します。

xappl_hosty xappl_hostyを実行します。

これで、xappl_hostyの画面が hostx に表示されます。このように、X Window System は描画をネッ

トワーク越しに動作させることが可能になっています。

11.3.3      実習での注意  

この章の、ここまでの記述は、若干昔の情報です。概念的・設計的には正しい内容なのですが、最近はこ

のような動作ができなくなっています。主な理由はセキュリティで、X のサーバが常に信号を受け付ける状

態で動作することが、望ましくないということで、現在は前述のようなことができなくなっています。

セキュリティの設計を回避する方法は、何通りかあります。1 つは ssh でポートフォワードを行う方法です。

もう 1 つは、nolisten tcp オプションをオフにする方法です。

nolisten tcp の無効化は、Linux のディストリビューションによって方法が異なります。 CentOS 5 で

は/etc/X11/fs/config のエントリにある no-listen=tcp のエントリを無効にします。
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11.4 演習

1. localhost:1.2としたとき、これはどんなモニタを示していますか？

2. Xhost コマンドの働きを説明してください。
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11.5 章末テスト

1. X クライアントと Xサーバの関係を説明してみましょう。

2. 環境変数DISPLAYはどのような働きをするか、説明してみましょう。
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12章

ハードウエア

この章では、Linux を利用する上で必要なハードウエアの知識に

ついて学習します。Linux が動作するハードウエアの種類は、非常

に多岐にわたっています。今回は、その中でも多く利用されている

IBM PC互換機環境（以下PC）について説明します。

この章の内容

12.1CPU (Central Processing Unit)

12.2メモリ

12.3チップセット

12.4外部記憶装置

12.4.1 ハードディスク

12.4.2光学ドライブ

12.4.3そのほかの外部記憶装置

12.5NIC

12.6Linux とハードウエア

12.6.1外部記憶装置

12.6.2光学ドライブ

12.6.3テープドライブ

12.6.4NIC

12.7演習

12.8章末テスト
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12.1 CPU (Central Processing Unit)

中央演算処理装置といわれ、コンピュータの頭脳に相当します。処理の速度はクロックといわれ、単位は

Hz（ヘルツ)。Hzの値が大きいほど CPU は高速動作し、処理性能が高いことを意味します。

PC では、主に 2種類のメーカが CPU を供給しています。Intel と AMDです。Intel では用途環境別

に、Pentiumシリーズ・Coreシリーズ・Xeonシリーズが存在します。AMDでは、Phenomシリーズ・

Athlonシリーズ・Opteronシリーズ・Turionシリーズ・Sempronシリーズが存在します。

CPU の処理の基本は、メモリからデータを得て、それを処理し、結果をメモリに戻すことです。同じメモリ領

域から何度もデータを得る場合、CPU のある領域がその内容を覚えます。次にアクセスするときは、メモリ

にアクセスせず、その領域からデータを取得して処理をします。メモリから値を取得するのに比べ、その領

域から値を取得することのほうが高速で、結果処理が早く終わります。その領域のことを「キャッシュ」とい

います。「キャッシュ」には他にも種類があるため、他の種類と区別するため「 CPU キャッシュ」とも呼ばれ

ます。

CPU は 1 基で動作する以外に、2基以上で動作する場合があります。これを、マルチプロセッサ環境と呼

びます。マルチプロセッサ環境では、1 基で動作する環境(これをシングルプロセッサ環境といいます)より

も、高性能を得ることができます。Linux のカーネルは、マルチプロセッサ環境を認識し、動作させることが

可能です。

さらに”物理的な”CPU1 基に対し、複数の CPU を乗せた CPU もあります。この単位をコアといいます。

従来は、1 基の CPU に対し 1 コアであったものが、最近では、1 基の CPU に対し 2コアや 4コアを搭載

したものが存在します。コア数が増加すると、高性能を得ることができます。
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12.2 メモリ

コンピュータの主記憶といわれる部分で、データを記憶しています。単位は Byte（バイト）で、値が増える

ほど多くの容量が利用可能です。CPU が利用するデータを記憶したり、逆に CPU が処理した結果を保

存するのに利用されます。ソフトウエアが作業するために必要な、作業領域です。

一般的にDRAMといわれる製品が使われています。DRAMは、その性質から通電時のみ有効で、電源

供給が止まると、記憶内容が消えてしまいます。したがって、適切な停止処理をしてから停止しないと、デー

タの不整合が発生することがあります。

PC では、32bit CPU の環境から 4GBが上限であるといわれています。Intel系CPU では、36bit アドレ

スバスの影響で、理論上は 64GBまで利用可能ですが、他の部品の性能から 4GB程度が限界とされて

います。また一部の製品で、EM64Tや AMD64といわれる機能を持つ CPU と、それに対応した部品が

あります。これもやはり上限4GBの壁を取り払うため、メモリ周りに拡張機能を付加したものです。Linux

ではカーネルの構成自体異なるので、x86"-amd64"といった形式で、これらの機能を有効にしたパッケー

ジを配布しています。
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12.3 チップセット

CPU やメモリ・その他の周辺機器は、「バス」といわれる場所につながっており、バスを経由してデータの

やり取りをします。バスの機能を提供しているのが、チップセットです。それぞれの周辺機器では、それを制

御する専用のコントローラ（メモリはメモリコントローラ・HDDはHDDコントローラ）が存在し、そのコント

ローラがチップセットとつながっています。

最近のチップセットでは、前述のコントローラを始め、ビデオカード・ネットワークカードの機能などをもチッ

プセットの中に含んでしまった、多機能なチップセットが存在します。これを統合チップセットといい、主に個

人向けのパソコンで利用されています。
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12.4 外部記憶装置

外部記憶装置は、データの保存に利用されます。前述の主記憶（＝メモリ)と比べ、一般的に大容量で不

揮発性(電源が無くてもデータを保存可能)がある反面、アクセス速度がメモリより遅いという特徴がありま

す。主に、ハードディスクや CD-ROM/R/RW・DVD-ROM/R/RW等の光学メディアのことを指していい

ます。

12.4.1      ハードディスク  

ハードディスクとは、金属の円盤を回転させ、その上に磁気情報を残すことでデータを記憶させます。ヘッ

ドといわれるピンが、円盤の表面を非常に低い高さで移動するため衝撃に弱く、取り扱いに注意が必要で

あるといわれてきました。主にコンピュータの記憶媒体の他、最近では音楽プレーヤ・カーナビ・家庭用ビ

デオレコーダなどで利用されています。

ハードディスクは、主に 4種類の接続形式が存在します。

■ UltraATA (UATA)

従来用いられていた接続方法で、以前は IDE, EIDEといわれていた形式です。信号がパラレルでやり取

りされます。ハードディスクは、次の Serial ATAに移っていますが、光学ドライブ（後述）の製品の多くは、

いまだに Ultra ATAを接続方法としています。

PC では、チップセット上にコントローラが存在することが多く、同時に 2系統が利用できます。それぞれ

は、プライマリ・セカンダリと呼ばれています。それぞれの系統には、最大で 2台のデバイスが接続できま

す。それぞれを、マスタ・スレーブと呼びます。したがって、一般の PC では最大で 4台のデバイス（プライマ

リマスタ・プライマリスレーブ・セカンダリマスタ・セカンダリスレーブ）が接続できます。

■ Serial ATA (SATA)

Ultra-ATAの後に出てきた接続方法です。最近のHDDは、こちらの接続方法が用いられています。信号

がシリアルでやり取りされます。1 本のケーブルで、HDDとコントローラが直結されるため、非常に高速の

やり取りが可能な方式です。

■ SCSI

最近では、主にサーバ用途で使われることが多くなった接続規格です。信号はパラレルでやり取りされま

す。利用するときは、コンピュータに SCSI のコントローラを載せることが必要です。コントローラから 1台目

のデバイスにつなぎ、それで終わりのときは終端装置(ターミネータ)を接続します。2台目以降を接続する

ときは、コントローラからではなく、1台目から 2台目に対し接続し、2台目にターミネータを接続します。こ

の方式をデイジーチェーンと呼びます。

それぞれのデバイスには SCSI IDが割り当てられ、別のデバイスで同じ SCSI IDを利用することはでき

ません。1 つのコントローラで制御できる SCSI IDは 0～7の 8個、もしくは 0～15 の 16個です。しか

し、SCSI のコントローラにも IDが割り当てられる(多くの場合 7もしくは 15)ので、実際に利用できるデバ

イスは、それぞれ 7台と 15台になります。
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■ Serial Attached SCSI (SAS)

サーバ用途で用いられている接続規格で、SCSI規格の一種ですが、信号がシリアルになっているのが

SCSI と違う点です。

12.4.2      光学ドライブ  

光学ドライブは、CD-ROM/R/RWやDVD-ROM/R/RW/RAM等が存在します。メディアと呼ばれる円

盤媒体に対して、読み書きすることが可能です。ドライブ自体は UltraATAで接続されたものが主です

が、最近では Serial-ATA接続のドライブもあります。

12.4.3      そのほかの外部記憶装置  

記憶媒体で多く用いられている種類として、テープドライブがあげられます。テープはバックアップを保存

し、必要なときに戻す(レストア）作業に用いられます。テープドライブの多くは、SCSI接続で利用されてい

ます。

テープが他の記憶装置と一番違うのは、記憶位置に順番があることです。テープはその特性から、先頭か

らデータを保存する必要があります。保存位置を調節するため、テープの先送りや巻き戻しも必要になりま

す。このように、順番に記憶させる方式のことを、シーケンシャルアクセスといいます。また、ハードディスク

のように順不同に読み書きする方法を、ランダムアクセスといいます。
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12.5 NIC

RJ-45 の端子を備え、Ethernet に接続するためのカードです。結線の方式は、Twisted-pare の方式がメ

インになっており、接続も 10BASE-Tから 100BASE-TX、1000BASE-Tとさまざまです。

コントローラはさまざまで、Network Interface Cardの独立したカードとして搭載されているもの、マザー

ボードにコントローラが載っているもの、チップセットにコントローラが含まれているもの、等があります。マ

ザーボード上にコントローラを載せたり、独立したカードとして載せているものは、サーバ用途のマシンでよ

く見られる方式です。
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12.6 Linux とハードウエア

それでは、今まで説明したハードウエアが Linux からどのように認識されているか勉強しましょう。

Linux をはじめとする UNIX系OSでは、デバイス対してデバイスの IDを割り当てます。そして、同じデバ

イスが複数あったときの区別として、そのデバイスに対して番号がわりあてられます。

認識されたデバイスは、すべて/devディレクトリの下にファイルとして存在します。このファイルは特殊な

ファイルで、一般ユーザからはアクセスができません。

12.6.1      外部記憶装置  

外部記憶装置では、次のようにデバイスの IDが割り当てられます。

UltraATA

UltraATAでは、デバイスの IDが hdになります。そして、プライマリマスタ・プライマリスレーブ・セカンダリ

マスタ・セカンダリスレーブの順にデバイスが認識され、その認識順に a,b,c...と IDがつきます。

例えば、プライマリマスタ・プライマリスレーブにハードディスクがつながっているとき、それぞれ hda,hdbと

認識されます。

さらに、そのドライブがパーティションごとに分けられていたとき、パーティションの先頭部分から 0,1,...と

番号がつきます。したがって、一番先に認識されたハードディスクの先頭パーティションは、hda0というこ

とになります。

SCSI と SASは、同じ sdというデバイスの IDで認識されます。SCSI の IDが若い旬から、a,b,...と認識さ

れ、パーティションは UltraATAと同じ方法です。したがって、sda0や sdb1 といった認識が行われます。

Serial-ATAは、Linux が SCSI のディスクと”みなして”認識しています。従って、デバイスの IDは sdで

認識され、後は SCSI のディスクと同じ扱いになります。

12.6.2      光学ドライブ  

光学ドライブは、cdというデバイスの IDで認識されます。2台以上接続があった場合、cda,cdb...という

名前になります。

12.6.3      テープドライブ  

テープドライブにもデバイスの IDが割り当てられます。st(Scsi Tape)というデバイスの IDで、通常 st0

で利用します。テープを操作するとき、巻き戻しを行わないようにするため nst(Non-rewinding Scsi 

Tape)というデバイス IDで利用することもあります。

12.6.4      NIC  

NIC は、認識された順に eth0, eth1...と認識されます。複数の端子が存在する場合、どの端子が eth0

か、を確認しながら作業する必要があります。
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12.7 演習

1. CPU の動作周波数の単位 は何ですか？

2. CPU キャッシュの役割は何ですか？

3. メモリ容量の単位は何ですか？

4. チップセットの役割を説明してみましょう。

5. UltraATAは 1 つのバスに何台までつなげらますか（プライマリ／セカンダリをそれぞれ 1 つのバ

スとします）？また、それらをどのように設定して区別していますか？

6. SCSI 機器の、接続の仕方の特徴は何ですか？また、末端の SCSI 機器に接続する機器の名前

は何ですか？

7. sdb2というのは、どのようなパーティションか説明してみましょう。

8. テープドライブのように、アクセスする領域が順になっているものを何と呼びますか？

9. NIC の Linux 上でのデバイス IDは何ですか？
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12.8 章末テスト

1. メモリが上限4GBの壁を越えて利用できるようにする機能に、どのようなものがありますか？

2. ハードディスクの利点と欠点をあげてください。
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13章

ファイル管理

ファイルシステムの説明を読みながら、ファイルシステムの管理コ

マンドに慣れることで、ファイルシステムの概念と管理操作を身に

付けます。

ファイルシステムの構造を把握するために説明するのは EXT3

ファイルシステムにおけるファイルとディレクトリ、iノード、リンクとい

う用語です。

用語を理解するために、df コマンド、du コマンド、fdisk コマン

ド、fsckコマンド、mount コマンド、umount コマンドに加え、ln コ

マンドを実行します。

この章の内容

13.1Linux のファイル管理

13.1.1 ファイルシステムとは

13.1.2パーティションとは

13.1.3Linux のディレクトリ構造

13.1.4ファイルシステムの作成方法

13.2ディスクのパーティション

13.2.1 パーティション分割する理由

13.2.2パーティションの分割

13.2.3ハードディスクを増設して利用可能にする

13.3ファイルシステム

13.3.1 ジャーナリング機能

13.3.2マウント状態の表示

13.3.3ファイルシステムの作成

13.3.4ラベル

13.4マウント

13.4.1マウントポイント

13.4.2マウント（mount コマンド）

13.4.3アンマウント（umount コマンド）

13.5 スワップ領域の作成

13.5.1 スワップファイルシステムの作成
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13.5.2スワップの領域作成と利用開始

13.6自動マウント

13.7CD/DVD/USBメモリ(リムーバブルメディア)の利用

13.7.1CD/DVDのマウント

13.7.2CD/DVDのアンマウントと取り出し

13.8i ノード

13.8.1i ノード情報の確認

13.8.2i ノード番号の確認

13.9ハードリンクとシンボリックリンク

13.10ディスクを管理するコマンド

13.10.1 ファイルシステムのチェックと修復

13.10.2ディレクトリ使用量の確認

13.11演習

13.12章末テスト
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13.1 Linux のファイル管理

Linux はファイルを管理するための機能が組み合わされたオペレーティングシステム(OS:Operating 

System)です。ファイル管理にはハードディスクとファイルシステムとディレクトリ構造の知識が必要 となり

ます。

ハードディスクを Linux で利用するために、ファイルシステムについて知ることが望ましく、コマンドで準備

作業が必要です。

利用目的に応じてファイルシステムを選び、コマンドでファイルシステムを準備する作業が必要となります。

ディレクトリの階層標準を初めとする、ディレクトリに関する知識と状態を調べるコマンドを、習得しましょう。

13.1.1      ファイルシステムとは  

ファイルシステムとは、ファイルを効率よく管理するための仕組みです。ファイル名や保存した日付などの

ファイルの属性データとファイルデータを、効率よく管理するための仕組みである、ファイルシステムの

フォーマット(種類)が、幾つか用意されています。利用するファイルシステムにより、ファイルをアクセスした

時に得られる効率や安全性が変わります。ファイルシステムの概要をつかむと、今までに出てきたコマンド

の理解度も上がるでしょう。

13.1.2      パーティションとは  

ハードディスクを利用するために、ハードディスクを区切った単位です。ディスクの内部を複数のパーティ

ション（領域）に区切る作業が必要となります。パーティションを分割する作業をパーティショニングと呼び

ます。

13.1.3      Linux      のディレクトリ構造  

ファイル単位でデータを管理すると段々とファイル数が多くなり、ファイル名の管理が難しくなります。ファイ

ル管理の効率化を図るために、多くのファイルシステムと同様に EXT3ファイルシステムでも、ディレクトリ

という入れ物が用意されています。ディレクトリは複数のファイルをまとめて管理できる上に、他のディレク

トリもまとめられます。ディレクトリを使うと、利用目的ごとにファイルをまとめたり、幾つかのディレクトリを

ディレクトリに入れて管理できるでしょう。Linux を始めとする UNIX系のディレクトリ構造は/ディレクトリ

が大元になるツリー状となっています。

■ /ディレクトリ

大元になるディレクトリで”/”をルート読み、/ルートディレクトリをルートディレクトリと読みます

/ディレクトリにディレクトリやファイルが入ります。

■ マウント

ディスク(ハードディスクを始めとしてDVD-ROMドライブやメモリ上の領域など)を利用するためには 1 つ

目を/ディレクトリに必ずマウントします。

複数のディスクを利用する場合は、2つ目以降のディスクを既にマウントされているディスクの中のディレ

クトリにマウントします(既に中身があるディレクトリにディスクをマウントすると、マウントされたディレクトリが
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/ディレクトリであっても中身は置き換わり、今まであったディレクトリの中身は読み書きできなくなります)。

コラム：FHS(Filesystem Hierarchy Standard)

ファイルは必ずディレクトリに入るので、必ず/ディレクトリから始まる記述ができま

す。Linuxシステムは FHSと呼ばれる規格に基づいてディレクトリの構成が定められ

ています。一般ユーザ用プログラムは bin ディレクトリ、システム管理用プログラムは

sbin ディレクトリ、設定ファイルは etc ディレクトリ、複数のプログラムで共通に使われる

ライブラリは libディレクトリ、ログファイルは var ディレクトリという緩やかな決まりがあ

ります。/usr ディレクトリの下にも同じ構成のディレクトリがあり、ユーザが独自にインス

トールするファイルは/usr/local ディレクトリの下に置く場合もあるでしょう。

その他に FHSで定められているディレクトリとして、起動関連のファイルは boot ディ

レクトリ、デバイスファイルは devディレクトリ、ユーザの作業領域は home ディレクト

リ、一時ファイルは tmp ディレクトリを知っておくと良いでしょう。
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boot・・・起動に必要な設定ファイルとプログラム

bin・・・・一般ユーザ用プログラム

sbin・・・システム管理用プログラム

lib・・・・複数のプログラムで共通に使われるライブラリプログラム(library)

var・・・・ログやメールやホームページなどの可変(Variable)なファイル

etc・・・・設定ファイル

home・・・ユーザの作業領域であるホームディレクトリ

dev・・・デバイスファイル

proc・・・カーネルやプロセスを参照するための仮想ファイルシステム

mnt・・・ファイルシステムの一時マウントポインタ(ディレクトリ)≒/media

tmp・・・一時(Temporary)ファイル

図 13-1: FHSの構造と各ディレクトリに置かれる主なファイル
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13.1.4      ファイルシステムの作成方法  

ハードディスクを利用するには以下の手順で作成して利用できます。

●パーティションの作成・・・fdiskコマンド

●ファイルシステムの作成・・・mkfs コマンド

●マウント・・・mount コマンド

以降に出てくるコマンドは/sbin ディレクトリにあるシステム管理用のコマンドです。多くのシステム管理用

のコマンドは root ユーザで(管理者になってから)実行する必要があります。一般ユーザはシステム管理の

権限がないため、システム管理用のコマンドを実行できなかったり、システム管理用のコマンドを実行でき

ても必要な資源(ハードディスクなど)にアクセスできなかったりします。また、一般ユーザの初期設定では、

システム管理用のコマンドが置いてある/sbin ディレクトリがすぐに使える準備がされていないた

め、/sbin/fdiskの様に絶対パス(/ディレクトリからの指定)でコマンドを実行する必要があります。

繰り返しになりますが、#プロンプトが表示されている場合は root ユーザでの作業が必要です。一般ユー

ザのときは「su -」コマンドで root ユーザになってからコマンドを実行してください。

コマンドの詳しい内容は後ほど説明します。

コラム：Windows との用語の対比

Linux での作業とWindows でおこなう作業での用語の違いは次の様になります。

　ファイルシステムの作成(Linux)　⇔　フォーマット(Windows)
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13.2 ディスクのパーティション

fdiskコマンドで、分割されたパーティションの情報を調べたり、パーティションを作成、削除したりできま

す。

13.2.1      パーティション分割する理由  

パーティションを分割するのは以下の理由があります。

●システムとデータのバックアップ頻度を差別化する

●障害発生時の影響範囲を狭める

●ファイルアクセスの速度向上

書式

fdisk [オプション] [デバイスファイル]

ディスクの構造を表示します。

ディスクをパーティション分割します。

オプション

-l

デバイスのパーティション情報を表示します。

実習：ハードディスクのパーティション情報の表示

# fdisk -l ↵                                ハードディスクのパーティションを表示
Disk /dev/sda: 6442 MB, 6442450944 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 783 cylinders

Units = シリンダ数 of 16065 * 512 = 8225280 bytes

デバイス Boot      Start         End      Blocks   Id  System      2つのデバイス

/dev/sda1   *           1         587     4715046   83  Linux   情報が表示される

/dev/sda2             588         783     1574370   82  Linux swap / Solaris

★結果は環境により異なります。

fdisk コマンドで表示された情報から、ここでは接続されているハードディスクのデバイス名

は/dev/sda1 と/dev/sda2の 2つです。1 つ目のハードディスク(sda)が 2つに分割されているのが

わかります。1 つめのパーティションは 4715046ブロック(4.5Gバイト)で IDが 83(Linux 用)、2つ

目のハードディスクは 1574370ブロック(1.5Gバイト)で IDが 82(スワップ用)です。
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13.2.2      パーティションの分割  

コンピュータのハードディスクとして IDEと SATA（シリアル ATA）、SCSI という 3つのインターフェース

(周辺機器を接続するためのハードウェア)規格が広く使われています。インターフェースについての詳細

は 12章 ハードウェア「12.4.1 ハードディスク」を参照してください。

ハードディスクは、1 つのパーティションとして使うか、2～4つまでのパーティションに分割できます。各

パーティションは、基本パーティションまたは拡張パーティションとなります。拡張パーティションは 1台の

ハードディスクに 1 つだけ作ることができ、拡張パーティションの中には、さらに論理パーティションを複数

作ることができます。

●パーティション分割の例

基本パーティションを 4つ

基本パーティションを 3つ＋拡張パーティションを 1 つ(論理パーティションを 2つ)

論理パーティションは、基本パーティションと同様にファイルシステムを作成して、ファイルやディレクトリを

保管できます。拡張パーティションは、論理パーティションを格納する役割となっており、ファイルシステム

を作成することはできません。倫理パーティションが作れる数はハードディスクのインターフェースに(最大

の分割通が 4つまでなので、4つ以上の領域が必要なときは、拡張パーティションを作り、拡張パーティ

ションに複数の倫理パーティションを作ります)。

●パーティションの最大数

IDE：63（基本 3＋論理 60）

SATA：15（基本 3＋論理 12）

SCSI：15（基本 3＋論理 12）

Linux では 4つ以上のパーティションが必要となるケースが多いので、拡張パーティション 1 つと他の 3
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つを基本パーティションという構成で使う場合が多くなります。

また、拡張されたハードディスクは基本パーティション 1 つや、LVM(Logical Volume Managemer:論

理ボリュームマネージャ)機能を使って複数のハードディスクを統合した 1 つのハードディスクとして大きく

使うことも多いでしょう。

13.2.3      ハードディスクを増設して利用可能にする  

Linuxマシンにハードディスクを増設して利用可能な状態にします。新しいハードディスクには、データ用

の領域と、スワップ領域(Linux がメモリの代わりプログラムを置いておく領域)の 2つを作成します。

利用可能にするには、fdiskコマンドでパーティションを 2つに分割します。

パーティションは分割した後からサイズ等の変更が難しいので、あらかじめどのようにパーティションを分

割するのか計画してから行います。また、既に使用しているハードディスクのパーティションを操作すると、大

切なデータが消えてしまいますので、細心の注意を払って進めてください。

パーティションを分割する作業をしているときに、指定サイズや分割数の設定ミスに気づいたら、パーティ

ションの変更を保存しないで直ちに終了してください。

パーティションの操作はシステム管理の仕事なので、root ユーザで fdiskコマンドを実行する必要があり

ます。可能であれば、他のユーザーがシステムを利用できないランレベル 1(ハードディスクの管理をすると

きに指定するモードで、管理者のみがコマンドを実行。通常はランレベル 3やランレベル 5 で動作)の状態

で作業をしてください。

★ハードディスクを利用するまでの手順

●パーティション情報の確認

●パーティションの作成

●パーティションの種類の変更

●パーティション情報の保存

●再起動（警告が表示されて、必要な場合）

●ファイルシステムの作成

●マウント

●スワップパーティションの作成

●スワップの追加

●自動マウントの設定

実習：パーティション情報の確認

fdiskコマンドに/dev/sdc デバイスを指定して起動します。p コマンドで現在のパーティション情報を

表示できます。パーティションが分割されていないハードディスクであれば何も表示されません。パー

ティションの分割がされていてもパーティションとして確保していない場所があれば、新たなパーティ

ションを作成することができます。
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# fdisk /dev/sdc ↵
コマンド (m でヘルプ): p ↵                        現在のパーティション情報を表示

Disk /dev/sdc: 6442 MB, 6442450944 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 783 cylinders

Units = シリンダ数 of 16065 * 512 = 8225280 bytes

デバイス Boot      Start         End      Blocks   Id  System

                                          分割されていない状態で何も表示されない

実習：パーティションの作成

n コマンドで新しいパーティションを確保します。

p を指定して、基本パーティションを 2つ作成します。

パーティションの先頭シリンダ番号と、パーティションのサイズを指定します。

パーティションを確保したら、p コマンドで確保されたパーティションを確認してください。

コマンド (m でヘルプ): n ↵          新しいパーティションの確保

コマンドアクション

   e   拡張

   p   基本パーティション (1-4)

p ↵                  基本パーティション

パーティション番号 (1-4): 1 ↵       初めてパーティションを作成するので1

最初 シリンダ (1-783, default 1): ↵     ↵入力でデフォルトの先頭シリンダを指定

終点 シリンダ または +サイズ または +サイズ M または +サイズ K (1-783, default 

783): +1024M ↵                      確保するサイズ

コマンド (m でヘルプ): n ↵          新しいパーティションの確保

コマンドアクション

   e   拡張

   p   基本パーティション (1-4)

p ↵                  基本パーティション

パーティション番号 (1-4): 2 ↵   2つ目のパーティションを取るので2

最初 シリンダ (126-783, default 126): 126 ↵                   先頭シリンダを指定

終点 シリンダ または +サイズ または +サイズ M または +サイズ K (126-783, default 

783): +1024M ↵                      確保するサイズ

コマンド (m でヘルプ): p ↵                        現在のパーティション情報を表示

Disk /dev/sdc: 6442 MB, 6442450944 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 783 cylinders

Units = シリンダ数 of 16065 * 512 = 8225280 bytes

デバイス Boot      Start         End      Blocks   Id  System   確保したパー

/dev/sdc1               1         125     1004031   83  Linux   ティションの

/dev/sdc2             126         250     1004062+  83  Linux   リスト表示
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シリンダを指定する箇所が 2箇所あります。パーティションの分割は途中を空けないで連続して指定す

るので、最初シリンダの数はデフォルトのシリンダ数をそのまま使えます。終点シリンダの数の代わりに

+を付けたサイズを指定できます。シリンダ数を計算して指定するなどの面倒な作業は必要ないので、

ここではシリンダ数に関しては考慮する必要がありません。

実習：パーティションの種類の変更

パーティションは、その使用目的によって種類が指定されています。

確保したばかりのパーティションは、Linux のファイルシステム用である Idの 83(Linux 用）が指定さ

れています。

スワップとして利用するためには、t コマンドで種類を変更してください。

スワップパーティションとして利用するには、IDに 82(スワップ用)を指定します。

指定できる種類は、種類を設定する途中で、L コマンドを使って一覧表示できます。

コマンド (m でヘルプ): t ↵        確保したパーティションの情報を変更

パーティション番号 (1-4): 2 ↵
16進数コード (L コマンドでコードリスト表示): L ↵    パーティションの種類のリスト表示

 0  空              1e  Hidden W95 FAT1 80  古い Minix    　be  Solaris boot   

 1  FAT12           24  NEC DOS         81  Minix / 古い  　bf  Solaris        

 2  XENIX root      39  Plan 9          82  Linux swap / So c1  DRDOS/sec (FAT-

 3  XENIX usr       3c  PartitionMagic  83  Linux           c4  DRDOS/sec (FAT-

 4  FAT16 <32M      40  Venix 80286     84  OS/2 隠し C:  　c6  DRDOS/sec (FAT-

 5  拡張パーティション 41  PPC PReP Boot   85  Linux 拡張領 　 c7  Syrinx         

 6  FAT16           42  SFS             86  NTFS ボリュ  　 da  非 FS デー  

 7  HPFS/NTFS       4d  QNX4.x          87  NTFS ボリュ  　 db  CP/M / CTOS / .

 8  AIX             4e  QNX4.x 2nd part 88  Linux plaintext de  Dell ユーテ 

 9  AIX ブート   　 4f  QNX4.x 3rd part 8e  Linux LVM       df  BootIt         

 a  OS/2 ブート  　 50  OnTrack DM      93  Amoeba          e1  DOS access     

 b  W95 FAT32       51  OnTrack DM6 Aux 94  Amoeba BBT      e3  DOS R/O        

 c  W95 FAT32 (LBA) 52  CP/M            9f  BSD/OS          e4  SpeedStor      

 e  W95 FAT16 (LBA) 53  OnTrack DM6 Aux a0  IBM Thinkpad    eb  BeOS fs        

 f  W95 Ext'd (LBA) 54  OnTrackDM6      a5  FreeBSD         ee  EFI GPT        

10  OPUS            55  EZ-Drive        a6  OpenBSD         ef  EFI (FAT-12/16/

11  隠し FAT12    　56  Golden Bow      a7  NeXTSTEP        f0  Linux/PA-RISC  

12  Compaq 診断   　5c  Priam Edisk     a8  Darwin UFS      f1  SpeedStor      

14  隠し FAT16 <3 　61  SpeedStor       a9  NetBSD          f4  SpeedStor      

16  隠し FAT16    　63  GNU HURD また 　ab  Darwin boot     f2  DOS セカン  

17  隠し HPFS/NTF 　64  Novell Netware  b7  BSDI fs         fd  Linux raid 自 

18  AST SmartSleep  65  Novell Netware  b8  BSDI スワッ  　 fe  LANstep        

1b  Hidden W95 FAT3 70  DiskSecure Mult bb  隠し Boot Wiz 　ff  BBT            

1c  Hidden W95 FAT3 75  PC/IX          

16進数コード (L コマンドでコードリスト表示): 82 ↵             スワップ領域を指定
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Changed system type of partition 2 to 82 (Linux swap / Solaris)

実習：パーティション情報の保存

パーティション情報は、wコマンドでハードディスクに書き込むと変更されます。パーティション情報の

再読込が行えなかった場合には、警告が表示されるので、システムを再起動してください。

パーティション情報をハードディスクへ書き込まないで、パーティションの変更を破棄したい場合に

は、fdiskを qコマンドで終わらせます。

コマンド (m でヘルプ): w ↵     ハードディスクにパーティション情報を書き込む

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Decive or resource 

busy.

The kernel still uses the old table.

The new table will be used at the next reboot.

Syncing disks.   ワーニングメッセージは出ましたが書込みが終わる

コマンド (m でヘルプ): q ↵

w・・・ 書き込み、保存(write)

q・・・ 変更を書き込まない、破棄(quit)
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13.3 ファイルシステム

ファイルシステムとは、ディレクトリやファイルの情報やデータをハードディスクの何処に保存してあるか管

理するためのシステム(仕組み)です。

ディレクトリやファイルの情報としてファイル名やファイル作成時間やファイル所有ユーザなどがあります。

ハードディスクのデータが書いてある場所とデータが書いていない場所もファイルシステムに管理されて

います。

データをファイルシステムに渡すとファイルシステムを取り扱う Linuxシステムのプログラムがハードディ

スクへデータを書き込んでくれます。

Linuxシステムに要求するとファイルシステムの管理情報を使ってハードディスクからデータを読み出しま

す。

主なファイルシステムとして、以下のものがあります。

●Linux

内容 最大サイズ 最大ファイルサイズ

EXT2(2nd 

EXTended)

Berkeley Fast File 

System を参考にした

16ビット構造

16Tバイト 2Tバイト

EXT3(3rd 

EXTended)

EXT2にジャーナル機

能付加と機能拡張

2～32Tバイト 16Gバイト～2Tバ

イト

ReiserFS 小さなファイルの扱い

に向いたジャーナリン

グファイルシステム

8Tバイト 16Tバイト

XFS SGI社が提供した

ジャーナリングファイル

システム

8Eバイト 8Eバイト

JFS IBM社が提供した

ジャーナリングファイル

システム

512Tバイト～

4Pバイト

8Eバイト

●Windows(MS-DOS)

内容 最大サイズ 最大ファイルサイズ

FAT セクタという領域を 1次

元配列で管理するファ

イルシステム。扱える

ディスクサイズにより

FAT12,FAT16,FAT3

2長いファイル名を扱え

る拡張をしたVFAT。

32Mバイ

ト/2Gバイト/

4Gバイト

32Mバイト/2Gバ

イト/8Tバイト

NTFS NT/XP/Vista 用 256Tバイト 16Tバイト(16Eバ
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ジャーナリングファイル

システム

(16Eバイト) イト)

●CD/DVD

ISO9660・・・ISO(国際標準化機構)で標準化されたファイルシステム、Joliet や RockRidge や

Apple の規格拡張が存在、DVD-ROMにも利用

1M(メガ)バイト=1024バイト

1G(ギガ)バイト=1024Mバイト

1T(テラ)バイト=1024Gバイト

1P(ペタ)バイト=1024Tバイト

1E(エクサ)バイト=1024Pバイト

Linux のルート(/)ファイルシステムは EXT2ファイルシステムが広く使われていたため、現在では EXT2

ファイルシステムを機能拡張した EXT3 ファイルシステムが多く使われるようになりました。ディストリ

ビューションによっては、ReiserFSや XFSを標準として採用している場合もあります。

以降、EXT3(EXT2)ファイルシステムを元に説明していきます。

13.3.1      ジャーナリング機能  

ジャーナリングとは、ファイルシステムに対する書き換え処理のコマンドをファイルシステムに逐一記録す

る機能です。ジャーナリング機能はコンピュータが急停止するなどの障害時に有効となるでしょう。コン

ピュータが急停止し、ファイルのデータがファイルシステムに書き込み途中である場合、処理されていない

コマンドを対処します。ファイルの書き込み途中の場合、書き込み終わっていないデータが無くて書き込み

を終われないので、途中までディスクに保存されているファイルの管理情報を消し、書き込み途中のファイ

ルが作られなかった状態にします。

EXT3 ファイルシステム以降のファイルシステムの多くはこのジャーナリング機能を取り入れていま

す。EXT3ファイルシステムは、EXT2ファイルシステムにジャーナリング機能＋αが追加されたファイル

システムです。EXT3のほかに、ReiserFS、XFS、JFSもジャーナリング機能を持ったファイルシステムで

す。

13.3.2      マウント状態の表示  

df コマンドで現在マウントされているファイルシステムのリストを表示できます。

実習：ハードディスクの確認

# df ↵     マウントされているファイルシステムの一覧表示

Filesystem           1K-ブロック    使用   使用可 使用% マウント位置

/dev/sda1              4567236   3395908    935576  79% /
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tmpfs                   517660         0    517660   0% /dev/shm

/dev/hdc               3630332   3630332         0 100% /media/cdrom

sda ハードディスクの 1 つ目のパーティションである/dev/sda1 が/ディレクトリに、tmpfs という特殊

デバイスが/dev/shm ディレクトリに、DVD-ROMの/dev/hdc が/media/cdrom にマウントされて

います。

13.3.3      ファイルシステムの作成  

ハードディスクを利用するためには、パーティションに分割した後、ファイルシステムを作成します。

ファイルシステムの作成には mkfs コマンドを使用します。

書式 

mkfs オプション

ファイルシステムを作成します。

オプション

-t

作成するファイルシステムの種類を指定する。

-c

ハードディスクの壊れている箇所を検出して、利用しない。

実習：ハードディスクの作成

# mkfs -t ext3 -c /dev/sdc1  ↵         sdc1(3つ目(c)のインターフェースの1つ目の

mke2fs 1.39 (29-May-2006)      パーティション)にext3形式のファイルシステムを作成

Filesystem label=opt                    ハードディスクのラベル

OS type: Linux

Block size=4096 (log=2)                  ハードディスクのパーティションのサイズ

Fragment size=4096 (log=2)

70400 inodes, 140568 blocks

7028 blocks (5.00%) reserved for the super user

First data block=0

Maximum filesystem blocks=146800640

5 block groups

32768 blocks per group, 32768 fragments per group
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14080 inodes per group

Superblock backups stored on blocks: 

        32768, 98304

Checking for bad blocks (read-only test): done                                

Writing inode tables: done                            

Creating journal (4096 blocks): done

Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 22 mounts or

180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override.

13.3.4      ラベル  

ラベルとは、ハードディスクなどのパーティションを認識するための名前です。

基本パーティションや倫理パーティションにファイルシステムを作るときにラベルを指定するか、または

e2label コマンドでラベルを付けられます。

書式

e2label デバイス [ラベル]

パーティションのラベルを表示します。

パーティションのラベルを付けます。

実習：e2label コマンドでハードのラベル名を変更

e2label コマンドにデバイスを指定するとラベルを確認できます。

e2label コマンドにデバイスとラベルを指定するとデバイスのラベルを変更できます。

# e2label /dev/sda1 ↵                                    /dev/sda1のラベルを表示

/1

# e2label /dev/sdc3 ↵                                    /dev/sdc3のラベルを表示

opt

# e2label /dev/sdc3 opt2 ↵                        /dev/sdc3のラベルをopt2に変更

# e2label /dev/sdc3 ↵                                    /dev/sdc3のラベルを表示

opt2
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13.4 マウント

ハードディスクはパーティション分割してファイルシステムを作ってからマウントすると読み書きできます。

CD-ROMやDVD-ROMなどのリムーバブルメディアもマウントすると読めるようになります。

13.4.1      マウントポイント  

ハードディスクや CD-ROMなどを利用する場合は、存在しているディレクトリにマウントする必要があり、

マウントするために利用するディレクトリをマウントポイントと呼びます。

/として利用されるファイルシステムは/にマウントされており、後から利用するファイルシステムも、必ずど

こかのディレクトリにマウントして初めて利用できます。

13.4.2      マウント（  mount      コマンド）  

ハードディスクやリムーバブルメディアなどをマウントポイントにマウントするために mount コマンドを使い

ます。

書式

mount -t タイプ -o オプション デバイスファイル マウントポイント

ハードディスクやリムーバブルメディアをマウントします。

オプション

-t タイプ

EXT3ファイルシステムの ext3やWindows の msdos や CDとDVDの iso9660など

-o オプション

読み書きの rwや読み取り専用の ro など

デバイスファイル

ファイルシステムをアクセスするためのデバイスファイル

マウントポイント

マウントするディレクトリ

13.4.3      アンマウント（  umount      コマンド）  

マウントされたハードディスクやリムーバブルメディアを利用しなくなると、アンマウントします。アンマウント

するために umount コマンドを使います。
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書式

umount マウントポイント

ハードディスクやリムーバブルメディアをアンマウントします。

実習：ハードディスクのパーティションのマウント

mount コマンドで sdc2(3つ目のドライブの 2つ目のパーティション)を/opt ディレクトリへマウントして

ください。ファイルシステムが、読み書きできるように rwオプションを指定しました。

ls コマンドおよび df コマンドでマウントされているか確認できます。

umount コマンドで/opt にマンウントされているファイルシステムをアンマウントします。

ls コマンドおよび df コマンドでマウントされているか確認できます。

# mount -t ext3 -o rw /dev/sdc3 /opt ↵      /dev/sdc3 を/opt ディレクトリへ ext3 形式でマウント

# df ↵                              マウントされているファイルシステムの一覧表示

Filesystem           1K-ブロック    使用   使用可 使用% マウント位置

/dev/sda1              4567236   3444596    886888  80% /

tmpfs                   517660         0    517660   0% /dev/shm

/dev/sdc2               553408     16840    508456   4% /opt

# ls /opt ↵                           マウントされた/optディレクトリをリスト表示

lost+found

# umount /opt ↵                                    /opt(/dev/sdc3)をアンマウント

# df ↵                              マウントされているファイルシステムの一覧表示

Filesystem           1K-ブロック    使用   使用可 使用% マウント位置

/dev/sda1              4567236   3444596    886888  80% /

tmpfs                   517660         0    517660   0% /dev/shm

# ls /opt ↵                                         /optディレクトリをリスト表示

#
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13.5 スワップ領域の作成

Linux のカーネルと呼ばれる根幹のプログラムは、ハードディスクからプログラムやデータをメモリ領域へ

読み込んで実行します。プログラムやデータを新たに読み込むための空きメモリ領域なくなると、Linux の

カーネルは今利用していないメモリ上のプログラムやデータをスワップ領域へ一時的に退避します。スワッ

プパーティションとは Linux のカーネルシステムがメモリの代わりとして一時的に使うハードディスクの

パーティション領域です。

ハードディスクのパーティションをスワップ領域として使うのであれば、メモリサイズに対応したパーティ

ションを確保し、スワップファイルシステムをパーティションに作成する必要があります。

13.5.1      スワップファイルシステムの作成  

スワップするためのパーティション確保と、ファイルシステムの作成は、インストールするときや新しくハード

ディスクを増設するときに実行します。

スワップ領域(スワップのパーティション)を作るには mkswap コマンドを使います。

書式

mkswap デバイスファイル

スワップファイルシステムを作ります。

オプション

-c

不良な部分を探して利用しない

デバイスファイル

ファイルシステムをアクセスするためのデバイスファイル

13.5.2      スワップの領域  作成と利用開始  

スワップ領域は作成した後に利用開始のコマンドを実行すると利用できます。

スワップ領域は swapon コマンドで利用開始と利用停止できます。

書式

swapon -s [デバイスファイル]

スワップとして使われているデバイスの情報を表示します。

スワップファイルを利用開始します。
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オプション

-s

利用開始をしているスワップ領域を表示

実習：スワップ領域の利用開始

mkswap コマンドでスワップ領域を作ります。

mkswap コマンドで Idが 82(スワップ用)であるパーティションに、スワップファイルシステムを作りま

す。

swapon コマンドに-s オプションを付けて、現在のスワップ領域の利用開始した状況を表示してくださ

い。

swapon コマンドでスワップ領域を利用開始します。

# fdisk -l  ↵                                ハードディスクのパーティションを表示
Disk /dev/sda: 6442 MB, 6442450944 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 783 cylinders

Units = シリンダ数 of 16065 * 512 = 8225280 bytes

デバイス Boot      Start         End      Blocks   Id  System

/dev/sda1   *           1         587     4715046   83  Linux

/dev/sda2             588         712     1004062+  82  Linux swap / Solaris

/dev/sda3             713         783      570307+  83  Linux

# mkswap -c /dev/sda2 ↵                        /dev/sda2をスワップファイルに変更

Setting up swapspace version 1, size = 1036378 kB

# swapon -s ↵                                 利用開始しているスワップ領域を表示

# swapon /dev/sda2 ↵           /dev/sda2をスワップファイルシステムとして利用開始

# swapon -s ↵                                 利用開始しているスワップ領域を表示

Filename                                Type            Size    Used    Priority

/dev/sda2                               partition       1012084 0       -4
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13.6 自動マウント

インストール時に作られたパーティションは、コンピュータの起動時に自動マウントされる様に設定されま

す。起動時に自動マウントされる設定を記述するファイルは/etc/fstab設定ファイルです。自動マウントに

は mount コマンドが使われます。増設したハードディスクを自動マウントするために、/etc/fstaba ファイ

ルを変更してください。

/etc/fstabファイルに記述されるのは次の項目です。

●ブロックスペシャルデバイス

●マウントポイント

●ファイルシステムのタイプ(ext3,swap など)

●オプション(カンマで区切る)

●dump コマンドがダンプ(バックアップ)するか否か(0・・・ダンプ不要,1・・・ダンプ)

●ブート時にチェックする順番

書式

mount -a

デバイスをマウントします。

オプション

-a

/etc/fstabファイルに指定された swap以外のパーティションをマウント

実習：新しく作ったパーティションの利用

/etc/fstabファイルを修正します。

mount コマンドでマウントをしなおします。

/etc/fstabファイル

/dev/sda3     /opt     ext3    defaults     1 2 # 新しいパーティションを追加

# mount -a ↵                                                            マウント

Filesystem           1K-ブロック    使用   使用可 使用% マウント位置

/dev/sda1              4567236   3470024    861460  81% /

tmpfs                   517660         0    517660   0% /dev/shm

/dev/sda3               553408     16840    508456   4% /opt # 新しいパーティション
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13.7 CD/DVD/USBメモリ(リムーバブルメディア)の利用

電源を入れたまま取り外したり装着してメディアを取り替えられるリムーバブルな外部記憶装置とし

て、CD/DVDドライブや USBメモリがあります。

リムーバブルメディアを使用する場合、手動でマウントをする必要があります（一部のディストリビューショ

ンでは、自動的にマウントされる場合があります）。

リムーバブルメディアのマウントポイントとして、/mnt ディレクトリや/media ディレクトリの下に作られた

ディレクトリが使われます。

13.7.1      CD/DVD      のマウント  

CD/DVDを Linux で使用するには、mount コマンドでマウントを行います。さらにオプションとして、タイ

プに CDの規格である iso9660を、モードに読み込み専用の ro を指定します。

実習：DVD-ROMのマウント

# mount -t iso9660 -o ro /dev/hdc /media/cdrom ↵               DVD-ROMをマウント

# ls /media/cdrom ↵                                       マウントポイントを確認

CentOS                 RELEASE-NOTES-es.html  RELEASE-NOTES-pt_BR

EULA                   RELEASE-NOTES-fr       RELEASE-NOTES-pt_BR.html

GPL                    RELEASE-NOTES-fr.html  RELEASE-NOTES-ru

NOTES                  RELEASE-NOTES-it       RELEASE-NOTES-ru.html

RELEASE-NOTES-cz       RELEASE-NOTES-it.html  RPM-GPG-KEY-CentOS-5

RELEASE-NOTES-cz.html  RELEASE-NOTES-ja       RPM-GPG-KEY-beta

RELEASE-NOTES-de       RELEASE-NOTES-ja.html  TRANS.TBL

RELEASE-NOTES-de.html  RELEASE-NOTES-nl       images

RELEASE-NOTES-en       RELEASE-NOTES-nl.html  isolinux

RELEASE-NOTES-en.html  RELEASE-NOTES-pt       repodata

RELEASE-NOTES-es       RELEASE-NOTES-pt.html

実習例では、デバイス/dev/hdc を/media/cdrom ディレクトリにマウントしています。ディストリビュー

ションによっては、/media/cdrom ディレクトリが存在しないので、代わりに/mnt を指定します。

マウントが正常に行えた後、ls コマンドでDVD-ROMの中身を参照してください。
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13.7.2      CD/DVD      のアンマウントと取り出し  

マウントした CD/DVDを取り出すには、umount コマンドでアンマウントを行います。

実習：DVD-ROMのアンマウント

# umount /media/cdrom ↵                                    DVD-ROMをアンマウント

# ls /media/cdrom ↵                                       マウントポイントを確認

#

●アンマウントできない場合には

マウントポイントが使用中の場合はアンマウントできません。マウントポイントが使用中の具体例は、マ

ウントポイント以下がカレントディレクトリである場合や、リムーバブルメディアに含まれるファイルを参

照している場合などです。ディレクトリを使用していないか確認し、カレントディレクトリを移動したり、処

理を終了してからアンマウントしてください。
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13.8 iノード

EXT3(EXT2)ファイルシステムは、ファイルやディレクトリに対し、i ノード番号というユニークな番号を割り

振って管理しています。

ファイルシステムを作成した時に i ノード領域という場所が確保されます。i ノード領域には、ファイルがディ

スク上にある位置やアクセス権限などの情報が保持されています。

ファイルシステムに作れるファイル数は、i ノード領域の大きさに左右されることとなります。もしファイルが

多く作られて i ノード領域が足りなくなると、そのファイルシステムにデータを書き込める空き領域があって

も、新規のファイルが作成できなくなります。

13.8.1      i      ノード情報の確認  

EXT3ファイルシステムの i ノード領域の使用状況を確認するには、df コマンドに-i オプションをつけて実

行します。i ノード情報として、全体の数、使用している数、残りの数、使用量(%)が表示されます。

書式

df -i

ファイルシステムの情報を表示します。
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オプション

-i

i ノード情報の表示します

実習：iノード情報の表示

# df -i ↵                                                      iノード情報を表示

Filesystem            Iノード  I使用   I残り I使用% マウント位置 # i ノードの使

用情報が表示される

/dev/sda1            1179648  150788 1028860   13% /

tmpfs                 129415       1  129414    1% /dev/shm

/dev/hdc                   0       0       0    -  /media/cdrom

表示されているデバイス/dev/sda1 は、Linux のファイルシステムである EXT3ファイルシステムと

なっているので i ノード情報が表示されます。一方、DVD-ROM ドライブは EXT3ファイルシステムで

ない(ISO9660規格のファイルシステム)ので i ノード情報を持たないことがわかります。

13.8.2      i      ノード番号の確認  

ファイルに割り振られている i ノード番号を確認するには、ls コマンドに-i オプションをつけて実行します。

実習：iノード番号の確認

$ ls -il /bin | sort ↵                                         iノード番号を表示

　　・

　　・

　　・

750812 -rwxr-xr-x  1 root root  18568  2月 22  2005 setserial   750812 が iノード番号

750813 -rwxr-xr-x  1 root root  57488  5月  3  2007 cpio

750814 -rwxr-xr-x  3 root root  56080  7月 15  2007 gunzip

750814 -rwxr-xr-x  3 root root  56080  7月 15  2007 gzip

750814 -rwxr-xr-x  3 root root  56080  7月 15  2007 zcat

750815 -rwxr-xr-x  1 root root   6420 11月 26 22:52 dmesg

750816 -rwxr-xr-x  1 root root  31892 11月 18 02:55 setfont

　　・

　　・

　　・

実行例では、行頭(1番目)に i ノード番号が表示され、gunzip コマンド、gzip コマンド、zcat コマンドに

同じ i ノード番号が割り振られています。ファイル名が別々でも i ノード番号が同じファイルは、ファイル

としての実体は同じなハードリンクという仕組みを表しています。3番目に表示されている項目の 3と

いう数字はリンク数で、1 つのファイル実体を 3つのファイル名でリンクしていることを表しています。
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13.9 ハードリンクとシンボリックリンク

リンク機能は、ファイルをコピーしたり移動したりせずに、別のディレクトリにあるように扱うことができる機

能です。

たとえば、コマンドの引数としてファイルやディレクトリを指定する場合、パス指定が長くて複雑になると入

力を間違えることがあるでしょう。リンク機能を使えば、よく使うファイルを自分のホームディレクトリに置い

てあるように扱うことができます。

リンクには、ハードリンクとシンボリックリンクの 2種類があります。

■ハードリンク

ハードリンクは、ファイルの実体を直接指し示して共有します。ハードリンクを削除しても、元ファイルは削除

されません。ハードリンクは i ノード番号を共有することで実現しているので、別ファイルシステム（別パー

ティション）には作成することができません。

■ シンボリックリンク

シンボリックリンクは、元ファイルが保管されている位置（パス）を示す擬似的なファイルを作ります。シンボ

リックリンクを消しても元ファイルに影響はありません。元ファイルを消すとシンボリックリンクへのアクセス

がエラーとなります。シンボリックリンクは別ファイルシステムの間で作成することができます。Windows

ではショートカット呼ばれるファイルと考え方が同じです。

書式

ハードリンクの作成

ln 元ファイル名 リンク名

ハードリンクを作成します。

シンボリックリンクを作成します。

オプション

-s

シンボリックリンクを作成します。
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実習：ハードリンクの作成

file コマンドのコピーを用意し、ln コマンドで file のハードリンクである file2を作ります。file ファイルを

削除しても、file2が実行できるので、データが削除されないことがわかります。

$ cp -p /usr/bin/file .  ↵
$ ln file file2 ↵                                             ハードリンクを作成

$ ls -il file* ↵
559793 -rwxr-xr-x 2 root root 12428  5月 31  2007 file  コピーされたファイル

559793 -rwxr-xr-x 2 root root 12428  5月 31  2007 file2     ハードリンクされたファイル

$ rm file ↵                                                     元ファイルを削除

$ ./file2 ↵                                     ハードリンクされたファイルを実行

Usage: file2 [-bcikLnNsvz] [-f namefile] [-F separator] [-m magicfiles] file...

       file2 -C -m magicfiles    ハードリンクされたファイルが実行できた

Try `file --help' for more information.

# rm file2 ↵                                    ハードリンクされたファイルを削除

ファイルは必ず i ノード情報にリンクしており、ファイルを作るとハードリンクが 1 つできることと同じで

す。ファイルのハードリンクを作ると i ノードの領域にあるリンク数が 1 つ増え、ハードリンクを削除すると

リンク数が 1 つ減ります。ファイルを消してリンク数が 0になると、ファイルのデータがファイルシステム

から完全に削除されます。

実習：シンボリックリンクの作成

file コマンドのコピーをカレントディレクトリに用意し、file コマンドのシンボリックリンクとして file3を作

ります。シンボリックリンクの作成は ln コマンドに-s オプションを付けてください。file を削除してか

ら、file3を実行するとシンボリックリンク元の file が無いという旨のエラーになります。カレントディレク

トリにあるファイルを実行するにはファイルの前に「./」の指定が必要です。ls コマンドで調べるとシンボ

リックリンクファイルはパーミッション情報の先頭が l です。

$ cp -p /usr/bin/file . ↵             fileコマンドをカレントディレクトリへコピー

$ ln -s file file3 ↵                     fileのシンボリックファイル(file3)を作成

$ ls -il file* ↵             *は任意の文字で fileで始まるfileや file1や file3などをリスト

559793 -rwxr-xr-x 2 root root 12428  5月 31  2007 file      コピーされたファイル

360502 lrwxrwxrwx 1 root root     4  2月  9 04:55 file3 -> file-rwxr-xr-x  1 

                                                シンボリックリンクされたファイル

$ rm file ↵                              file(file3のシンボリックリンク元)を削除

$ ./file3 ↵                                           シンボリックファイルを実行

-bash: ./file3: そのようなファイルやディレクトリはありません  参照先が存在しないのでエラーとなる
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13.10 ディスクを管理するコマンド

ハードディスクを管理するコマンドとして、ファイルシステムをチェックして修復する fsckコマンドや、ファイ

ルやディレクトリが使っているディスク容量を調べる du コマンドがあります。

13.10.1      ファイルシステムのチェックと修復  

コンピュータが異常終了するなど正常にシャットダウンが行われないと、ファイルシステムのファイル管理

情報とハードディスクに書き込まれたデータとの間で辻褄が合わなくなることがあります。ファイルシステム

が不整合に陥った場合、fsckコマンドを使って整合性をチェックし、修復を行う必要があります。fsckコマ

ンドは、異常終了した後のシステム起動時に自動的に実行されます。

書式

fsck デバイス名

ファイルシステムのチェックと修復をします。

●fsckとジャーナリング機能

ジャーナリング機能を持つ EXT3ファイルシステムは、ジャーナル情報があるので修復が素早く行えま

す。一方、EXT2ファイルシステムはジャーナル情報がないので、全ての管理情報が正しいかチェック

する必要があるので修復にとても時間がかかります。

実習：ハードディスクのチェック

fsckコマンドで EXT3ファイルシステムを修復します。fsckコマンドにはハードディスクのデバイスファ

イルとして/dev/sdc3を指定しました。

# fsck /dev/sda3 ↵                                           /dev/sda3をチェック

fsck 1.39 (29-May-2006)

e2fsck 1.39 (29-May-2006)

opt: clean, 11/70400 files, 6426/140568 blocks        ファイルシステムのチェック

マウントされているハードディスクをチェックして修復できますが、修復中にファイルシステムが書き換

えられると、更に問題が増えるかもしれません。修復をするときは、チェックするパーティションがアンマ

ウントされている状態での fsckコマンドの実行をお薦めします。

13.10.2      ディレクトリ使用量の確認  

df コマンドでハードディスクなどの全体の使用量を確認できました。細かいディレクトリの使用量を調べる

には du コマンドを使います。
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書式

du [ディレクトリ]

du [ファイル]

ディレクトリの使用量を調べます

ファイルのサイズを調べます

オプション

-s

指定ファイルや指定ディレクトリの総計を表示します。

実習：ディレクトリ使用量の調査

du コマンドに-s オプションを付けると、/usr ディレクトリにあるディレクトリ毎の全ファイルのサイズの総

計を表示します。(/usr ディレクトリにファイルがあれば、ファイルのサイズも表示されます)

# du -s /usr/* ↵         /usr ディレクトリにある各ディレクトリのファイルサイズの総計を表示

24      /usr/X11R6

9184    /usr/arc

307200  /usr/bin

8       /usr/etc

8       /usr/games

158984  /usr/include

1900    /usr/kerberos

927576  /usr/lib

53228   /usr/libexec

248     /usr/local

34540   /usr/sbin

1936436 /usr/share

82480   /usr/src

4       /usr/tmp
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13.11 演習

1. du コマンドで/etc ディレクトリ内の使用量を調べてみましょう。

2. USBメモリを接続してパーティション情報を表示してみましょう。

3. USBメモリ(ext3領域)をマウントして i ノード情報を表示してみましょう。

4. CD-ROMをマウントしてパーティション情報を表示してみましょう。

5. file コマンドでファイルの情報を表示してみましょう。
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13.12 章末テスト

1. /sbin ディレクトリはどんなファイルが置かれる場所ですか？

2. ハードディスクは最大いくつのパーティションに分けられますか？

3. Linux が扱えるファイルシステムを 3つあげてみましょう。

4. ディレクトリの使用容量を表示するコマンドは何ですか？

5. スワップファイルシステムについて説明してみましょう。

6. ファイルシステムを作るコマンドは何ですか？
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