
Atnd ユーザーズガイド 
atnd コマンドは、テキストファイルを読み込みます。指定された行の周辺を表示できま

す。atnd コマンドは、Windows のコンソールアプリケーションです。 

先行する行 

指定された行に先行する多数の行も表示できます。 

後続の行 

指定された行に続く多数の行も表示できます。 

前後の行 
指定された行の前後にある多数の行も表示できます 

行または欄のサイズ 

行の長さの最大値を記録できます。欄のサイズの最大値を記録できます。 

欄を指定 

行を指定しないで、欄を指定して、ファイル全体を測定して、欄のサイズの最大値およ

び行番号を記録できます。 

コマンドプロンプト 

コマンドプロンプトにシフト JIS のテキストを書き出します。 

EUC-JP をサポート 

EUC-JP のテキストファイルを読み込んで、EUC-JP からシフト JIS にテキストを変換し

て、コマンドプロンプトにシフト JIS のテキストを書き出すことができます。 

ファイルの作成 

コマンドプロンプトに書き出さないで、テキストファイルを書き出すことができます。 

インストール 
atnd コマンドは、Windows のコンソールアプリケーションです。32 ビット版の Windows 

Vista において、Free Pascal Compiler 3.0.4 で構築しました。添付の Narfi

は、Delphi 4 で構築された Windows フォームアプリケーションです。 

パスを通す手順の例 

1. ト リ シ ー カ ー （ http://tori.tobiiro.jp/PDF-zip-7z.html ） と い う ウ ェ ブ サ イ ト か ら

AtndFPC.zip をダウンロードしてください。 



2. AtndFPC.zip を展開してください。 

3. C ドライブに Narfi フォルダを移動してください。利用者は、Narfi フォルダの移動お

よび改名が可能です。 

4. Windows ロゴキー（田キー）を押しながら Pause を押してください。 

5. メニューからシステムの詳細設定を選択してください。 

6. 詳細設定タブをクリックしてください。 

7. ［環境変数］ボタンを押してください。キーワード：システム、詳細、環境変数 

8. システム環境変数として、Path が見えるまでスクロールしてください。 

9. Path をクリックして選択してください。 

10. ［編集］ボタンを押してください。 

11. Windows 10 の場合、［テキストの編集］ボタンを押してください。 

12. 右向き矢印（→）キーまたはEndキーを押してください。カーソルが末尾に移動しま

す。 

13. フォルダのことをディレクトリとも言います。セミコロン（ ; ）は、ディレクトリどうしを

区切る記号です。 を入力してください。 

14. 各ウィンドウで OK ボタンを押してください。 

フォルダごと削除 

アンインストール（プログラムの削除）を行うには、Narfi フォルダごと削除してください。

Path から C:¥Narfi を削除してください。 

著作権 
Sogaya（そがや）は、Atnd の著作権を保有しています。 

免責条項 

atnd コマンドのご利用によって発生するいかなる損害も、Sogaya は、責任を負わない

ものとします。 

構築 

32 ビット版の Windows Vista において、Free Pascal Compiler 3.0.4 で Atnd

を構築しました。ソースコードを添付しました。 

ユーザーズガイド 

2020 年 5 月 12 日 Revision 1.011 



Atnd のパラメータ 
atnd コマンドは、シフト JIS または EUC-JP のテキストファイルを読み込んで、行およ

び周辺をコマンドプロンプトに書き出します。atnd コマンドの基本的なパラメータは、以

下のとおりです。 

パラメータ ほぼ同等な入力 説明 

-a2  後続の 2 行を表示する。 

-b3  先行する 3 行を表示する。 

-c4 -a4 –b4 先行する 4 行および後続の 4 行を表示する。 

-F text.tmp > text.tmp text.tmp を書き出す。 

-p56  第 56 行を表示する。 

-LF  行または欄の数の最大値を記録する。 

-u  EUC-JP のファイルを読み込む。 

設定ファイル 

atnd コマンドの設定ファイルは、シフト JIS のファイルです。利用者は、設定ファイルと

してカレントディレクトリに set_atnd.txt を用意できます。set_atnd.txt の第 1

行に変換表のパス名を記入できます。第 2 行、第 3 行、第 4 行、…に atnd コマンド

のパラメータを記入できます。 

注釈 

各行に 1 個のパラメータを記入してください。注釈を記入するには、パラメータ、タブ、

注釈をこの順に記入してください。テキストエディタでタブを入力するには、キーボード

の Tab キーを押してください。 

 

読み込みたいファイル 

atnd コマンドのパラメータとして、シフト JIS ファイルを付加してください。atnd コマンド

は、そのシフト JIS ファイルを読み込んで、その一部をコマンドプロンプトに書き出しま

す。 



 

2 個のファイル 

利用者は、コマンドプロンプトに書き出さないで、新しいファイルの作成および命名を

行うことができます。atnd コマンドのパラメータとして、2 個のファイルが付加された場

合、atnd コマンドは、シフト JIS のファイルとして第 1 のファイルを読み込んで、データ

のテキストファイルとして第 2 のファイルを書き出します。 

 

COMP コマンド 

バイナリファイルとして比較するには、FC コマンドのパラメータとして、/B を付加してく

ださい。Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10 では、

COMP コマンドを試すことができます。 



先に新しいファイルの名前を指定したい 

上記のとおり、2 個のファイルを付加した場合、第 2 のファイルが新しいファイルになり

ますが、先に新しいファイルの名前を指定するには、atnd コマンドのパラメータとして、

-F text.tmp を付加してください。-F および text.tmp の間に空白を挿入してく

ださい。text.tmp は、新しいファイルの名前です。 

atnd –c1 –p23 –F text.tmp Gongitsune.txt 

 

EUC-JP 

EUC-JP は、UNIX の日本語です。 

eucsjis コマンド 

添付の eucsjis コマンドは、EUC-JP~Shift_JIS.bin にしたがって、EUC-JP のテキストフ

ァイルをシフト JIS のテキストファイルに変換します。EUC-JP のテキストファイル、シフ

ト JIS のファイルがこの順に指定された場合、eucsjis コマンドは、EUC-JP のテキスト

ファイルを読み込んで、シフト JIS のファイルを書き出します。 

eucsjis Gon_EUC-JP.txt text.tmp 

 



文字コード変換機能 

atnd コマンドは、EUC-JP のテキストファイルをシフト JIS のテキストファイルに変換す

る機能を内蔵しているため、EUC-JP のテキストファイルを読み込んで、その一部をコ

マンドプロンプトに書き出すことができます。EUC-JP のテキストファイルを読み込むに

は、atndコマンドのパラメータとして、-uを付加してください。-uの効果で、文字化けが

回避された例を下図に示します。 

 

テキストファイル 

-LF 付きの atnd コマンドは、data.txt にデータを書き出します。data.txt は、シ

フト JIS または EUC-JP のテキストファイルです。-LF付きの atnd コマンドの基本的な

パラメータは、以下のとおりです 
パラメータ ほぼ同等な入力 説明 

-LF  行をカウントする。最長行を記録する。 

-LF –s, -LF –S¥x2C 欄のサイズを測定する。最長欄を記録する。 

-LF –S¥l -LF –S¥x7C 区切り文字として縦線を使用する。 

-LF –x-  .csv の拡張子がファイル名に含まれるか点検し

ない。 

-LF –z2  第 2 欄を指定して、ファイル全体にわたって測定し

て、最長欄のサイズおよび行番号を記録する。 

-LF -=DIR  ラベルとして DIR を表示する。 

コマンドプロンプト 

data.txt が EUC-JP のテキストファイルである場合、-LF -u 付きの atnd コマンド

は、自動的に、EUC-JP のテキストファイルを変換して、シフト JIS のデータをコマンド



プロンプトに表示します。 
測定 

-LF 付きの atnd コマンドは、テキストファイルの行の数および長さ、指定された行の

欄の長さを測定できます。また、指定された欄で、ファイル全体にわたって長さを測定

できます。利用者が各行の区切り文字としてコンマを使用する場合、-LF 付きの atnd

コマンドは、引用符に囲まれたコンマを無視します。利用者は、引用符を変更できま

すし、区切り文字を変更できます。 

ファイル名に.csv が含まれているか 

-LF付きの atnd コマンドは、ファイル名に.csvが含まれている場合、区切り文字とし

てコンマを使用しますが、ファイル名に.csv が含まれているかどうか点検しないよう

に命令するには、atnd コマンドのパラメータとして、-LF -x-を付加してください。 

最長の行 

区切り文字が何も指定されていない場合、-LF 付きの atnd コマンドは、区切り文字と

して、0Ah を使用します。テキストファイルを読み込んで、最長の行を記録しながらファ

イルの行数を取得します。文字数ではなくバイト数の最大値を記録します。 

どの行が最大値を記録したか 

最長行のバイト数および番号を記録します。たとえば、-LF 付きの atnd コマンドは、

第 16 行で 42 バイトを記録しました。KeyWords.csv の行の長さの最大値は、42 バ

イトでした。 

 

指定された行 

たとえば、-p16 が付加された atnd コマンドは、第 16 行が指定されたため、データの

最後でファイルの第16 行を表示します。行が指定されていない場合、第1行が指定さ



れたとみなして第 1 行を表示します。 

最長の欄 

ファイル名に.csvが含まれている場合、-LF付きの atnd コマンドは、区切り文字とし

て、コンマを使用します。測定したい行を指定してください。行が指定されていない場

合、第 1 行が指定されたとみなして第 1 行を測定します。たとえば、第 16 行を測定す

るには、atnd コマンドのパラメータとして、-LF -p16 を付加してください。-LF 付きの

atnd コマンドは、最長の欄を記録します。文字数ではなくバイト数の最大値を記録しま

す。 

どの欄が最大値を記録したか 

最長欄の文字数および番号を記録します。たとえば、-LF -p16 が付加された atnd

コマンドは、第 1 欄で 26 バイトを記録しました。第 16 行の欄の長さの最大値は、26

バイトでした。–LF -p15 が付加された atnd コマンドは、第 2 欄で 14 バイトを記録し

ました。第 15 行の欄の長さの最大値は、14 バイトでした。 

指定された行 

たとえば、-LF -p16 が付加された atnd コマンドは、第 16 行が指定されたため、デ

ータの最後でファイルの第 16 行を表示します。 

 

欄を指定して測定 

行を指定して欄の長さの最大値を記録するのではなく、欄を指定してファイル全体に

わたって測定して最長欄の行番号および長さを記録できます。たとえば、第 2 欄を指

定して、KeyWords.csv の全体にわたって測定して最長欄の行番号および長さを記

録するには、atnd コマンドのパラメータとして、-LF -z2 を付加してください。 

指定された行 

たとえば、-LF -p15 が付加された atnd コマンドは、第 15 行が指定されたため、デ



ータの最後でファイルの第 15 行を表示します。行が指定されていない場合、第 1 行が

指定されたとみなして第 1 行を表示します。 

 

どの行が最大値を記録したか 

上記の例では、欄の番号は、2 です。ファイルの全体にわたって、-LF 付きの atnd コ

マンドは、第 2 欄を測定して、最長欄の行番号および文字数を記録します。-LF -z2
が付加された atnd コマンドは、KeyWords.csv の第 15 行の第 2 欄で 14 バイトを記

録しました。 

ECHO コマンド 

たとえば、atnd コマンドの入力ファイルとしてファイル名を入力したが、そのファイルを

開くことができなかった場合、処理が中止されます。中止された直後に ECHO コマンド

で返り値（異常終了を示す整数）を取得できます。 

エラーメッセージ 

異常終了を示す整数からエラーメッセージを生成するには、atnd コマンドのパラメータ

として、-e 整数を付加してください。カレントディレクトリに存在しない入力ファイルとし

て、dummy を入力できます。 

 



バッチファイル 

添付の EL.bat は、ECHO コマンドを利用しないで、%ERRORLEVEL%の値を atnd コ

マンドにわたすことができます。atnd コマンドの異常な終了が発生した場合、その直

後に ECHO コマンドではなく EL を実行してください。 

 

どの行も同じ欄数を有しているか 

添付の isbn-r.csv は、各行が 9 欄からなりますが、第 9 欄は空の行があります。

空欄であるため、こうした行は、実質的に 8 欄からなると思われます。 

data.txt を表示 
どの行も同じ欄数を有しているか点検して、第 1 行と欄数が異なる行を表示するには、

atnd コマンドのパラメータとして、-f を付加してください。-LF は、不要です。-f で表

示される行は、data.txt に保存されています。data.txt は、シフト JIS または

EUC-JP のテキストファイルです。 

 

EUC-JP の data.txt 
isbn-t_EUC-JP.csvは、各行が 8 欄からなりますが、第 8 欄は空の行があります。

空欄であるため、こうした行は、実質的に 7 欄からなると思われます。-u -f で表示さ

れる行は、data.txt に保存されています。data.txt は、EUC-JP のテキストファ

イルです。ただし、0Dh および 0Ah で改行されています。-LF –u -f 付きの atnd コ

マンドは、自動的に、EUC-JP のテキストファイルを変換して、シフト JIS のデータをコ

マンドプロンプトに表示します。 



 

区切り文字を変更 

ファイルの拡張子に.csvが含まれている場合、区切り文字としてコンマを使用します

し、区切り文字が指定されていない場合、-LF付きのatnd コマンドは、区切り文字とし

て 0Ah を使用しますが、区切り文字として縦線を使用できます。 

Wiki の縦線 
添付の WikiTable.txt は、Wiki の表のシフト JIS テキストファイルです。区切り文

字として縦線を使用するには、atnd コマンドのパラメータとして、-S¥l を付加してくだ

さい。十六進数で表現した-S¥x7C は、-S¥l と同じ結果を生じます。 

 



パラメータ ほぼ同等な入力 1 バイト文字 説明 

-S¥A -S¥x3C < 小なり記号 

-S¥ﾍ -S¥x3C < 小なり記号 

-S¥l -S¥x7C | 縦線 

-S¥s -S¥x20  空白 

-S¥t -S¥x09  タブ、水平タブ 

-S¥v -S¥x3E > 大なり記号 

引用符を変更したい 

引用符が出現したら、-LF 付きの atnd コマンドは、もうひとつの引用符が出現するま

で、区切り文字を無視しますが、自由な表現として、いわゆる引用符（ " ）が欄内に

出現する場合、-LF 付きの atnd コマンドが認識する引用符を他の文字に変更しなけ

ればなりません。 

引用符を設定 

チルダ（ ~ ）が出現した場合もうひとつのチルダが出現するまで区切り文字を無視す

るように設定するには、atnd コマンドのパラメータとして、-LF -w~を付加してください。

atnd コマンドは、引用符として~を使用します。いわゆる引用符（ " ）は、もはや引用

符として認識されません。 

 
十六進数 

引用符を十六進数で表現できます。-W¥x7E は、-w~と同じ結果を生じます。 

パラメータ ほぼ同等な入力 1 バイト文字 説明 

-W¥A -W¥x3C < 小なり記号 

-W¥ﾍ -W¥x3C < 小なり記号 

-W¥l -W¥x7C | 縦線 

-W¥s -W¥x20  空白 

-W¥t -W¥x09  タブ、水平タブ 

-W¥v -W¥x3E > 大なり記号 



標準入力から読み込む 

ファイル名が指定されていない場合、atnd コマンドは、標準入力から読み込んで、一

時ファイルとして text.tmp を作成します。利用者は、情報源をラベルとして命名で

きます。下記の例では、DIR というラベルを入力しました。 

 

バージョン 

atnd コマンドのバージョン番号を表示するには、atnd コマンドのパラメータとして、-V
を付加してください。 

 
ガイド 

atnd コマンドの短い説明を表示するには、atnd コマンドのパラメータとして、-Gを付加

してください。--help は、-G と同じ結果を生じます。 

指定された行の周辺を表示 

たとえば、-p640 が付加された atnd コマンドは、第 640 行を表示します。第 640 行に

先行する 3 行を表示するには、さらに、-b3 を付加してください。第 640 行に続く 2 行

を表示するには、さらに、-a2 を付加してください。-c4 は、-a4 –b4 と同じ結果を生

じます。 



 

head コマンド 
たとえば、第 1 行から数えて 8 行を表示するには、atnd コマンドのパラメータとして、

-h8 を付加してください。atnd –h は、UNIX の head コマンドに似ています。ただし、

上限は、46 行です。 

 
tail コマンド 

たとえば、ファイルの終わりの付近にある 5 行を表示するには、atnd コマンドのパラメ

ータとして、-t5を付加してください。atnd –tは、UNIX の tail コマンドに似ています。

ただし、上限は、46 行です。 



 
番号を表示 

行の先頭に番号を表示するには、atnd コマンドのパラメータとして、-n を付加してくだ

さい。atnd コマンドが読み込んだ行の通し番号が行の先頭に表示されます。下図に例

を示します。縦線をコンマに変更するには、さらに、-J\x2C を付加してください。 

 

範囲を指定 
たとえば、第 18 行から第 22 行まで表示するには、atnd コマンドのパラメータとして、

-i18-22 を付加してください。 

atnd –i18-22 Gongitsune.txt 

 



narfi コマンド 

添付の narfi コマンドは、CSV の一部を表示できます。KeyWords.csv は、各行が 2

欄からなります。たとえば、KeyWords.csv の第 5 行から第 20 行まで表示するには、

narfi コマンドのパラメータとして、-c2 –t5-20 を付加してください。 

narfi –c2 –t5-20 KeyWords.csv 

 

表作成を試行 

atnd コマンドは、罫線ではなくタブを利用して、コマンドプロンプトで表の作成を試行で

きます。この機能は、CSV を想定しています。 

シフト JIS 

表は、コマンドプロンプトに表示されるため、シフト JIS のテキストファイルを想定して

います。罫線ではなくタブを利用して、コマンドプロンプトで表を作成するために、atnd



コマンドのパラメータとして、-oを付加してください。下記の例では、第 1 行から数えて

20 行を表示するために、さらに-h20を付加しました。ただし、-oが付加された場合、

通し番号を出力する機能（-n）は、無効です。 

 

略記法 

上記の例は、ファイル名に.csv が含まれるため、CSV であることを示すために-s,
を付加する必要がありませんが、下記の例は、ファイル名に.csv が含まれないため、

CSV であることを示すために-s,を付加する必要があります。--so は、-s, -o と同

じ結果を生じます。自然な表現として引用符およびコンマを使用するために、テキスト

ファイルには、第 2 欄を囲むように~を記入しました。atnd コマンドのパラメータとして

-w~を付加しました。 

 



制限 

atnd コマンドによる表は、10 欄、46 行までに制限されます。Narfi ウィンドウと異なり、

コマンドプロンプトに表示された表は、もはや欄のサイズを変更できません。 

 

コマンド 欄 行 サイズ変更 EUC-JP 

atnd 10 46 欄のサイズを変更できない。 サポートしない。 

narfi 16 16 たとえば、F1およびF2の間の罫線をドラッグ --u を付加。 

Narfi ユーザーズガイド 
Delphi 4 版の Narfi は、Windows フォームアプリケーションです。CSV を読み込んで、

細長い表を作成して、Narfi ウィンドウを開きます。Narfi をダブルクリックすることで

Narfi ウィンドウを開くことはできません。narfi コマンドとして Narfi を使用してください。 

EUC-JP をサポート 

パラメータとして--u が付加された narfi コマンドは、EUC-JP のテキストファイルを読

み込むことができます。 

コマンドプロンプト 

コマンドプロンプトは、いわゆるシフト JIS が多用されますが、--u 付きの narfi コマン

ドは、自分でウィンドウを開いて、EUC-JP のテキストファイルを表示できます。 



CSV 
拡張子が.csv であるテキストファイルは、各行が、コンマで分離された多数の語句

からなります。CSV のファイルは、Excel などの表計算ソフトウェアで容易に表示でき

ます。 

区切り文字 

narfi コ マ ンド は 、 ファ イル 名に.csv が含 まれ るか 点検し ます 。 たと え ば、

KeyWords.csv が指定された場合、narfi コマンドは、区切り文字としてコンマを使用

します。 

点検しない 

.csv がファイル名に含まれるか点検しないように命令するには、narfi コマンドのパラ

メータとして、-x-を付加してください。 

改行 

Windowsのテキストファイルは、0Dhおよび0Ahで改行されています。初期段階で、-0
（マイナスゼロ）が設定されているため、narfiコマンドは、CSVを読み込んで、0Dhおよ

び 0Ah で改行して、細長い表を作成します。 

0Ah のみで改行 

一般論として、UNIX のテキストファイルは、0Ah のみで改行されています。0Ah のみで

改行するには、narfi コマンドのパラメータとして、-LF を付加してください。-LF は、

-0- -L と同じ結果を生じます。 

シフト JIS 

シフト JIS のテキストファイルは、Windows に適しています。初期段階で、-$（マイナス

ドル）が narfi コマンドに設定されています。 

EUC-JP 

EUC-JP のテキストファイルを読み込むには、narfi コマンドのパラメータとして、--uを

付加してください。--u は、-$- -U と同じ結果を生じます。--euc は、-$- -U と同

じ結果を生じます。 

  



パラメータ ほぼ同等な入力 説明 

-$  シフト JIS のテキストファイルを読み込む。 

-0  0Dh および 0Ah で改行する。 

-L  0Ah のみで改行する。ただし、-0は、-Lより優先さ

れる。 

-LF -0- -L 0Ah のみで改行する。 

-s, -S¥x2C 区切り文字としてコンマを使用する。 

.csv の拡張子 
-U  EUC-JP のテキストファイルを読み込む。ただし、

-$は、-U より優先される。 

--u -$- -U EUC-JP のテキストファイルを読み込む。 

--euc 
-x-  -x の設定を無効にする。ファイル名に.csv の拡

張子が含まれているか点検しない。 

設定ファイル 

設定ファイルがカレントディレクトリに必要です。narfi コマンドの設定ファイルは、

sets.txt です。narfi コマンドの設定は、3 段階で構成されます。 
1. 初期段階の設定（デフォルト、省略時既定値）で narfi コマンドが起動します。 

2. narfi コマンドは、sets.txt を読み込んで、記入内容にしたがって設定します。 

3. パラメータが付加された場合、narfi コマンドは、パラメータにしたがって設定しま

す。 

パラメータを記入 

初期段階で、-$ -0 –x –i1-16 –t1-16 が設定されています。上の表に示したと

おり、-xの設定を無効にするには、narfiコマンドのパラメータとして、-x-を付加してく

ださい。sets.txt の第 2 行、第 3 行、第 4 行、第 5 行…にパラメータを記入できま

す。 

パラメータが優先される 

コマンドプロンプトにコマンドおよびパラメータを入力したとき、sets.txtの記入内容

が、パラメータの入力内容と矛盾している場合、パラメータが優先されます。 

変換表のパス名 

EUC-JP のテキストファイルを読み込むには、narfi コマンドのパラメータとして、--uを

付加してください。narfi コマンドは、変換表にしたがって、EUC-JP の新しいファイルを

シフトJISの一時ファイルに変換します。narfiコマンドのパラメータとして変換表のパス

名を入力することはできません。sets.txt の第 1 行に変換表のパス名を記入でき

ます。 



注釈 

sets.txtの各行に 1 個のパラメータを記入してください。注釈を記入するには、タブ

を挿入してください。パラメータ、タブ、注釈の順に記入できます。テキストエディタでタ

ブを入力するには、キーボードの Tab キーを押してください。 

読み込むファイル名 

コマンドプロンプトに narfi コマンドおよびファイル名を入力した場合、ファイルを読み込

んで、Narfi ウィンドウに表示します。isbn-r.csv は、各行が 9 欄からなります。 

narfi isbn-r.csv 

 

Narfi ウィンドウ 
初期段階で、-t1-16が設定されます。すなわち、第 1 行から第 16 行まで表示されま

す。CSV のファイルを読み込んで、第 15 行から第 30 行まで表示するには、narfi コマ

ンドのパラメータとして、-t15-30 を付加してください。 



narfi -t15-30 isbn-r.csv 

 

終了 

Narfi ウィンドウを閉じるには、File メニューから Exit を選択してください。さもなければ、

キーボードの F3 を押してください。さもなければ、［×］ボタン（［閉じる］ボタン）を押し

てください。 

細長い表 

初期段階で、-i1-16 が設定されます。すなわち、第 1 欄から第 16 欄で表示されま

す。CSV のファイルを読み込んで、第 2 欄から第 5 欄まで表示するには、narfi コマン

ドのパラメータとして、-i2-5 を付加してください。下図の例では、narfi コマンドは、

isbn-r.csvを読み込んで、第 2 欄から第 5 欄まで選択して、新しいファイルとして、

narfi.txt を作成しました。 

narfi –i2-5 isbn-r.csv 



 

narfi.txt 
どの Windows も最初から、テキストエディタとして、メモ帳を用意しています。

NOTEPAD コマンドは、メモ帳のウィンドウを開きます。 

 



罫線 

Narfi ウィンドウで、たとえば第 1 欄を広げるには、F1 および F2 の間にある罫線をドラ

ッグしてください。 

最大幅に調節する 

起動したとき、narfi コマンドが自動的に第 1 欄に記入された項目のサイズを測定して、

最大値に第 1 欄を調節して Narfi ウィンドウを開くには、narfi コマンドのパラメータとし

て、-z1 を付加してください。 

narfi –z1 KeyWords.csv 

 

画面の右下 

初期段階で、-g3 が設定されます。すなわち、Narfi ウィンドウは、画面の右下に移動



するように設定されます。 

右上に移動 

画面の右上に移動するように命令するには、narfi コマンドのパラメータとして、-g2 を

付加してください。Windows 7 で画面の右上に移動した例を下図に示します。 

narfi –g2 isbn-r.csv 

 

左上に移動 

画面の左上に移動するように命令するには、narfi コマンドのパラメータとして、-g1 を

付加してください。 

narfi –g1 isbn-r.csv 
パラメータ Window メニュー 説明 

-g0 Center 画面の中央に移動する。 

-g1 Corner 画面の左上に移動する。 

-g2 Right 画面の右上に移動する。 

-g3 Diagonal 画面の右下に移動する。 

-g4 Under 画面の左下に移動する。 

フォント 

フォント、太字、斜体などの効果、サイズを変更するには、Help ウィンドウから Font を

選択してください。Delphi 4 版の Narfi は、初期段階で以下のとおりに設定されます。 



MS P ゴシック、標準、12 

タイトルバー 

ウィンドウのタイトルバーに Narfi のみ表示されます。 

完全な名前 

C 版の narfi コマンド、C++版の narfi コマンド、C#版の narfi コマンドと区別するために、

タイトルバーに Narfi Delphi を表示するには、narfi コマンドのパラメータとして、-E を付

加してください。Narfi ウィンドウどうしを区別するためにも-E を利用できます。各コマン

ドプロンプトウィンドウで、Narfi ウィンドウを開くことができます。 

narfi –E isbn-r.csv 

 

バージョン番号 
Delphi 4 版 Narfi のバージョン番号を確認するには、まず、コマンドプロンプトに narfi

コマンドおよび-V を入力してください。version.txt が作成されます。次に、MORE

コマンド、NOTEPAD コマンド、TYPE コマンド、テキストエディタなどで version.txt
を閲覧してください。TYPE コマンドで version.txt を表示した例を下図に示しま

す。 

narfi –V 



 

Version ウィンドウ 

Version ウィンドウは、Delphi 4 版 Narfi のバージョン番号を表示します。Version ウィン

ドウを開くには、Help メニューから Version を選択してください。 

 

罫線をドラッグ 

Narfi ウィンドウの右半分にある空欄を縮小したいかもしれません。この場合、F10 の

右にある罫線をドラッグして空欄を縮小してください。FF および F10 の間にある罫線を



ドラッグして空欄を縮小してください。FE および FF の間にある罫線をドラッグして空欄

を縮小してください。以下、同様です。 

櫛状の空欄 

多数の空欄を一度に縮小するには、Window メニューから Comb を選択してください。

さもなければ、キーボードの F5 を押してください。多数の空欄は、各欄が細長い隙間

になり、櫛状の空欄になります。この操作に対応するパラメータは、-#です。 

第 1 欄の幅は不変である 

Window メニューから Comb を選択しても、第 1 欄の幅は、変化しません。櫛状の空欄

が第 N 欄から第 16 欄までである場合、第 1 欄および櫛状の空欄を除外した領域、す

なわち、第 2 欄から第（ N - 1 ）欄までの区間は、サイズが均等に配分されます。下

図の例では、-z1 –#が付加された narfi コマンドで Keywords.csv を読み込みまし

た。 

narfi –z1 -# KeyWords.csv 

 

窮屈なウィンドウ 

Narfi ウィンドウの幅を縮小するには、Window メニューから Tight を選択してください。

さもなければ、キーボードの F7 を押してください。窮屈なウィンドウになります。 

実質的に 2 欄しかない 

Keywords.csv は、第 3 欄が空欄であるため、実質的に 2 欄しかありません。下図

の例では、まず、-z1 –#が付加された narfi コマンドで Keywords.csv を読み込み

ました。次に、F2 および F3 の間にある罫線をドラッグして、F2 を縮小しました。さらに、

Window メニューから Tight を選択しました。 



 

ステータスバー 

Narfi ウィンドウの下部にあるステータスバーは、文字コードおよびカレントディレクトリ

を表示します。 

sjiseuc コマンド 

添付の sjiseuc コマンドは、MS932~EUC-JP.binにしたがって、シフト JIS のテキスト

ファイルを EUC-JP のテキストファイルに変換します。-LF が付加された sjiseuc コマ

ンドは、0Ah のみで改行します。2 個のファイルが付加された場合、sjiseuc コマンドは、

第 1 のファイルを読み込んで、第 2 のファイルを書き出します。 

EUC-JP 

EUC-JP のテキストファイルを読み込むには、narfi コマンドのパラメータとして、--uを

付加してください。ステータスバーの左端に EUC-JP が表示されます。 



 

カレントディレクトリ 

コマンドプロンプトの利用者は、カレントディレクトリで作業しています。Delphi 4 で構築

された Narfi は、Windows からカレントディレクトリを取得して、ステータスバーで、文字

コードの右側にカレントディレクトリを表示します。 

  



欄を選択する 
初期段階で、narfi コマンドに-i1-16が付加されています。すなわち、narfi コマンドは、

CSVを読み込んで、第1欄から第16欄まで選択します。パラメータにより、利用者は、

多種多様な方法で CSV の欄を選択できます。 

第 2 欄を除外 

たとえば、21 欄もある CSV で、まず、第 1 欄から数えて 5 欄を選択するには、narfi コ

マンドのパラメータとして、-c5 を付加してください。次に、第 2 欄を選択から除外する

には、narfiコマンドのパラメータとして、-b10111を付加してください。欄を選択するこ

との真偽を示すために、1 または 0 を入力してください。10111 のうち 0 は、第 2 欄を

選択しないことを意味します。結果として、4 欄で要約を構成します。ただし、

-b10111 が指定されない場合、narfi コマンドは、-b11111 が指定されたとみなしま

す。 

-b10111 
-b 1 0 1 1 1 

真偽 第 1 欄選択 第 2 欄を除外する 第 3 欄選択 第 4 欄選択 第 5 欄選択 

反転して設定できる 

第2欄を選択から除外するには、narfiコマンドのパラメータとして、-B01000を付加し

てください。B は、小文字ではなく大文字です。欄を選択することの真偽を示すために、

0 または 1 を入力してください。01000 のうち 1 は、第 2 欄を選択しないことを意味し

ます。結果として、4 欄で要約を構成します。ただし、-B01000 が指定されない場合、

narfi コマンドは、-b11111 が指定されたとみなします。 

第 3 欄から第 5 欄まで選択 

第 3 欄から第 5 欄までを選択するには、narfi コマンドのパラメータとして、-i3-5を付

加してください。 

第 5 欄のみ選択 

第 1 欄から数えて 5 欄を選択するのではなく、第 5 欄のみ選択するには、narfi コマン

ドのパラメータとして、-j5 を付加してください。-j5 は、-i5-5 と同じ結果を生じま

す。 
  



パラメータ ほぼ同等な入力 説明 

-c5 -i1-5 第 1 欄から第 5 欄まで選択した。 

-i3-5 -c5 –b00111 第 3 欄から第 5 欄まで選択した。 

-c5 –B11000 
-j5 -c5 –b00001 第 5 欄のみ選択した。 

-c5 –B11110 
-i5-5 

どの行も同じ欄数を有しているか 

isbn-r.csv は、各行が 9 欄からなりますが、第 9 欄は空の行があります。空欄で

あるため、こうした行は、実質的に 8 欄からなると思われます。 

data.txt 
どの行も同じ欄数を有しているか点検して、第 1 行と欄数が異なる行を確認するには、

まず、narfi コマンドのパラメータとして、-f を付加してください。data.txt に保存さ

れています。data.txtは、シフト JIS のファイルです。TYPE コマンドで表示した例を

下図に示します。 

 

新しいファイル 

広い表のファイル、新しいファイルがこの順に指定された場合、narfi コマンドは、広い

表のファイルを読み込んで、新しいファイルを書き出します。広い表のファイルのみ指

定された場合、広い表のファイルを読み込んで、新しいファイルとして narfi.txt を

作成します。 

先に新しいファイルの名前を指定したい 

上記のとおり、2 個のファイルを指定した場合、第 2 のファイルが新しいファイルになり

ますが、先に新しいファイルの名前を指定するには、narfiコマンドのパラメータとして、

-F text.tmp を付加してください。-F および text.tmp の間に空白を挿入してく

ださい。text.tmp は、新しいファイルの名前です。 



第 5 欄のみ選択した例 

-j5 が付加された narfi コマンドは、第 5 欄のみ選択します。-i5-5 が付加された

narfi コマンドは、第 5 欄から第 5 欄まで選択します。-j5 は、-i5-5 と同じ結果を生

じることを下図に示します。 

 

指定された欄を編集 

利用者は、欄を選択できます。narfi コマンドは、利用者選択の欄をある程度まで編集

できます。たとえば、欄から浮動小数点数を抽出できます。欄から整数を抽出できま

す。欄から制御文字を削除できます。欄から濁点、半濁点を削除できます。欄の半角

カタカナを ASCII（アスキー［英字、数字、記号］）に置換できます。 

浮動小数点数を抽出 

利用者は、多数の欄を指定できますが、さらに、ある欄を指定できます。多数の欄の

うち、ある欄から浮動小数点数を抽出できます。たとえば、第 1 欄から数えて 5 欄を選

択して、5 欄のうち第 3 欄から浮動小数点数を抽出するには、narfi コマンドのパラメー

タとして、-c5 –e3 を付加してください。 

空白も文字も無視される 
-e3 が付加された narfi コマンドは、まず小数点を発見します。次に、先頭の数字を探

索して、その位置を取得します。負号があれば、その位置を取得します。さらに、欄か

ら浮動小数点数のみ抽出します。すなわち、欄の前半にある空白も文字も無視され

ます。 

小数点が発見されない 

利用者が、たとえば第 2 欄から浮動小数点数を抽出するように命令したにもかかわら

ず、小数点が発見されない場合、narfi コマンドは、自動的に 0.0 を書き出します。 



mm が削除された 

下記の例では、第 3 欄には、本の厚さとしてミリメートルの単位（mm）が記入されてい

ますが、-c5 –e3 が付加された narfi コマンドは、mm を削除しました。 

 

処理が中止された 

設定ファイルとして、sets.txt が narfi コマンドに必要です。カレントディレクトリで、

narfi コマンドが sets.txtを開くことができない場合、narfi コマンドは、処理を中止し

て、自動的に sets.txt を作成します。 
ECHO コマンド 

Delphi 4 版の Narfi は、Windows フォームアプリケーションですが、コマンドプロンプト

で返り値（正常終了、異常終了を示す整数）を取得できた例を下図に示します。 



 

エラーメッセージ 

異常終了を示す整数からエラーメッセージを生成するには、narfi コマンドのパラメータ

として、-@整数を付加してください。カレントディレクトリに存在しない入力ファイルとし

て、dummy を入力してください。error.txt が作成されます。error.txt を閲覧し

てください。 

 

バッチファイル 

添付の EN.bat は、ECHO コマンドを利用しないで、%ERRORLEVEL%の値を narfi コ

マンドにわたすことができます。narfi コマンドの異常な終了が発生した場合、その直

後に ECHO コマンドではなく EN を実行してください。 

 

整数を抽出 

利用者は、多数の欄を指定できますが、さらに、ある欄を指定できます。多数の欄の

うち、ある欄から整数を抽出できます。たとえば、第 1 欄から数えて 5 欄を選択して、5



欄のうち第 3 欄から整数を抽出するには、narfi コマンドのパラメータとして、-c5 –n3
を付加してください。 

空白も文字も無視される 
-n3 が付加された narfi コマンドは、先頭の数字を探索して、その位置を取得します。

負号があれば、その位置を取得します。さらに、欄から整数のみ抽出します。すなわ

ち、欄の前半にある空白も文字も無視されます。 

 

  



制御文字を削除 

利用者は、多数の欄を指定できますが、さらに、ある欄を指定できます。多数の欄の

うち、ある欄から制御文字を削除できます。たとえば、第 1 欄から数えて 2 欄を選択し

て、2 欄のうち第 2 欄から制御文字を削除するには、narfi コマンドのパラメータとして、

-c2 -o2 を付加してください。 

09h, 0Ch, 1Bh を削除 
添付の mini.txt の第 2 欄から 09h, 0Ch, 1Bh を削除した例を下図に示します。 

 

手順 

制御文字削除の処理を図示した手順は、以下の通りです。 

1. narfi コマンドは、mini.txt を読み込んで、text.tmp を書き出しました。 

2. narfi コマンドは、text.tmp の第 13 行から第 28 行まで Narfi ウィンドウに表示し



ました。 

3. 利用者は、サクラエディタで mini.txt を開いて、第 21 行、第 8 桁にカーソルを

移動しました。 
4. サクラエディタは、カーソルがある文字の文字コードとして 0C をステータスバーに

表示しました。十六進数として、0Ch は、改ページを意味します。 

5. 利用者は、サクラエディタで text.tmp を開いて、第 21 行、第 8 桁にカーソルを

移動しました。 
6. サクラエディタは、カーソルがある文字の文字コードとして 34 をステータスバーに

表示しました。十六進数として、34h は、数字の 4 を意味します。 

7. 利用者は、Narfi ウィンドウのタイトルバーをクリックしました。 

8. Windows は、Narfi ウィンドウを最前面に表示しました。 

0C が削除された 

添付の obot コマンドは、ファイルの最初の部分を十六進数で表示します。-m21 が付

加された obot コマンドは、テキストファイルの最初から 21 行を読み込みます。35 30 
31 34 89 F1 2C 34 30 2C 0D 0A は、text.tmp の第 21 行に対応していま

す。2Cおよび 34の間に 0Cがありません。制御文字として、改ページは、text.tmp
に含まれないことがわかります。 

 

  



十六進数 表示 説明 

89 F1 回 漢字の回をシフト JIS コードで表現した。 

2C , コンマ 

34 4 数字の 4 

30 0 数字の 0 

0D 0A  Windows では、0Dh および 0Ah で改行される。 

上限を設定 
数値が上限を超えた場合、その 1 バイトを下線に置換するには、obot コマンドのパラ

メータとして、-w 上限を付加してください。たとえば、数値が 31 を超えた場合、その 1

バイトを下線に置換するには、obot コマンドのパラメータとして、-w31 を付加してくだ

さい。0A および 0D が表示されたにもかかわらず、0C は表示されません。たしかに制

御文字が削除されたことがわかります。 

 

  



濁点を削除 

利用者は、多数の欄を指定できますが、さらに、ある欄を指定できます。多数の欄の

うち、ある欄から濁点、半濁点を削除できます。たとえば、第 1 欄から数えて 2 欄を選

択して、2 欄のうち第 2 欄から濁点、半濁点を削除するには、narfi コマンドのパラメー

タとして、-c2 –d2 を付加してください。 

 
H および I を削除 

半角カタカナの代用として ASCII を使用している場合、さらに、-pを付加してください。

ASCII の H および I が削除されます。UNIX など第 1 欄に出現した I は削除されないで、

パラメータに対応の AISK?>など第 2 欄に出現した I は、削除された例を下図に示し

ます。半濁点の代用として I が使用されているため、-d2 -p 付きの narfi コマンドは、

第 2 欄から I を削除しました。 



 

半角カタカナを廃止 

利用者は、多数の欄を指定できますが、さらに、ある欄を指定できます。多数の欄の

うち、ある欄で半角カタカナを ASCII に置換できます。 

すべてチルダになる 
narfi コマンドは、どの半角カタカナも同一の文字に置換します。たとえば、第 1 欄から

数えて 2 欄を選択して、2 欄のうち第 2 欄で半角カタカナをチルダ（ ~ ）に置換するに

は、narfi コマンドのパラメータとして、-c2 –k2 –a~を付加してください。 



 

引用符で囲まれたコンマ 

引用符が出現したら、narfi コマンドは、もうひとつの引用符が出現するまで、区切り文

字を無視しますが、無視するだけではなく削除するには、narfi コマンドのパラメータと

して、-qを付加してください。引用符が出現したらコンマが削除された例を下図に示し

ます。Narfi ウィンドウが表示された後で、サクラエディタで Mark-14.txt を開いて、

第 1 行、第 52 桁にカーソルを移動しました。十六進数として、2Ch は、コンマを意味し

ます。 

削除されたコンマ 
ここまでが第 2 欄であると narfi コマンドが解釈したコンマではなく、ある引用符が出現

してから、もうひとつの引用符が出現するまで、どのコンマも削除されました。たとえ

ば、sorrowful の直後のコンマ、Abba の直後のコンマ、Father の直後のコンマが削除

されました。 



 

引用符を変更したい 

引用符が出現したら、narfi コマンドは、もうひとつの引用符が出現するまで、区切り文

字を無視しますが、自由な表現として、いわゆる引用符（ " ）が欄内に出現する場合、

narfi コマンドが認識する引用符を他の文字に変更しなければなりません。 

引用符を設定 

チルダ（ ~ ）が出現した場合もうひとつのチルダが出現するまで区切り文字を無視す

るように設定するには、narfi コマンドのパラメータとして、-w~を付加してください。

narfi コマンドは、引用符として~を使用します。いわゆる引用符（ " ）は、もはや引用

符として認識されません。 

十六進数 

引用符を十六進数で表現できます。-W¥x7E は、-w~と同じ結果を生じます。 

パラメータ ほぼ同等な入力 1 バイト文字 説明 

-W¥A -W¥x3C < 小なり記号 

-W¥ﾍ -W¥x3C < 小なり記号 

-W¥l -W¥x7C | 縦線 

-W¥s -W¥x20  空白 

-W¥t -W¥x09  タブ、水平タブ 

-W¥v -W¥x3E > 大なり記号 



欄からコンマを削除 

-w~が付加された narfi コマンドは、チルダに囲まれたコンマを無視しますが、無視す

るだけではなく削除するには、さらに-q を付加してください。下記の例では、第 2 欄の

全体がチルダで囲まれているため、第 2 欄からコンマが削除されました。Narfi ウィンド

ウが表示された後で、サクラエディタで Mark-14.txt を開いて、第 1 行、第 52 桁に

カーソルを移動しました。十六進数として、2Ch は、コンマを意味します。 

narfi -w~ -q -F text.tmp Mark-14.txt 

 

区切り文字を変更したい 

narfiコマンドは、シフトJISまたはEUC-JPのCSVテキストファイルを想定しています。

すなわち、区切り文字としてコンマを使用しますが、区切り文字として空白（20h）を使

用するには、narfi コマンドのパラメータとして、-S¥x20を付加してください。-S¥sは、

-S¥x20 と同じ結果を生じます。ファイル名に.csv が含まれている場合、さらに、

-x-を付加してください。 

パラメータ ほぼ同等な入力 1 バイト文字 説明 

-S¥A -S¥x3C < 小なり記号 

-S¥ﾍ -S¥x3C < 小なり記号 

-S¥l -S¥x7C | 縦線 

-S¥s -S¥x20  空白 

-S¥t -S¥x09  タブ、水平タブ 

-S¥v -S¥x3E > 大なり記号 

空白 

添付の LineNo.txt の第 1 欄は、行番号が Line-1, Line-2, Line-3 の形式で記入さ

れています。区切り文字は、コンマではなく空白です。十六進数として、20h は、空白

を意味します。第1欄から数えて5欄を選択して、第1欄から整数のみ抽出するには、



narfi コマンドのパラメータとして、-S¥x20 –c5 –n1 を付加してください。Narfi ウィン

ドウが表示された後で、サクラエディタで LineNo.txt を開いて、第 1 行、第 8 桁に

カーソルを移動しました。 

 

実体参照 

インターネットには、Wiki 形式のウェブサイトがあります。Wiki の表は、区切り記号とし

て縦線を使用します。Wiki では、たとえば、以下の文字列は、円記号（ \ ）に置換さ

れます。こうした文字列を実体参照と言います。 



&yen; 
Wiki の縦線 

添付の WikiTable.txt は、Wiki の表のシフト JIS テキストファイルです。区切り文

字として縦線を使用するには、narfi コマンドのパラメータとして、-S¥l を付加してくだ

さい。十六進数で表現した-S¥x7C は、-S¥l と同じ結果を生じます。Narfi ウィンドウ

が表示された後で、サクラエディタで WikiTable.txtを開いて、第 4 行、第 14 桁に

カーソルを移動しました。十六進数として、947Ch は、培を意味します。Delphi 4 版の

narfi コマンドは、培の 7Ch が 2 バイト文字の 2 バイト目であることを認識できます。 

 

EUC-JP 関連のパラメータ 

--u が付加された narfi コマンドも、EUC-JP~Shift_JIS.bin にしたがって、

EUC-JP のテキストファイルをシフト JIS のテキストファイルに変換します。すなわち、

narfi コマンドは、eucsjis コマンドの機能を内蔵しています。ただし、narfi コマンドは、パ

ラメータが eucsjis コマンドと相違しています。 



eucsjis narfi 説明 
-d --u –D 変換表を探索してはならない。 

-a --u –K 設定ファイルから変換表のパス名を取得します。 

-LF --u –LF 0Ah のみで改行します。 

-w --u –M どの変換表を使用するか表示します。 

-y --u –y 一時ファイルを削除してはならない。 

変換表を探索する順序 
narfi コマンドは、下記の順序で変換表を探索します。 

1. narfi コマンドがインストールされたディレクトリ 

2. カレントディレクトリ 

3. 環境変数 Path に記載の各ディレクトリ 

4. 設定ファイルの第 1 行に記載のパス名 

どの変換表を使用するか 
--u -M付きの narfi コマンドは、変換表のパス名を示す data.txtを書き出します。

data.txt を閲覧してください。 

 

欄は分割される 

初期段階で、narfi コマンドは、第 1 欄から第 16 欄まで選択するように設定されますが、

narfi コマンドは、まず各行を多数の欄に分割します。次に、利用者選択の欄を結合し

ます。 

逆順に整列 
利用者選択の欄を結合する前に、narfi コマンドは、利用者選択の欄を記憶していま

す。通常は、第 1 欄、第 2 欄、第 3 欄、第 4 欄、…、第 16 欄のように、欄番号に関し

て昇順に結合します。降順に結合するには、narfi コマンドのパラメータとして、-rを付

加してください。多数の欄が逆順に整列します。 

第 1 欄と第 2 欄が入れ替わる 
KeyWords.csvの第 1欄は、技術用語が記入されています。第 2 欄は、読み方が半

角カタカナで記入されています。どの行も第 3 欄は、空欄です。第 1 欄から数えて 2

欄を選択して、降順に結合するには、narfi コマンドのパラメータとして、-c2 -r を付

加してください。第 1 欄と第 2 欄が入れ替わります。 



 

ヘルプ 

ユーザーズガイド（このファイル）を開くには、Version ウィンドウにある Help ボタンを押

してください。ファイル名は、Atnd.pdf です。ただし、ソフトウェアが Atnd.pdf を発

見できないおそれがあります。 
エクスプローラから起動 

ユーザーズガイド（このファイル）を開くには、エクスプローラで Atnd.pdf を表示して

ダブルクリックしてください。関連付けにより、ソフトウェア（Adobe Reader, Adobe 

Acrobat, Firefox, Just PDF など）が起動して、Atnd.pdf が表示されると思われま

す。 
関連付けで起動 

関連付けを利用して Atnd.pdf を開くことができるかもしれません。まず、カレントデ

ィレクトリに最新版の Atnd.pdf を用意してください。次に、コマンドプロンプトに



Atnd.pdf を入力して Enter を押してください。【参考】カレントディレクトリに

Atnd.pdf が無い にもかかわらず、 ソフト ウェア（Firefox など） が自動的に

Atnd.pdf を発見して表示する場合があります。 

バッチファイル 
添付の clear.bat は、MS932~EUC-JP.bin という変換表を初期化できます。 

変換表のバックアップ 

バックアップの目的で、初期の MS932~EUC-JP.bin がテストファイルとして、

test_files ディレクトリに保存されています。 

インストールディレクトリ 

Sjiseuc.exeおよび MS932~EUC-JP.binが C:¥Narfiにインストールされたこ

とを前提として、MS932~EUC-JP.binを初期化するために、バッチファイルを利用で

きます。 

変換表が上書きされる 

C:¥Narfi にインストールされた MS932~EUC-JP.bin が diyo コマンドで編集され

た、作業ディレクトリからコピーされたなど、もはや MS932~EUC-JP.bin は、初期状

態ではない場合、強制的に初期化する（上書きする）には、clear のパラメータとして、

0 を付加してください。コマンドプロンプトに下記のコマンドおよびパラメータを入力して、

Enter を押してください。 

clear 0 
インストールディレクトリに存在しない 

MS932~EUC-JP.bin がインストールディレクトリに存在しない場合、0 を付加しない

で、clearのみコマンドプロンプトに入力して、Enter を押してください。インストールデ

ィレクトリに C:¥Narfi¥test_files¥MS932~EUC-JP.bin が、コピーされます。 

新しいファイル 
COPYコマンドで、シフトJISの新しいテキストファイルを作成するには、コピーされるフ

ァイルとして CON を指定してください。この場合、CON は、パソコンのキーボードです。

コマンドプロンプトは、CON がファイルであるかのように COPY コマンドを実行します。

どの Windows も最初から CON を用意しています。 

ファイルの終わり 

コマンドプロンプトに、ファイルの終わり（EOF）を入力するには、Ctrl を押しながら、Z



を押してください。Ctrl + Z は、この操作を意味します。^Z が画面に表示される場合が

あります。 

中止したい合図 

コマンドプロンプトに、中止したい合図を入力するには、Ctrl を押しながら、C を押して

ください。Ctrl + C は、この操作を意味します。^C が画面に表示される場合がありま

す。 

標準入力 

どの Windows も最初から MORE コマンドを用意しています。MORE コマンドのパラメー

タとして、ファイル名が指定されなかった場合、MORE コマンドは、標準入力から行を

読み込んで、標準出力に書き出します。Ctrl を押しながら Z を押すことでファイルの終

わり（EOF）を入力しました。^Z が表示されました。 

 

かな漢字変換 

コマンドプロンプトで、かな漢字変換を行うには、Alt を押しながら［半角／全角］キー

を押してください。Windows 7, Windows 10 の場合、Alt を押す必要がありません。かな

漢字変換モードから脱出するには、［半角／全角］キーを押してください。 

1 バイトのカタカナ 

1 バイトのカタカナは、シフト JIS に含まれています。コマンドプロンプトの表示では、1

バイトのカタカナは、幅が漢字の半分になります。1 バイトのカタカナは、半角カタカナ

と称されます。 

 



F8 で半角カタカナに変換 

コマンドプロンプトをかな漢字変換モードに移行して、ローマ字入力法で半角カタカナ

に変換する手順の例を示します。 

1. ECHO を入力してください。スペースキーを押して空白を入力してください。まだ

Enter キーを押さないでください。 

2. Alt を押しながら［半角／全角］キーを押してください。かな漢字変換モードに移行

します。 

3. H キーを押してください。 

4. E キーを押してください。へが表示されます。 

5. F8 を押してください。へからﾍに変化します。 

6. Enter キーを押してください。かな漢字変換が確定します。 

7. もう一回 Enter キーを押してください。ECHO コマンドおよびパラメータが入力され

ます。 

8. コマンドプロンプトに半角カタカナのﾍが表示されます。 

9. かな漢字変換モードから脱出するには、［半角／全角］キーを押してください。 

リダイレクト 

標準出力をファイルにリダイレクトすることで、ファイルを作成できます。この場合、標

準出力の内容は、画面に表示されないで、ファイルに書き出されます。 

NUL にリダイレクト 

NUL がファイルであるかのように、標準出力を NUL にリダイレクトすることで、標準出

力の内容を画面に表示しないことが可能です。どの Windows も最初から NUL を用意

しています。 

 

変換表を編集する 
たとえば、①、②、③が、それぞれ１、２、３で代用されるように、添付のdiyoコマンドは、

変換表を編集できます。変換表は、MS932~EUC-JP.bin というバイナリファイルで

す。 



すべて下線になる 

EUC-JP は、Windows ではなく UNIX の日本語です。sjiseuc コマンドがシフト JIS から

EUC-JP にテキストファイルを変換するとき、丸付きの数字（①②③⑩⑳）、ローマ数

字（ⅠⅡⅢⅣⅩ）などの機種依存文字は、すべて下線（ ＿ ）に変更されます。1 バイ

トのカタカナは、ASCII の下線（ _ ）に変更されます。 

 

1 文字ずつ編集 

たとえば、①を下線ではなく１で代用するには、コマンドプロンプトに下記のコマンドお

よびパラメータを入力して、Enter を押してください。通常の文字および代用文字のシ

フト JIS 文字コードが十六進数で表示されます。 

diyo -s① -e１ 
どの変換表を編集するか 

diyo コマンドがアクセスできる変換表のパス名を表示するには、コマンドのパラメータ

として、-w を付加してください。 

diyo -s① -e１ –w 



 

画面を消去 

コマンドプロンプトの画面を消去するには、コマンドプロンプトに下記のコマンドを入力

して、Enter を押してください。 

CLS 
UNIX 

UNIX としては、FreeBSD, Linux, Mac OS X, Solaris, illumos などがあります。EUC は、

拡張 UNIX コード（extended UNIX code）です。 



半角カタカナ 

1 バイトのカタカナを半角カタカナとも言います。半角カタカナの代用文字として、下線

（5Fh）がsjiseucコマンドに使用されます。sjiseucコマンドが、たとえば、ﾅの代用として

下線ではなく N を使用するように変換表を編集するには、コマンドプロンプトに下記の

コマンドおよびパラメータを入力して、Enter を押してください。k およびﾅの間に空白を

挿入しないでください。 

diyo -k ﾅ –aN 
設定ファイル 

diyo コマンドの設定ファイルは、setting.txt です。設定ファイルは、いわゆるシフ

ト JIS （ MS932 ） の フ ァ イ ル で す 。setting.txt は 、 必 須 で は あ り ま せ ん 。

setting.txt を開くことができる場合も、diyo コマンドのパラメータで設定を変更で

きます。 

パラメータ 用語 目的 説明 

-a ASCII 半角カタカナを廃止 1 バイトの英字、数字、記号 

-e EUC-JP 機種依存文字を廃止 UNIX の日本語 

-k katakana  半角カタカナ 

-s Shift_JIS  Windows の日本語、MS932 

記入した設定を無効にするパラメータ 

たとえば、-w が記入されていても、diyo コマンドのパラメータとして、-w-を付加すれ

ば、変換表のパス名が表示されません。 

記入した設定 否定する入力 説明 

-d -d- 変換表を探索する／探索しない 

-w -w- 変換表のパス名を表示する／表示しない 

代用文字のリスト 

事前に利用者が代用文字のリストを用意した場合、diyo コマンドは、代用文字のリス

トにしたがって、一度に多数の文字を編集できます。 

通常文字および代用文字 

diyo コマンドは、代用文字リストのファイルから 906 行まで読み込むことができます。

代用文字リストのファイルの各行は、通常文字と、代用文字とからなります。代用文

字もシフト JIS で記入してください。 



 



CHCP コマンド 

コマンドプロンプトの文字コードがシフト JIS に設定されていることを確認するには、パ

ラメータを付加しないで、コマンドプロンプトに CHCP を入力して、Enter を押してくださ

い。932 が表示されます。MS932 が使用されることがわかります。どの Windows も最

初から CHCP コマンドを用意しています。MS932 は、CP932 とも言います。 

 
カレントディレクトリ 

現在のディレクトリをカレントディレクトリと言います。sjiseuc コマンドをインストールし

たディレクトリから作業ディレクトリ（C:¥Q）に、MS932~EUC-JP.bin を移動できます。

もはやインストールディレクトリから MS932~EUC-JP.bin を発見できません。CD コ

マンドで、作業ディレクトリをカレントディレクトリにしてください。 
削除されるおそれ 

カレントディレクトリでは、何らかの誤操作のため、MS932~EUC-JP.bin が削除され

るおそれがあります。バックアップを目的として、事前に適当なディレクトリに

MS932~EUC-JP.bin のコピーを作成することを推奨します。カレントディレクトリの

変換表を使用する場合、sjiseuc コマンドは、変換表のパス名ではなくファイル名を表

示することを下図に示します。 

 

ファイル名を指定 

利用者が代用文字リストのファイルを用意した場合、diyo コマンドのパラメータとして、

-f を付加して、空白で区切って、さらにファイル名を付加してください。 



diyo -f bars.txt 
どの変換表を使用するか 

過去に実行ファイルがインストールされたディレクトリか、Path にあるディレクトリか、

カレントディレクトリのいずれかに存在している変換表を開くことができたとき、どの変

換表を使用するか表示するには、diyo コマンドのパラメータとして、-w を付加してくだ

さい。パス名ではなく単なるファイル名が表示された場合、カレントディレクトリの変換

表を使用します。 

diyo -w -f bars.txt 

 



sortkコマンド 
sortk コマンドは、シフト JIS または EUC-JP のテキストファイルの行を昇順または降順

に並べ替えます。 

要約および詳細のブロック 

利用者は、欄を選択できます。sortk コマンドは、利用者選択の欄から要約を作成して、

要約および詳細のブロックを作成して、要約を比較しながらブロックを並べ替えて、詳

細のみ書き出します。 

CSV 

拡張子が.csv であるテキストファイルは、各行が、コンマで分離された多数の語句か

らなります。CSV のファイルは、Excel などの表計算ソフトウェアで容易に表示できま

す。sortk コマンドは、CSV の欄にある語句を比較して、行を並べ替えます。 

区切り文字 

CSV の行を並べ替えるには、コマンドプロンプトに sortk コマンドのパラメータとして、

-t,（マイナスティーコンマ）を付加してください。-t およびコンマの間に空白を挿入し

ないでください。 

拡張子 

sortk コマンドは、ファイル名に.csv が含まれている場合、区切り文字としてコンマを

使用します。この場合、区切り文字が指定されたとみなします。 

空白 

区切り文字が指定されていない場合、sortk コマンドは、区切り文字として空白を使用

します。 

標準入力 

CSVファイル名が指定されていない場合、sortkコマンドは、標準入力から読み込みま

す。 

新しいファイル 

下記のとおり、標準出力からファイルにリダイレクトすることで、新しいファイル

(to.csv)を作成できます。 

TYPE from.csv | sortk -t, > to.csv 



 
命名 

CSV を読み込んで、新しいファイルの作成および命名を行うには、コマンドプロンプト

に sortk コマンドのパラメータとして、-o text.tmp を付加してください。-o および

text.tmp の間に空白を挿入してください。text.tmp は、新しいファイルの名前で

す。 

sortk -t, -o text.tmp csv 
第 2 欄を比較 

sortk コマンドは、たとえば、第 2 欄にある語句を比較して、CSV のテキストファイルの

行を並べ替えることができます。第 2 欄にある語句を比較するには、sortk コマンドの

パラメータとして、-k2,2を付加してください。-kおよび数字の間に空白を挿入しない



でください。 

sortk -t, -k2,2 KeyWords.csv 

 

日本語 

sortk コマンドは、半角カタカナの濁点、半濁点を無視できます。Windows のコマンドプ

ロンプトで、EUC-JP のテキストファイルを並べ替えることができます。0Ah のみで改行

できます。 

sortk の由来 

sortk（ソーティーケー）という名前は、UNIX の sort -t, -k に由来します。FreeBSD, 

Linux, Solaris などの UNIX は、sort コマンドを用意しています。sortk は、UNIX の sort

コマンドに似ています。 

ファイル名に.csv が含まれているか 

sortk コマンドは、ファイル名に.csv が含まれている場合、区切り文字としてコンマを

使用しますが、ファイル名に.csv が含まれているかどうか点検しないように命令する

には、sortk コマンドのパラメータとして、-x-を付加してください。 

  



パラメータ ほぼ同等な入力 説明 

-s  シフト JIS のテキストファイルを読み込む。 

-0  0Dh および 0Ah で改行する。 

-L  0Ah のみで改行する。ただし、-0は、-Lより優先さ

れる。 

-LF -0- -L 0Ah のみで改行する。 

-t, -T¥x2C 区切り文字としてコンマを使用する。 

.csv の拡張子 
-e  EUC-JP のテキストファイルを読み込む。ただし、

-s は、-e より優先される。 

--e -s- -e EUC-JP のテキストファイルを読み込む。 

--euc 
-x-  -x の設定を無効にする。ファイル名に.csv の拡

張子が含まれているか点検しない。 

第 2 欄から第 5 欄まで選択 

第 2 欄から第 5 欄まで選択するには、sortk コマンドのパラメータとして、-k2,5 を付

加してください。sortk コマンドは、利用者選択の欄から要約を作成して、要約および

詳細のブロックを作成して、要約を比較しながらブロックを並べ替えて、詳細のみ書き

出します。 

第 2 欄から最終欄まで選択 

第 2 欄から最終欄まで選択するには、sortk コマンドのパラメータとして、-k2を付加し

てください。 

第 1 欄から第 5 欄まで選択 

第 1 欄から第 5 欄まで選択するには、sortk コマンドのパラメータとして、-k1,5 を付

加してください。 

欄の数を設定 

第 1 欄から数えて 5 欄を選択するには、sortk コマンドのパラメータとして、-a5を付加

してください。-a5 は、-k1,5 と同等な結果を生じます。 



 

ある欄のみ選択 

第2欄のみ選択するには、sortkコマンドのパラメータとして、-j2を付加してください。

-j2 は、-k2,2 と同等な結果を生じます。 

 

パラメータ ほぼ同等な入力 説明 

-$  どの行も同じ欄数を有しているか点検する。 

-a4 -h1111000000 第 1 欄から第 4 欄まで選択する。 

-k1,4 
-h1011  第 2 欄を除外する。 

-j2 -k2,2 第 2 欄のみ選択する。 

-k2  第 2 欄から最終欄まで選択する。 

-k2,3 -a3 -h011 第 2 欄から第 3 欄まで選択する。 

-t, .csv の拡張子 区切り文字としてコンマを使用する。 

-x-   .csv がファイル名に含まれるか点検しない。 

-Z  255 から 3071 に欄数の上限を変更する。 



第 2 欄を除外 

たとえば、21 欄もある CSV で、まず、第 1 欄から数えて 5 欄を選択するには、sortk コ

マンドのパラメータとして、-a5 を付加してください。次に、第 2 欄を選択から除外する

には、sortk コマンドのパラメータとして、-h10111 を付加してください。欄を選択する

ことの真偽を示すために、1または 0を入力してください。10111のうち 0は、第 2 欄

を選択しないことを意味します。結果として、4 欄で要約を構成します。ただし、

-h10111 が指定されない場合、sortk コマンドは、-h11111 が指定されたとみなしま

す。 

-h10111 
-h 1 0 1 1 1 

真偽 第 1 欄選択 第 2 欄を除外する 第 3 欄選択 第 4 欄選択 第 5 欄選択 

語句の連結 

利用者は、多数の欄を選択できます。利用者選択の欄で要約を構成するとき、語句

を連結する文字として、1Fh が使用されます。sortk コマンドの語句連結文字（1Fh）は、

sortk の内部で要約に使用されますが、詳細として書き出されません。 

十六進数で入力 

二桁の十六進数で語句連結文字を設定できます。選択された語句をたとえば、改ペ

ージ（0Ch）で連結するには、sortk コマンドのパラメータとして、-V¥x0C を付加してく

ださい。-V¥x0C が付加されていない場合、sortk コマンドは、1Fh で連結します。 

折り返さない 

サクラエディタの設定メニューから「折り返し方法」を選択して、サブメニューから「折り

返さない」を選択することで、ファイルの左部分（左半分、行頭）のみ表示できます。 

処理が中止される 

事前にファイルを開じてください。まだ他のソフトウェアがファイルを開いているため、

sortk コマンドがそのファイルを開くことができない場合、sortk コマンドは、エラーファイ

ルを作成しないで処理を中止します。 

一時ファイルの要約部および詳細部 

sortk コマンドは、一時ファイルとして、sutai.txt を作成します。第 1 欄から数えて

5 欄を選択して、第 2 欄を除外するには、sortk コマンドのパラメータとして、-a5 
–h10111 を付加してください。サクラエディタで sutai.txt の要約部を表示した例

を下図に示します。1Fh で連結されています。 



 
データ構造 

上図には、要約部のうち、文字数、バイト数、連結された欄が示されました。一時ファ

イルのデータ構造を下表に示します。通常、利用者は、データ構造を意識しません。 

要約部 詳細部 

位置 要約 詳細 

文字数 バイト数 連結された欄 広い空白 ID 

反転して設定できる 

第 2 欄を選択から除外するには、sortk コマンドのパラメータとして、-H01000 を付加

してください。H は、小文字ではなく大文字です。欄を選択することの真偽を示すため

に、0 または 1 を入力してください。01000 のうち 1 は、第 2 欄を選択しないことを意

味します。結果として、4 欄で要約を構成します。ただし、-H01000が指定されない場

合、sortk コマンドは、-h11111 が指定されたとみなします。 

欄の数の上限 

第 1 欄から数えて 5 欄を選択するには、sortk コマンドのパラメータとして、-a5を付加

しますが、-a5 が付加されていない場合、sortk コマンドは、-a255 が付加されたとみ



なします。欄数の上限は、255 欄です。 

 

語句が短いほど上に来る 

要約を比較する前に、空白を感嘆符（ ! ）に置換して、さらに連結文字（1Fh）を空白

に置換します。21h（これは、文書に由来する空白に対応しています）は、20h（連結文

字）より大きいため、Nara City,の上に Nara,が来ます。 

文字 十六進数 比較 説明 

要約の連結文字 1Fh 20h 多数の欄を 1Fh で連結して要約を作成する。

比較前に、連結文字を空白に置換する。 

文書の空白 20h 21h 比較前に、空白を感嘆符（ ! ）に置換する。 

文書の感嘆符 21h 20h 文書に由来する感嘆符は、空白に置換され

るため、要約どうしが比較された結果、感嘆

符が空白の上に来る。 

 



課題 

C#版の sortk コマンドと同様に、FPC 版の sortk コマンドは、感嘆符を空白に置換する

ため、感嘆符が文書に含まれる場合、空白の上に感嘆符が来ます。C++版も C 版もこ

の問題は、発生しません。 

 

降順 

テキストファイルを読み込んで、降順で行を並べ替えるには、sortk コマンドのパラメー

タとして、-r を付加してください。sortk コマンドは、まず、行を昇順に並べ替えます。

次に、行を逆順に並べ替えます。結果として、降順に並べ替えたことになります。 

パラメータからコンマを排除 

sortk コマンドのパラメータとして、-t,（マイナスティーコンマ）も-k2,3（マイナスケー

ニコンマサン）もコンマが含まれていますが、コンマの使用を回避できます。 

範囲を表現するハイフン 

コンマではなくハイフンを使用できます。-k2,3 ではなく-k2-3 が指定されても、

sortk コマンドは、第 2 欄から第 3 欄までにある語句を比較します。 

十六進数で入力 

コンマの十六進数は、2Ch です。-t,ではなく-T¥x2C が指定されても、sortk コマンド

は、区切り文字としてコンマを使用します。-T¥x09 ならタブを使用します。 

\t はタブを意味する 

-T¥t は、-T¥x09 と同じ結果を生じます。小なり記号、大なり記号、縦線は、コマンド

プロンプトに入力しにくい。Wiki の表でパラメータの例を示します。 



 

区切り文字を変更 

ファイルの拡張子に.csvが含まれている場合、区切り文字としてコンマを使用します

し、区切り文字が指定されていない場合、sortk コマンドは、区切り文字として空白を

使用しますが、区切り文字として縦線を使用できます。 

実体参照 

インターネットには、Wiki 形式のウェブサイトがあります。Wiki の表は、区切り記号とし

て縦線を使用します。Wiki では、たとえば、以下の文字列は、円記号（ \ ）に置換さ

れます。こうした文字列を実体参照と言います。 

&yen; 
\l は縦線を意味する 

添付の equivalent-T.txtは、Wiki の表のテキストファイルです。第 1 欄および第

6 欄は、空です。第 3 欄および第 4 欄を比較して、テキストファイルの行を並べ替えま

した。区切り文字として縦線を使用するには、sortk コマンドのパラメータとして、-T¥l
を付加してください。十六進数で-T¥x7C は、-T¥l と同じ結果を生じます。 

.csv の拡張子 

何も指定されなければ、sortk コマンドは、区切り文字として空白（20h）を利用します。

行が並べ替えられるテキストファイルの拡張子が.csv である場合、sortk コマンド

は、、自動的に、区切り文字としてコンマを使用します。拡張子の点検を抑制するに

は、sortk コマンドのパラメータとして、-x-を付加してください。 

第 1 欄も降順に整列された 

sortk コマンドの結果として、第 1 欄も降順に整列されている例を下図に示します。 



 

第 1 欄に影響されたくない 

要約のみ比較するように明確に命令するには、sortk コマンドに、–u を付加してくださ

い。この場合、sortk コマンドは、各要約に対応する 1 行のみ書き出します。 

 

ID を優先 

要約が合致した場合、第 1 欄に影響されないで ID を比較するには、sortk コマンドに、

–#を付加してください。-#が付加されたかどうかで結果が異なる例を下図に示します。

テストファイルとして、attendant.csv が、sortk コマンドに添付されています。 



 

行数の最大値 

テキストファイルの行を並べ替えるとき、行数を制限できます。たとえば、テキストファ

イルの第 1 行から数えて 20 行を並べ替えるには、sortk コマンドのパラメータとして、

-U20 を付加してください。 

どの行も同じ欄数を有しているか 

添付の isbn-r.csv は、各行が 9 欄からなりますが、第 9 欄は空の行があります。

空欄であるため、こうした行は、実質的に 8 欄からなると思われます。 



data.txt を表示 
どの行も同じ欄数を有しているか点検して、第 1 行と欄数が異なる行を表示するには、

sortk コマンドのパラメータとして、-$を付加してください。-$で表示される行は、

data.txtに保存されています。data.txtは、シフト JIS または EUC-JP のテキス

トファイルです。下記の例では、sortk コマンドは、自動的にdata.txtをシフト JIS の

テキストファイルに変換して、コマンドプロンプトに表示しました。サクラエディタでは、

EUC-JP のテキストファイルとして、data.txt を正しく表示できました。 

 

欄から浮動小数点数を抽出 

語句ではなく浮動小数点数を比較して、ファイルの行を並べ替えるには、sortk コマン

ドのパラメータとして、-g を付加してください。 

合致したら拒否 

他の行と要約が合致した場合、行の登録を拒否するには、sortk コマンドのパラメータ

として、-u を付加してください。ある要約に多数の行が対応するにもかかわらず、各

要約に対応する 1 行のみ書き出します。 



 

合致を記憶 

他の行と要約が合致した場合、sortk コマンドは、その行番号を記憶します。記憶した



行番号を書き出すには、さらに-!を付加してください。コマンドプロンプトの画面に表

示されます。 

 

記憶力には限界がある 

sortk コマンドが行番号を記憶する能力には限界があります。128 行まで記憶できま

す。 

要約に ID を付与できる 

他の行と要約が合致しても順序が確定するように、要約に ID を付与するには、sortk

コマンドのパラメータとして、-#を付加してください。ID は、行番号および 0.001 の和で

す。ID の効果については、前述のとおりです（attendant.csv）。 

欄から整数を抽出 

語句ではなく整数を比較して、ファイルの行を並べ替えるには、sortk コマンドのパラメ

ータとして、-n を付加してください。 

数字に到達するまで無視される 

整数を比較するために-n が付加された sortk コマンドは、比較開始欄の前半にある

空白を無視します。負号、数字に到達するまで、空白だけではなく文字を無視します。 

小数点は無視される 

整数ではなく浮動小数点数が記入された場合、浮動小数点数から整数のみ抽出する

ため、小数点は、無視されます。小数第 1 位、小数第 2 位、小数第 3 位なども無視さ

れます。 

固定小数点数が書き出される 
-nが付加されたsortkコマンドは、まず、欄から整数を抽出して、次に、整数に固定小

数点数（562949953421312.0001）を加算します。すなわち、sortk の内部で基準

を変更します。sortk の内部に格納された固定小数点数は、sutai.txt に書き出さ

れます。 



濁点を無視 

半角カタカナは、清音のカナおよび濁点を組み合わせることで濁音を表現しますが、

清音および濁音は、ほぼ同等の位置になるように並べ替えたい。sortk コマンドが、半

角カタカナの濁点、半濁点を無視するように命令するには、sortkコマンドのパラメータ

として、-c-を付加してください。-c-が付加された sortk コマンドは、濁点、半濁点が

削除された要約を sutai.txt に書き出します。 
ディレクトリ 

下記の例では、-c-が付加されたsortkコマンドは、sutai.txtにﾃｨﾚｸﾄﾘを書き出し

ました。結果として、テキストエディタの上にディレクトリが来ました。 

 

H および I を無視 

半角カタカナの代用として ASCII を使用している場合、さらに、-pを付加してください。

sortk コマンドは、ASCII の H および I が存在しないかのように語句を比較します。 



大文字と小文字が区別されないらしい 

FPC版のsortkコマンドは、大文字と小文字を区別しません。小文字も大文字も同じよ

うな位置に来ます。 

大文字と小文字を区別したい 

大文字と小文字を区別して語句を比較するには、sortk コマンドのパラメータとして、

-uを付加してください。-u付きの sortk コマンドは、要約が合致したら登録を拒否しま

す。この機能で、大文字と小文字を区別しないように設定するには、さらに-f を付加

してください。 
顕著な効果 

sortk コマンドに、-f –u を付加した場合、顕著な効果が生じる例を下図に示します。 

 



引用符で囲まれたコンマ 

コンマが引用符で囲まれている場合、-q が付加された sortk コマンドは、コンマが存

在しないかのように語句を比較します。 

一時ファイルを再利用 

sortk コマンドは、一時ファイルとして、sutai.txt を作成します。添付の hetn コマン

ドは、sutai.txt を再利用できます。 

設定ファイル 

添付の hetn コマンドは、sutai.txtを再利用できます。hetn コマンドの設定ファイル

を書き出すには、sortk コマンドのパラメータとして-%（マイナスパーセント）を付加して

ください。 

sortk -t, -k2,2 -% -o text.tmp isbn-r.csv 

パラメータが優先される 

hetn コマンドの設定ファイルは、manager.txtです。manager.txtは、シフト JIS
のテキストファイルです。manager.txtにしたがって、hetn コマンドは、sutai.txt
を読み込んで、行を並べ替えます。ただし、hetn コマンドのパラメータおよび設定内容

が矛盾する場合、hetn コマンドのパラメータが優先されます。 

 

  



記入 ほぼ同等な入力 説明 

C:¥Q¥sutai.txt  一時ファイルのパス名 

-V¥x1F  多数の欄を連結する文字 

-e-  EUC-JP のテキストファイルを読み込む

のではない。 

-s  シフト JIS のテキストファイルを読み込

む。 

-L-  0Ah のみで改行するのではない。 

-0 -CRLF 0Dh および 0Ah で改行する。 

-o  新しいファイルを命名する。 

text.tmp  新しいファイルの名前は、text.tmpで

ある。 

放置されている 

sortk コマンドの設定ファイルも manager.txtです。古い manager.txtがカレント

ディレクトリに放置されているため、manager.txt は、利用者にとって予想外の悪

い影響を sortk コマンドに及ぼすおそれがあります。この場合、manager.txt を適

切に編集するか、manager.txt を削除してください。manager.txt は、hetn コマ

ンドに必要ですが、sortk コマンドには不要です。 

削除させる 

manager.txtが放置されている場合、利用者が DEL コマンドで manager.txt を

削除するのではなく sortk コマンドに削除させるには、sortk コマンドのパラメータとして、

-J を付加してください。 

新しい設定ファイルを作成 

-J -%が付加された sortk コマンドは、まずmanager.txtを削除します。次に、sortk

コマンドの初期段階の設定を利用者入力のパラメータで変更します。最後に、新しい

manager.txt を作成します。--set は、-J -%と同じ結果を生じます。 
-t で UTF-16 を意味する 

-t,（マイナスティーコンマ）のパラメータが付加された場合、sortk コマンドは、区切り

文字としてコンマを使用しますが、-t のパラメータが付加された場合、hetn コマンドは、

UTF-16 のファイルを読み込みます。すなわち、sortk コマンドは、-t の意味が hetn コ

マンドと異なります。 

設定を降順に変更 

パラメータが優先される原則を利用して、下記の例では、第 2 欄に関して降順に並べ

替えるために、hetn コマンドのパラメータとして-r を付加しました。text.tmp から

r.tmp に新しいファイルの名前を変更しました。 



 

バージョン 

sortk コマンドのバージョン番号を表示するには、sortk コマンドのパラメータとして、-m
を付加してください。 

sortk -m 
diyo コマンドと連携する 
添付の diyo コマンドは、MS932~EUC-JP.bin という変換表を編集できます。変換表

は、バイナリファイルです。FPC 版の sortk コマンドに適した代用文字リストは、

sortkFPC.txt です。 



 



第 2 欄を比較 

sortk コマンドは、たとえば、第 2 欄にある語句を比較して、CSV のテキストファイルの

行を並べ替えることができます。第 2 欄にある語句を比較するには、sortk コマンドの

パラメータとして、-k2,2を付加してください。-kおよび数字の間に空白を挿入しない

でください。半角カタカナの代用として ASCII を使用している例を示します。

sortkFPC.txtにしたがって、diyo コマンドが変換表を編集した例（-pについては、

後述します） 

 



濁点を無視 

半角カタカナは、清音のカナおよび濁点を組み合わせることで濁音を表現しますが、

清音および濁音は、ほぼ同等の位置になるように並べ替えたい。上記の例のとおり、

sortk コマンドが、濁点、半濁点を無視するように、sortk コマンドのパラメータとして、

-c-を付加してください。 

H および I を無視 

diyo コマンドで、半角カタカナの代用として ASCII を使用している場合、さらに、-p を

付加してください。上記の例では、サクラエディタで EUC-JP の sutai.txtを開いて、

第 2 欄から H および I が削除されたことを確認できました。たとえば、ディレクトリに対

応の 2H*U`3S は、2*U`3S になりました。すなわち、sutai.txt は、要約として

2*U`3S を含みます。sortk コマンドは、詳細のみ書き出します。 

五十音順 

まず、diyo コマンドは、sortkFPC.txt にしたがって変換表を編集しました。次に、

sjiseuc コマンドは、シフト JIS から EUC-JP にテキストファイルを変換しました。半角カ

タカナの読み方は、ASCII に置換されました。さらに、--e 付きの sortk コマンドは、

EUC-JPのテキストファイルを読み込んで、第2欄で語句を比較して行を並べ替えまし

た。たしかに五十音順に並べ替えることができました。たとえば、ディレクトリは、テキ

ストエディタの上に来ました。 

0Ah のみで改行 

-LF 付きの sortk コマンドは、0Ah のみで改行します。-LF は、-0- -L と同じ結果を

生じます。 

略記法 

上記の例では、濁点、半濁点を無視するように、sortk コマンドのパラメータとして、

-c-を付加して、半角カタカナの代用として ASCII を使用している場合、-pを付加して、

EUC-JP のテキストファイルを読み込むために、--eを付加して、標準出力ではなく新

しいファイルを作成するために、-o を付加して、0Ah のみで改行するために、-LF を

付加していましたが、略記法として、--cope は、同じ結果を生じます。すなわち、

--cope は、下記のパラメータを意味します。--cope を入力して、空白で区切って、

text.tmp など新しいファイルを命名してください。--cope は、EUC-JP 専用のパラ

メータです。 

-0- -L –c- -o –p –e –s- 
 CRLF LF 濁点 新しいファイル 代用 EUC MS932 

真偽 -0- -L -c- -o -p -e -s- 
略記 -LF --e 

さらなる略記 --cope 



 

新しいファイルの命名 

diyo コマンドは、-f の直後に代用文字リストのファイルを入力できますが、さらにファ

イルを入力した場合、その名前で、新しい変換表を命名します。 

パス名 

diyo コマンドにパス名を付加した場合、その名前で、新しい変換表を命名します。たと

えば、インストールディレクトリにある MS932~EUC-JP.binのパス名は、以下のとお

りです。 

C:¥Narfi¥MS932~EUC-JP.bin 

上書き 

インストールディレクトリにある MS932~EUC-JP.bin のパス名が diyo コマンドに付

加された場合、インストールディレクトリにある MS932~EUC-JP.bin は、上書きされ

ます。 
diyo –f sortk.txt C:¥Narfi¥MS932~EUC-JP.bin 



 

rufeolコマンド 
rufeol コマンドは、テキストファイルの行の末尾にある不要な文字を削除します。もう

ひとつの機能として、いわゆるダブルスペースでタイプされた文書を草稿に戻すこと

ができます。 

行末からコンマを削除する 

Windows のテキストファイルである場合、行末からコンマを削除するには、rufeol コマ

ンドのパラメータとして、-u2 -r を付加してください。-m は、-u2 -r を意味します。

rufeol コマンドは、0Ah が出現したとき、2 バイト（コンマおよび 0Dh）を無視して、改行し

ます。-r が付加されたため、rufeol コマンドは、0Dh および 0Ah で改行します。 

行末を処理したいファイル 

rufeol コマンドのパラメータとして、テキストファイルを指定してください。rufeol コマンド

は、テキストファイルを読み込んで、draft.txt というテキストファイルを書き出しま

す。 

2 個のファイル 

2 個のファイルが付加された場合、rufeol コマンドは、第 1 のファイルを読み込んで、

第 2 のファイルを書き出します。 

先に新しいファイルの名前を指定したい 

上記のとおり、2 個のファイルを指定した場合、第 2 のファイルが新しいファイルになり

ますが、先に新しいファイルの名前を指定するには、rufeol コマンドのパラメータとして、

-o text.tmp を付加してください。-o および text.tmp の間に空白を挿入してく

ださい。text.tmp は、新しいファイルの名前です。 

0Ah に先行する文字 

一般論として、UNIX のテキストファイルは、0Ah のみで改行します。rufeol コマンドの



パラメータが-u1 であるならば、0Ah に先行する 1 バイトを無視します。 

0Dh も数えてください 

Windows のテキストファイルは、0Dh および 0Ah で改行します。0Dh も数えてください。

rufeol コマンドのパラメータが-u3ならば、0Ah に先行する 3 バイトを無視します。-u1
が付加された場合、rufeol コマンドは、0Dh のみ削除します。 

空欄 

添付のKeyWords.csvの第 3 欄は、空欄です。行末のコンマを削除した例を下図に

示します。 

 

0Dh を挿入 

何も指定されていない場合、rufeolコマンドは、0Ahのみで改行します。-rが付加され

た場合、rufeol コマンドは、0Dh および 0Ah で改行します。すなわち、強制的に 0Dh を



挿入します。-u1 -r が付加された場合、rufeol コマンドは、0Dh を削除したにもかか

わらず、0Dh を挿入するため、変化がありません。 

0Ah のみで改行しない 

何も指定されていない場合、rufeol コマンドは、0Ah のみで改行しますが、この設定を

無効にするには、rufeol コマンドのパラメータとして-L-を付加してください。-L-が付

加された場合、元のファイルに 0Dh があれば、0Dh が挿入されます。すなわち、強制

的に 0Dh が挿入されるのではありません。-L-が付加された場合、-0のパラメータが

機能するようになります。-L- -0 は、-r と同じ結果を生じます。 
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