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2006年前期　プログラミング環境（IS科2年）　第4回（4月28日） 真貝

今日の到達目標

• catと more （7章　 p140-145）

• アクセス制御文字（4章　 p75-78）

• 5章　所有者とアクセス許可

次回　5月12日

• 中間テスト（30分，答案回収，資料・画面参照
不可）を行います．試験範囲は今日の内容まで．

• 講義は「シェル」に入るので，教科書の下巻を
用意すること．

今日の課題

1. catと more の使用練習 （7章　 p140-145）
教科書 p140の実習 1と，教科書 p143の実習 1
を試してみよう．
.cshrc ファイルがない場合は， 例えば，
.mozillaディレクトリの中の pluginreg.dat
ファイルを見てみよう．

2. 5章 p92 の実習 2を行う準備として，次の作業
をせよ．

(a) ホームディレクトリに binディレクトリが
なければ作る．（「 ˜」はホームディレクト
リを示す。）

mkdir ~/bin

(b) 自分の PATH 変数の値を調べ、 /̃bin に
パスがはられているかを確認。

printenv PATH

ここで、̃/binにパスがはられていなけれ
ば、絶対パスで実行するか、ローカルで実
行するしかない。（PATHの追加の方法は
シュルに関する授業の中で説明予定。）

(c) /̃bin/say.hi ファイルを作成する．（Hi!
と表示するシェルスクリプト）

cat > ~/bin/say.hi

ファイルの内容を入力するモードになる
ので，次の 2 行を記入し，改行した後、
Cntl+D を押す。

#!/bin/csh
echo "Hi!"

3. 実行許可・不許可の実習
p92の実習2と3に相当する次の事項を実施せよ．

• say.hiを実行すると，何が表示されるか．
˜/bin/say.hiかまたは、cd ˜/binに続
けて、./say.hi を実行する。

• ファイルの実行権を許可にして，
$ chmod u+x ~/bin/say.hi

再び say.hi を実行せよ．

4. 次のアクセス許可の意味は何か．

---
r--
r-x
rw-
rwx

5. 教科書 p96 実習 1から 7まで．
testme ディレクトリの代わりに，自分のホー
ムディレクトリ下の public html の下に
kadai0428 ディレクトリを作成して行うこと．
実習 4-6は読むだけ．

6. 教科書 p99 実習 1から 5まで．（chmod の習得）
ただし，すべての操作は
　 ˜/public html/kadai0428 ディレクトリ
で行うこと．

7. 教科書 p105ページの実習 1から 4まで．（chmod
の習得）
ただし，すべての操作は
　 ˜/public html/kadai0428 ディレクトリ
で行うこと．
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今日の確認問題

解答は，自分のノートかプリント裏に記入し，真貝か山内氏に提示すること．

1. ホームディレクトリにある，public htmlディレクトリの情報を
ls -ld ˜/public html　
で調べて，次に答えよ．
(1) コマンド出力の先頭の記号 d の意味は何か．
「所有者」のアクセス権，「グループ」のアクセス権，「その他」のアクセス権をそれぞれ，(2)～(4) に記
号で記入せよ．

2. ホームディレクトリにある，Mailディレクトリの情報を調べて，次に答えよ．
「所有者」のアクセス権，「グループ」のアクセス権，「その他」のアクセス権をそれぞれ，(5)～(7) に記
号で記入せよ．

3. 読取り許可：
(8) /etc を作業ディレクトリにするコマンドは何か．/etc へ移動せよ．
(9) /etc ディレクトリにある fstab ファイルの情報を相対パス名で調べるコマンドは何か．
(10) fstab ファイルの内容を表示するコマンドは何か．表示せよ．
(11) /etc ディレクトリにある default ディレクトリの情報を絶対パス名で調べるコマンドは何か．
(12) default ディレクトリを作業ディレクトリにするコマンドは何か．実行せよ．
(13) (12)で出てきたコマンドのメッセージをを書け．その理由は何か．

4. 書込み許可：
(14) /etc ディレクトリにある fstab ファイルを削除するコマンドは何か．実行せよ．
(15) (14)で出てきたコマンドのメッセージをを書け．その理由は何か．

5. 下記の空欄　 (16)～(20)　を埋めなさい。

% (16) ~/unix00 # unix00 ディレクトリを作成するコマンド．
% cd ~/unix00 # unix00 を (17) とするコマンド．
% touch foo.txt # foo.txt ファイルを作る。
% ls -l foo.txt # デフォルトのアクセス権を調べる。
% chmod (18) foo.txt # [その他]を読取り不可にする。
% chmod (19) foo.txt # [グループ]も読取り不可にする。
% chmod (20) foo.txt # [すべて]を読取り許可にする。
% ls -l # ファイルのアクセス権を確認する。
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2006/4/28 プログラミング環境　

今日の確認問題　解答

(1) ディレクトリ

(2) rwx

(3) r-x　

(4) r-x

(5) rwx

(6) - - -

(7) - - -

(8) cd /etc

(9) ls -l fstab

(10) cat fstab

(11) ls -ld /etc/default

(12) cd default

(13) メッセージ：許可がありません。
理由：/etc/defaultディレクトリの所有者は rootすなわちシステム管理者であり、我々は、rootから見
るとその他ユーザであり、その他ユーザに対して一切許可が与えられていないため。（アクセス制御文
字列：drwxr-x—）
参考：ディレクトリの移動は、ｒと xの権限があれば可能。

(14) rm fstab

(15) メッセージ：rm:remove write-protected 通常ファイル ’fstab?’ y
　　　　　　 rm: cannot remove fstab:許可がありません
理由：fstabが存在するディレクトリ /etcのアクセス制御文字列は drwxr-xr-xであり、所有者も rootで
あることから、rootユーザから見るとその他ユーザとなり、rm実行に必要なディレクトリへ書込み（消
去も含む）権限があたえられていないため。

(16) mkdir

(17) 作業ディレクトリ

(18) o-r

(19) g-r

(20) a+r


