
UNIXコマンドの使い方	 

担当:	 荻田	 武史	 
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オペレーティングシステム(OS)	 

OS：	 コンピュータ(ハードウェア)への橋渡し	 
⇒	 様々なアプリケーション(ソフトウェア)がOSの
上で動作する	 
	 

•  UNIX（Linux,FreeBSDなど）	 
コンピュータサイエンスの研究によく用いられる	 
	 

•  Windows（XP,	 Vista,	 7,	 8など）	 
•  Mac	 OS	 (ただし、OS	 X以降はUNIX系)	 
etc.	 
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コンピュータとプログラミング	

ハードウェア (PC/ワークステーション/…) 

オペレーティングシステム 
(Windows / Mac OS / UNIX /…) 

プログラム	 実行プログラム	

エディタ	 コンパイラ	 デバッガ	
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UNIX(1)	 

•  歴史	 
	 	 1969年、AT&T	 Bell研究所（アメリカ）で開発さ
れた。元はアセンブリ言語(機械語)で書かれた
が、後にポータビリティ(移植性)のためにC言語
で書かれるようになった。	 
•  マルチ・ユーザ、マルチ・タスク	 
	 	 1台のコンピュータにおいて複数のユーザが複数
の処理を同時に行う	 
⇒本講義では、UNIXの一種である「Mac	 OS	 X」上
で実習を行う。	 
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UNIX(2)	 

• 特徴	 
マルチユーザ	 	 	 	 複数の人が同時に利用できる	 

マルチタスク	 	 	 	 複数の仕事	 (プログラム)	 を	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 同時に実行できる	 

シェル	 (shell)	 	 柔軟なユーザ・インタフェース	 
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最低限覚えるべきUNIXコマンド	 

•  pwd	 	 :	 現在のディレクトリを表示	 

•  ls	 	 :	 ディレクトリの中身を表示	 

•  mkdir 	 :	 ディレクトリの作成	 

•  cd	 	 :	 ディレクトリの移動	 

•  cp	 	 :	 ファイルのコピー	 

•  mv	 	 :	 ファイルの移動	 

•  rm	 	 :	 ファイルの削除	 

	 
※	 ディレクトリ	 ･･･	 Windowsで言うフォルダのこと	 
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コマンド入力はどこで？	

•  ターミナルを起動	 
（「Finder」→「アプリケーション」→「ユー
ティリティ」→「ターミナル」）	 

	 

たとえば	 

$	 ls	 	 

	 

今後、この「$記号」が出てきたら、	 

「ターミナルでコマンドを入力するのだな」と思
うこと。$を入力する必要はありません。	 
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pwd	 (print	 working	 directory) 
現在のディレクトリ位置を表示	 

$	 pwd	 
/Users/ogita	 
	 

⇒	 /	 (ルートディレクトリ)と呼ばれる一番
上の階層から見て、自分の現在の居場所
(カレントディレクトリ)がどこに位置し
ているかを表示する。	 
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ls	 (list	 specific) 
ディレクトリの中身を表示	 

$	 ls	 

file1	 	 file2	 	 dir1	 	 file3	 	 dir2	 …	 

	 

$	 ls	 	 -F	 	 　　(ディレクトリ名の最後に	 /	 をつける)	 

file1	 	 file2	 	 dir1/	 file3	 	 dir2/	 …	 

$	 ls	 	 -a	 	 　　(すべてのファイルを表示)	 

.file4	 	 .file5	 	 .dir3	 	 file1	 	 file2	 	 dir1	 …	 

$	 ls	 	 -aF	 　　(上の2つの合わせ技)	 

.file4	 	 .file5	 	 .dir3/	 file1	 	 file2	 	 dir1/	 …	 

コマンドには大抵オプションがある	
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lsのつづき	 

$	 ls	 	 -l	 	 	 	 (ファイルの属性などをリスト表示)	 
合計	 48	 
drwxr-xr-x	 	 	 	 3	 ogita	 	 	 	 teacher	 	 	 4096	 	 3月	 19	 	 2002	 Desktop	 
drwx------	 	 	 	 5	 ogita	 	 	 	 teacher	 	 	 4096	 	 4月	 15	 13:27	 Mail	 
drwx-----t	 	 	 	 2	 ogita	 	 	 	 teacher	 	 	 4096	 	 6月	 28	 	 2001	 Wnn6	 
drwx-----t	 	 	 	 2	 ogita	 	 	 	 teacher	 	 	 4096	 	 4月	 22	 19:46	 Wnn7	 
drwx------	 	 	 	 2	 ogita	 	 	 	 teacher	 	 	 4096	 	 3月	 19	 	 2002	 nsmail	 
…	 
	 

⇒	 オプションを付けると、より詳しい情報が得られる。
各オプションと表示内容の意味は各自で調べておくこと。	 

⇒	 $	 man	 ls	 	 （マニュアルを読むためのコマンド）	 
⇒	 マニュアルを終えるには「q」を入力	 
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mkdir	 (make	 directory) 
ディレクトリの作成	 

$	 mkdir	 	 work	 

$	 ls	 	 -F	 

file1	 	 file2	 	 dir1/	 	 file3	 	 work/	 …	 

	 

※	 ディレクトリの中身が空なら、	 

$	 rmdir	 	 work	 

でディレクトリを削除できる。再び	 ls	 で	 

確認してみよう。	 
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cd	 (current/change	 directory) 
ディレクトリの移動	 

$	 pwd	 	 	 	 	 	 	 	 (移動前の位置を確認)	 

/Users/ogita	 

$	 mkdir	 work	 　(workディレクトリを作成)	 

$	 cd	 	 work	 	 	 (workへ移動)	 

$	 pwd	 	 	 	 	 	 	 	 (移動後の位置を確認)	 

/Users/ogita/work	 
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cdのつづき	 

$	 cd	 	 ..	 	 	 	 (1つ上の階層へ移動)	 

$	 pwd	 

/Users/ogita	 

	 

単純に	 

$	 cd	 

とすると、最初の場所(ホームディレクトリ)に	 

戻ることができる。	 
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cp	 (copy) 
ファイルのコピー	 

$	 ls	 	 	 	 (ディレクトリの中身を表示)	 

a.out	 	 hello.c	 

$	 cp	 	 hello.c	 	 test.c	 

$	 ls	 

a.out	 	 test.c	 	 hello.c	 

	 

$	 cat	 	 test.c	 

で、コピーされたファイルを確認してみよう。	 

別のファイル名で
コピー	 
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cpのつづき	 

$	 ls	 

a.out	 	 test.c	 	 hello.c	 

$	 mkdir	 	 work2	 

$	 cp	 	 test.c	 	 work2/	 

	 

※	 work2に	 test.c	 があるか確かめてみよう	 

指定したディレクトリ
の中へコピー	 
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mv	 (move) 
ファイルの移動/ファイル名の変更	 

$	 ls	 

a.out	 	 test.c	 	 hello.c	 	 work2	 

$	 mv	 	 test.c	 	 test2.c	 

$	 ls	 

a.out	 	 test2.c	 	 hello.c	 	 work2	 

$	 mv	 	 test2.c	 	 work2/	 

$	 ls	 

a.out	 	 hello.c	 	 work2	 

ファイル名変更	 

指定したディレクトリ
の中へ移動	 
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rm	 (remove) 
ファイルの削除	 

$	 cd	 	 work2	 

$	 ls	 

test.c	 	 test2.c	 

$	 rm	 	 -i	 	 test2.c	 
オプション「-i」を付けると削除の確認ができる。	 
yを押してから	 	 	 	 を押すと本当に削除される	 

nを押してから	 	 	 	 を押すと削除されない	 

逆に、オプション「-f」を付けると削除の確認な
しでファイルを消すことができる。	 
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rmのつづき	 

$	 cd	 	 ..	 

$	 ls	 

a.out	 	 hello.c	 	 work2	 

$	 rmdir	 	 work2	 

$	 rm	 	 –r	 	 work2	 

オプション「–r」を付けるとディレクトリの中身
を再帰的に削除し、ディレクトリも削除	 

$	 ls	 

a.out	 	 hello.c	 

work2の中にはファイルが
あるので、rmdirではディ
レクトリを削除できない	 


