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1 コマンドラインの基本
「HWB 12 コマンド」も参照. とりあえずは 12.2節だけは読んでおくこと.

• 「端末」アプリケーション起動時, カレントフォルダは, ホームフォルダ.

• pwd

は, カレントフォルダを表示する (「居場所を表示」).

• cd F

(F はフォルダ名)は, カレントフォルダを F に変更する (「F に行く」).

cd

は, カレントフォルダをホームフォルダに変更する (「家に戻る」).

• コマンドライン上で, ファイルやフォルダを名前で指定るする際,

– 絶対パス名 (/から始まる)

– 相対パス名 (/以外から始まる)

を用いることが出来る. 後者はカレントフォルダからの相対的な位置でファイルを指定する.

だから, カレントフォルダがどこなのかを把握するとともに, こまめに cdして, 短い相対パス
名でファイルを指定することが重要.
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1.1 補完

絶対に覚えたい機能. コマンド入力中, ファイル名を打つ必要が生じた際, ファイル名すべてを一
文字の間違いもなく入力するのは大変.

コマンドライン中で, ファイル名を途中まで (最初の 2,3文字)入力したら, tabキーを押すと, 存
在するファイルを元に勝手に残りを補ってくれる.

• キータイプ量を減らす

• タイポ (キーの打ち間違い)による失敗の事前察知 (補完してくれないことでそれがわかる)

1.2 ヒストリ

同じまたは似たコマンドを繰り返し打つ際, 上矢印キーで以前のコマンドを, 入力行に復活させる
ことができる. 後はそのままリターンすることも, 少し修正してリターンすることもできる.

2 ファイル操作一覧表

2.1 Finderとコマンドラインの対比

「HWB 13ファイルシステム」を参照. 特に, 13.3, 13.4節. ここではよく行うファイル操作を,

Finderで行う方法とコマンドで行う方法を対比してまとめておく.

以下で F , Gはフォルダ, x, yはファイルとする.

Finder コマンド 備考
xをふさわしいアプリで開く xをダブルクリック open x

F の中身表示 F をダブルクリック ls F †1
xの情報表示 xを右クリック→情報を見る ls -l x †1
F を作成 空白で右クリック→新規フォルダ mkdir F

xを F へ移動 xを F へ引きずる mv x F †2
xの名前を yに変更 xの名前部分を左クリックして 1秒ほど待つ mv x y

xを yにコピー xを右クリック→複製. 複製の名前を yへ変更 cp x y

F をGにコピー 同上 cp -r x y

xの削除 xを右クリック→ゴミ箱へ移動 rm x

F の削除 同上 rm -r F

†1 F を省略すると, カレントフォルダの一覧. 非常によく使う.

†2 mv x y z . . .F のように, ファイルを複数並べてもよい (すべて F へ移動する).
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2.2 コマンドラインでのファイルの内容の表示

ファイル xを, それにふさわしいアプリケーションで開くには,

open x

を用いればよい. これで, ファイルの拡張子 (.csv, .xlsx, .docxなど) に応じて「適切な」アプリケー
ションが起動される. ファイルの種類とは無関係に, 中身をエディタで開いたときのように表示した
ければ,

cat x

とする. 大きなファイルの場合最初の方の行がスクロールして見えなくなってしまうので, 少しず
つ表示したければ,

less x

または

lv x

後者の方が, 日本語が含まれたファイルや圧縮されたファイルも「なるべく読めるように」表示し
てくれる. less, lvの基本操作.

一画面分先へ進む スペース
終了 q

一行先へ進む 下矢印 (またはリターン)

一行前へ戻る 上矢印
最初に戻る p

3 コマンドライン端末の少し高度な使い方

3.1 リダイレクト

通常端末に表示される出力を, ファイルに保存することが簡単にできる.

コマンド > x

で,

コマンド
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を実行した際に端末に表示される内容が, 代わりにファイル xに保存される.

例:

ls -l > ls.txt

は, lsの結果 (ファイルとその情報)をファイル ls.txtに保存する. 例えばこれをエディタで開いて整
形すれば, ファイルサイズの一覧などを簡単に作ることができる.

以下の演習でもこれを用いてヒストグラムの内容をファイルに保存する. 現時点では知っている
コマンドの数が少ないので有り難味がわかないかもしれないが, およそどんなコマンドでもこの方
式で結果をファイルに出力し, それを別のプログラムで処理できるというので非常に強力な機能で
ある.

3.2 ∗を用いた展開

コマンドライン中に ∗を含んだ文字列を指定すると, それを実在するファイル名に自動的に展開し
てくれる. 例えば今, カレントフォルダ内に, 1.txt, abc.txt, pqr.txt という 3つのファイルと, data

というフォルダがあったとする.

cp ∗.txt data

は,

cp 1.txt abc.txt pqr.txt data

と入力したのと同じ意味になる. つまりこれで 3つのファイルを data フォルダにコピーすることに
なる. 多数のファイル名を入力するのに重宝する.

規則を一般的に述べると, コマンドライン上で ∗を含んだ文字列は,

∗を 0文字以上の, /を含まない文字列に置き換えることによって得られる, 実在するファ
イル名すべて

に置き換えられるということ.

例:

• mv *.txt data

カレントフォルダ内の, .txtで終わるすべてのファイルを dataフォルダに移動 (’.’はカレント
フォルダを意味する).

• cat *

カレントフォルダ内のファイルすべてを表示

• mv data/* .

dataフォルダ内のすべてのファイルを, カレントフォルダに移動.
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4 Excelでのグラフ表示
「HWB 25 表計算」を参照. 基本は,

y軸にしたい列を選び「挿入→グラフ」

まずは適当な y軸データを自分で入力して, 簡単なグラフを作ってみよ.

x軸は通常行番号になる. これが不都合な場合 x軸もデータとして指定することができるが少し
分かりにくい.

まず x軸データを別の列に入力しておく.

グラフ上の余白を右クリック→グラフ データの選択→「X/項目軸ラベルに使用」とい
う入力欄の中をクリック

そして x軸として使用したいデータを選択する.
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第二回課題
様々なファイル中に含まれるバイト値 (256種類)の度数分布を作り, Excelで棒グラフ表示してみ
よ. その過程でいくつかのことに気づくはずである.

詳細手順は以下. ファイルやフォルダの操作については, 端末でコマンドを入力して行う方法と,

Finderで行う方法がある. 一部の操作は端末でしかできない. 慣れないうちは Finderでやるのが楽
かもしれないが, どうせなら端末でのやり方を覚えることを心がけて見るとよい.

1. Finderと端末を両方起動した上で作業せよ.

2. 文書 (Documents)フォルダ内に kadai2というフォルダを作れ. さらに kadai2の中に dataと
いうフォルダを作れ.

3. Safariで田浦の講義ページから, 「度数分布計算プログラム histgram.py」をダウンロードし,

上記で作った kadai2フォルダに保存 (もしくは別の場所へダウンロードしてから移動)せよ.

4. 田浦の講義ページに書かれている指示に従い, されにいくつかのデータをダウンロードし, そ
れらは kadai2/data内に保存 (もしくは移動)せよ. 結果として, 以下のファイルが kadai2内に
納められているはずである.

histgram.py プログラム

data フォルダ. 以下は dataフォルダ内.

US-Constitution.htm 合衆国憲法. 英語のテキストファイルの例.

blue.bmp 真っ青の画像ファイル. ビットマップ形式の画像ファイルの例.

xyz.jpg 画像ファイル. JPEG形式の画像ファイルの例. 説明の都合上, xyz.jpgとして
いるが, 講義ページの指示にしたがって各自好きなものを選ぶ. 何を選んだかに応じ
て実際のファイル名は異なる.

上記の代わりにインターネット上で別のページや画像をダウンロードしてもよいが, くれぐれ
も探すのに夢中になってネットサーフィンに興じることはないように.

5. 端末で, kadai2フォルダへ移動

cd (一旦ホームフォルダへ戻る)

cd Documents/kadai2

6. 手始めに, US-Constitution.htm の度数分布を計算させてみよ.

python histgram.py data/US-Constitution.htm

(「補完」機能を使って楽に入力できるようになろう. 以下同様)とすると, 度数分布が,
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,data/US-Constitution.htm

0,0

1,0

2,0

3,0

. . .

252,0

253,0

254,0

255,0

のような感じで表示される. 1列目は 256種類のバイト値 (0, 1, . . . , 255), 2列目が各バイト値
が現れた回数になっている.

リダイレクト機能を使って上記の結果をファイルに保存する.

python histgram.py data/US-Constitution.htm > g.csv

確認のため, less, lvコマンドで表示したり (2.2節), エディタ (mi)で開いてみよ.

less g.csv

または

lv g.csv

7. このように値をカンマで並べたテキストファイルは, CSV形式と呼ばれExcelで読み書きでき
る (前回, CSV形式で保存したファイルをmiで見たときのことを思い出そう).

したがって, Excelを立ち上げてこのファイルを開く (メニューでファイル→開く)と, データ
が表形式で表示される. 同じ事をもっと手っ取り早くやるには, 端末で

open g.csv

とする (2.2節). これで自動的に Excelが立ち上がる.

8. 2列目を y軸として棒グラフを書く (4節).

9. 同じ事をすべてのファイルおよび, 以下の手順で圧縮, ないし形式を変換して作ったファイル
に対しても行う. 以下の作業は dataフォルダに移動してから行うとよい.

cd data
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xyz.bmp 画像ファイル xyz.jpg を, 人間の見た目には同じだが形式の違うファイル (ビット
マップ形式)に変換する.

convert xyz.jpg xyz.bmp

convertコマンドの引数は, 1個目のファイル名が入力 (変換元), 2個目が出力 (変換先)で
ある.

blue.jpg ビットマップ形式から JPEG形式のファイルを作るのも同様の手順でできる.

convert blue.bmp blue.jpg

US-Constitution.htm.gz US-Constitution.htmを「圧縮 (ファイルサイズを小さく)」した
もの.

gzip -c US-Constitution.htm > US-Constitution.htm.gz

で, US-Constitution.htm.gzというファイルができる.

10. 都合 6つのファイルができることになる. histgram.py は複数のファイルをコマンドラインで
指定すればそれらすべての度数分布を出力してくれる. したがって上記のファイルが準備でき
た後で, kadai2フォルダに戻り,

cd ..

注: ’..’は親フォルダを意味する. 現在 data内にいるとすると, kadai2は親フォルダとなる.

以下を実行する (が, 長すぎるのでもっとうまい手を考える).

python histgram.py data/US-Constitution.htm \
data/US-Constitution.htm.gz \
data/xyz.bmp data/xyz.jpg data/blue.bmp data/blue.jpg > g.csv

注: 上記は行が長くなるので 3行に表示しているが実際には 1行で入力する. また, \は入力し
ない.

これでは明らかにコマンドが長くなりすぎて大変なので, ∗を使うとよい (3.2節).

ls data

でファイルがきちんと存在することを確認したら,

python histgram.py data/* > g.csv

でも同じことになる.

できたら再び g.csvを lv, lessなどで確認した後, Excelで開き, 6つのグラフを作ってみよ (6

つのグラフを別々に作る).
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11. グラフができたらそれを ExcelのBook形式で, g.xlsxというファイル名で kadai2フォルダ内
に保存せよ (CSV形式ではグラフを保存することはできない).

12. それらが一通りできたら,

cd data

ls -l

で, 題材としたファイルのサイズを調べてみよ. US-Constitution.htmとそれを圧縮した US-

Constitution.htm.gz の違い, 同じ画像の JPEG形式 (.jpg)とビットマップ形式 (.bmp)の違い
に注目せよ.

13. ファイルのサイズと, 度数分布の関連について気がつくことを書きなさい (次週以降の授業の
題材となる).

課題提出方法:

1. 「書類」フォルダに戻り, kadai2フォルダを「右クリック→”kadai2を圧縮”」. すると「書類」
フォルダ中に kadai2.zipというファイルができる.

2. CFIVEで kadai2.zipを提出する. 課題名は「第 2回課題」

3. 提出できたら, MailSuiteを使って, 以下の宛先に「報告」を送る. 報告は,

------------------------------------------------------

宛先: rktau0

件名: 第 2回課題

学生証番号 gXXXXXX

氏名 gXXXXXX

第 2回課題を CFIVEに提出しました.

ファイルのサイズと, 度数分布の関連について気がついたこと:

...

...

------------------------------------------------------

というメールとして送る. メールで kadai2.zipを送る必要はない.
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