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はじめに

ＭＳ－ＤＯＳ６．２は、オペレーティングシステムの一つです。オペレーティングシス

テム（ＯＳ）とは、基本ソフトとも呼ばれ、ソフトウェアの一種です。

その役目は、ハードウェアとアプリケーションプログラムとの間にあってプログラムが

スムーズに働けるように仲介する役目を果たしています。すなわち、ハードウェア、アプ

リケーションプログラム、データ及びプログラムの集まりである「ファイル」を上手に活

用するための様々なプログラムの集まりです。ＯＳを導入する利点としては次のようなも

のがあります。

・アプリケーションプログラムは、ハードウェアが直接理解できる命令を行う必要がな

い。

・ソフトウェアの開発の際、コンパクトでミスの少ないものを開発できる。

・特定の機種に依存しないソフトウェアを作成できる。

・利用者がディスク上のファイルのコピーや移動等を行う際、ＯＳの機能を利用して容

易に実行できる。

パソコン用の主なＯＳとしては、ＭＳ－ＤＯＳの他にＷＩＮＤＯＷＳ３．１やＷＩＮＤ

ＯＷＳ ９５、ＯＳ／２、ＭＡＣ ＯＳ（マックＯＳ）等があります。

本テキストでは、ＭＳ－ＤＯＳ６．２（以下「ＭＳ－ＤＯＳ」という。）の使い方を分

かりやすくまとめてあります。

なお、ＭＳ－ＤＯＳ及びＷＩＮＤＯＷＳで使用できるファイル管理ソフトである「エコ

ロジーⅢ Ｐｌｕｓ」（（株）マイクロデータ社）の概要についてもまとめてあります。
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Ⅰ ＭＳ－ＤＯＳの概要

１．ＭＳ－ＤＯＳの歴史

１９８１年、アメリカのＩＢＭ社の１６ビットパソコンのＯＳ（オペレーテイングシス

テム）として初めて、ＭＳ－ＤＯＳ Ｖｅｒ１．０が誕生しました。

「はじめに」で触れましたようにＯＳとは、アプリケーションプログラムとハードウェ

アとの間に立って、アプリケーションプログラムの指示をハードウェアに伝えるとともに

パソコンを使用する人がデータやプログラムなどのファイルの管理がしやすいように工夫

されたものです。

１９８１年当時、ＩＢＭ社は、他社の８ビットパソコンが好調なことに目を付け１６ビ

ットＣＰＵを採用したパソコンの発売を計画しました。この計画は、至急を要していたた

め、ＩＢＭ社としては異例なことでしたが、当時は、小企業であったマイクロソフト社に

ベーシック語等のアプリケーションプログラム以外にＯＳをも発注することになりました。

マイクロソフト社では、ＯＳを開発する時間的余裕がなかったため、ＩＢＭ社に対して

８ビットパソコンのＯＳとして不動の地位を保っていたデジタルリサーチ社のＣＰ／Ｍの

１６ビット版を採用するよう勧めたものの同社が乗り気でなかったため、マイクロソフト

社が自社開発を余儀なくされ、ＭＳ－ＤＯＳが生まれたのでした。

その後、１９８３年、Ｖｅｒ２．０に至ってデジタルリサーチ社のＣＰ／Ｍ－８６を圧

倒して１６ビットパソコン用のＯＳとしての地位を確立しました。

Ｖｅｒ２．０では、階層的ディレクトリ、Ｉ／Ｏリダイレクト等、当時の大型コンピュ

ータ用ＯＳであるＵＮＩＸ（ユニックス）の思想を取り入れたものとなりました。Ｖｅｒ

２．０の国際化版である２．１１が広く各国に普及しました。

日本では、この頃から徐々に採用されはじめ、当初は、ソフトウェアを購入するとＭＳ

－ＤＯＳが付いてくる（バンドルされている）時代でした。

１９８４年のＶｅｒ３．０では、２ＨＤフロッピーディスクのサポート、１９８６年Ｖ

ｅｒ３．２の３．５インチサイズフロッピーのサポート、１９８７年のＶｅｒ３．３では、

ディスクのパーティーションのサポート等をサポートしこの頃からバンドルをやめて単体

で発売されるようになりました。

その後、１９９１年、Ｖｅｒ５．０では、大容量ハードディスクのサポートやメモリの

拡張が採用されました。

そして、現在では、Ｖｅｒ６．２が最新版となっています。Ｖｅｒ６．２では、ディス

クの圧縮機能やメモリ利用の最適化機能等の改良がなされました。

２．ＭＳ－ＤＯＳの構成

コンピュータに電源を入れると本体のメモリにＭＳ－ＤＯＳ（下記の３つの基本システ

ム）が読み込まれ、キーボードからの命令を受け付けたり、アプリケーションプログラム

からの指示を解釈、実行したりすることができるようになります。

ＭＳ－ＤＯＳは、３つの基本システムから構成されています。

① ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭ

入力したコマンド（命令）を解釈し、該当するプログラムを実行します。
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② ＭＳＤＯＳ．ＳＹＳ

ＭＳ－ＤＯＳの中核をなす部分で、ファイル、メモリ、フロッピーディスクやハード

ディスク、プリンタといった周辺装置の管理を行います。

③ ＩＯ．ＳＹＳ

ＭＳＤＯＳ．ＳＹＳのコントロール化で動き、ディスク、キーボード、ディスプレイ、

プリンタ等へのデータの書き込み、読み込みを行います。

３．コマンド

ＭＳ－ＤＯＳの機能は、コマンドという命令を入力して実行します。

コマンドには、内部コマンドといってＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭに含まれていてメモリに

常駐しているコマンドと外部コマンドという外部ファイルに含まれていて命令を受けると

呼び出されて実行されるものとがあります。

練習問題

次の用語の意味を確認しましょう。

① ＯＳ

② 内部コマンドと外部コマンド

③ メモリ

④ ハードディスク

⑤ ３つの基本システム
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Ⅱ ファイルの基礎知識

１．ドライブとカレントドライブ

（１）ドライブ

パソコンでは、フロッピーディスク、ハードディスク、最近では、ＣＤ－ＲＯＭやＭＯ

（光磁気ディスク）を装着する装置をドライブといいます。

例えば、フロッピードライブ装置のようにいいます。

ドライブは、Ａ，Ｂ，Ｃ・・ドライブというようにアルファベットのドライブ番号で識

別されます。

ＮＥＣのＭＳ－ＤＯＳでは、パソコンを起動したドライブの最初のパーティーションが

Ａドライブとなり以下、ハードディスク、フロッピーディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭの順

にアルファベットで管理されます。

ここで、パーティーションというのは、１つのハードディスク装置を論理的に複数のハ

ードディスク装置としてＭＳ－ＤＯＳに認識されるようドライブを複数個に分かつことを

指します。

例を示しましょう。

ＨＤ１ ＨＤ２ ＦＤ１ ＦＤ２

イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト

（上記で破線は、ハードディスクが分割されていることを示しています。）

上記でＨＤ１のいずれかのパーティーションから起動（ＭＳ－ＤＯＳを読み込むこと）し

た場合、ドライブ番号は、イロハ順にＡ，Ｂ，Ｃ・・とつけられます。

また、ＨＤ２のいずれかのパーティーションから起動した場合は、ニ、ホ、イ、ロ、ハ、

ヘ、トという順にＡ，Ｂ，Ｃ・・という番号がつきます。

更にＦＤ１から起動した場合は、ヘ、ト、イ、ロ、ハ・・順にＡ，Ｂ，Ｃ・・とように

番号が振られます。

（２）カレントドライブ

現在、ＭＳ－ＤＯＳが処理の対象としているドライブをカレントドライブといいます。

これは、次のように確認できます。

ＭＳ－ＤＯＳの初期画面は、ＷＩＮＤＯＷＳと異なり黒一色の画面に白色でプロンプト

（入力促進記号）Ａ：￥＞が表示されています。

ここで、Ａというのがカレントドライブに当たります。

カレントドライブをＢに変更するためには、Ａ：￥＞の状態からＢ：（リターン）と入

力することにより、プロンプトが、Ｂ：￥＞に変わります。
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２．ファイル

（１）ファイル

データやプログラムなどの一連の情報の集まりのことをファイルといいます。ワープロ

などでは、「文書」と呼ばれているものに当たります。

ＭＳ－ＤＯＳでは、データやプログラムをすべてファイルという単位で処理します。

（２）ファイルの名称

ＭＳ－ＤＯＳでは、ファイルの名称は、半角８文字のファイル名と拡張子として３文字

の計１１文字でつけられます。ファイル名と拡張子との間は、「ピリオド」で区切られま

す。

なお、この全体を通常、ファイル名と呼んでいます。

例えば、「COMMAND.COM」のような場合は、COMが拡張子と呼ばれる部分に当たります

使えないファイル名の例を挙げると「ABC.COM1」、「A12345678.TXT」は、文字数が多い

ため使用できません。

このほか、ファイル名として使用できない文字があります。

次のものは、使用できません。「"､/､\､[､ ]､:､*､<､>､|､+､=､;､?､-､半角のスペース、」

なお、「_」（アンダーラインは、使用できます。）

また、使えない文字列としては、ＭＳ－ＤＯＳで特別な意味を持つ言葉である「CON､AU

X、COM1、COM2、COM3、COM4、LPT1、LPT2、LPT3、NUL､PRN」等があります。

（３）ファイルの種類

① 内容からの分類

ファイルをその内容から分けるとデータが記録されているデータファイルとプログ

ラムが記録されているプログラムファイルに大別されます。

② 記録形式からの分類

テキストファイルは、普通の文字として読むことができるファイルで通常、その拡

張子として「TXT」が使用されます。

バイナリファイルとは、テキストファイル以外のファイルで２進数で記録されてい

ます。

③ 主な拡張子

ファイルの種類は、拡張子で見当が付く場合があります。以下に例を挙げます。

ＥＸＥ－－－実行形式のプログラムファイル

ＣＯＭ－－－ＥＸＥから変換された実行形式のプログラムファイル

ＳＹＳ－－－システムとしてメモリに読み込まれるシステムファイル

ＩＮＩ－－－システムの初期化データのテキストファイル

ＨＬＰ－－－ヘルプデータのファイル

ＢＡＴ－－－バッチ処理（後述）のためのファイル

ＢＩＮ－－－システムが使用するファイル

ＤＬＬ－－－システムが使用するプログラムファイル
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ＪＢＷ－－－一太郎Ｖｅｒ６の文書ファイル

ＷＪ４－－－ロータス１２３ Ｒ５Ｊのファイル

ＸＬＳ－－－エクセルＶｅｒ５のファイル

ＤＢＦ－－－ｄＢＡＳＥのデータファイル

ＴＸＴ－－－テキストファイル

ＢＡＫ－－－バックアップ用のファイル

ＤＯＣ－－－ドキュメント（文書）ファイル

練習問題

１．次の用語を確認しましょう。

① ドライブ

② カレントドライブ

③ ファイル

④ ファイル名

⑤ 拡張子

２．次の問題を考えましょう。

ＨＤ１ ＨＤ２ ＨＤ３ ＦＤ１

イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト

上記でＨＤ３から起動した場合に、ドライブ番号がどのようになるかを図に書き入れま

しょう。

３．次のファイル名で不適当なものは、どれでしょう。

① 井上.TXT

② 竹下一郎.BAT

③ 尾上菊太郎.COM

④ ABC-D.EXE

⑤ ABC_DEF.JBW

⑥ 一太郎.JXWA

⑦ ABDS?.TXT
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Ⅲ 基本操作

１．起動

ここでは、すでにハードディスクにＭＳ－ＤＯＳがインストール（セットアップ）され

ている状態から実習を始めましょう。

◎がついている部分は、実習ですので実際に行って下さい。

◎ パソコンの電源を入れます。当教室のパソコンＡ，Ｂ，Ｃでは、ハードディスクの

パーティーションが３つに分かれています。また、パソコンＤでは、４つに分割されて

います。

電源を入れるといずれも起動ドライブを選択する画面が表示されますので、一番最初

のパーティーションを選択してリターンキーを押して下さい。

起動するとＭＳ－ＤＯＳが読み込まれ、後述のＣＯＮＦＩＧ．ＳＹＳとＡＵＴＯＥＸ

ＥＣ．ＢＡＴのファイルに従ってシステムの環境がセットされます。

ここでは、いずれのパソコンでもメニューソフト「ＳＯＳ」が自動的に起動するよう

になっています。

以下の学習では、ＳＯＳは、じゃまなためｆ・１０キーを押してＳＯＳを終了させて

下さい。プロンプトＡ：￥＞が画面に表示されます。

２．コマンドの入力

例として日付の入力と時刻の入力を行ってみましょう。

◎ DATEと入力してリターンキーを押して下さい。

すると次のような画面表示がなされます。

現在の日付は、１９９６－０７－２０（土）です。

日付を入力して下さい。（年－月－日）：＿

（＿は、カーソルを表します。）

ここで、何も入力しないでリターンキーを押した場合は、そのままの値が維持されます。

◎ 日付を変更してみましょう。

１９９６年１０月１日としてみましょう。

上記と同様に＿位置で1996-10-01と半角で入力しましょう。（以降、リターンを押

すという言葉を省略して記載します。）

◎ 正しく変更されたかどうか確認してみましょう。

再度、DATEと入力します。今度は、次のようになるはずです。

現在の日付は、１９９６－１０－０１（火）です。

日付を入力して下さい。（年－月－日）：＿

本日の日付を入力して元に戻しましょう。
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◎ 時刻も同様に表示、変更することができます。

そのためには、TIMEと入力して下さい。

どのように表示されるでしょうか。

３．終了

終了する際は、ハードディスクやフロッピーディスクに読み書きを行っていると大変な

ので、ＤＩＳＫランプが点滅していないか確認した上で、一度、ＳＴＯＰキーを押した後

に電源を切ります。

◎ 実際に終了してみましょう。

４．リセット

本体のリセットボタンを押すことにより起動ドライブを切り替えたり、システムが応答

しなくなった場合に再起動させることができます。

ただし、リセットするとそれまでのメモリ中のデータやプログラムはすべて消えてしま

いますので注意が必要です。

◎ 実際にリセットをしてみましょう。



- 12 -

Ⅳ 基本コマンドの操作方法

１．ディスクの初期化（ＦＯＲＭＡＴ）

ＭＳ－ＤＯＳでは、フロッピーディスクやハードディスクを使用するためには、初期化

という操作が必要です。ここでは、フロッピーディスクを初期化しましょう。

（注意：ハードディスクの初期化は絶対にしないで下さい）

① ＦＯＲＭＡＴコマンドの書式

FORMAT （ドライブ番号）: ［オプションスイッチ］

ここで、FORMATは、外部コマンドの一つです。ドライブ番号は、Ａ，Ｂ，Ｃ・・とい

う番号です。オプションスイッチは、ＭＳ－ＤＯＳのシステムを転送する場合は、「/

S」という文字列をつけます。

② フロッピーディスクの初期化

◎ フロッピーディスクを初期化してみましょう。

FORMAT D: と入力します。

（パソコンＤでは、FORMAT G:）

新しいディスクをドライブＤ（Ｇ）に挿入し、

どれかキーを押して下さい。

アンフォーマット情報を保存しています。

目的のディスクは、１ＭＢ ＦＤです。

のメッセージの後に進行状況を示すグラフが表示されます。

そして、フォーマットが終了したことを示すメッセージが表示されます。

別のディスクをフォーマットしますか（Ｙ／Ｎ）

ここでは、Ｎを入力します。

なお、フロッピーディスクが書き込み禁止状態（プロテクト状態）になっていると初期

化はできません。その場合は、その旨のメッセージが表示されます。書き込み禁止状態を

解除した後に初期化をしましょう。

③ システムディスクの作成

◎ 今度は、ＭＳ－ＤＯＳのシステムを転送するようにオプションをつけてみましょう。

FORMAT D:/Sと入力します。（パソコンＤでは、FORMAT G:/S）

新しいディスクをドライブＤ（Ｇ）に挿入し、

どれかキーを押して下さい。

システムを転送するとアンフォーマットできなくなります。

フォーマットを続けますか（Ｙ／Ｎ）

ここで、Ｙを入力します。

フォーマット中です。
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ＸＸＸＸＸ バイト 全ディスク容量

ＸＸＸ バイト システム領域

ＸＸＸＸＸ バイト 使用可能ディスク容量

ここで、転送されたシステムファイルは、COMMAND.COM、MSDOS.SYS、IO.SYSの３つです。

④ その他の主なオプションスイッチ

／Ｖ ボリュームラベルをつけます。

／Ｑ 初期化済みのフロッピーを再フォーマットする際に使用すると速く初期化でき

ます。

／Ｕ 物理フォーマットします。これを行うと後述のアンフォーマットコマンドで再

生 できなくなります。

／Ｈ ハードディスクのフォーマットを行います。（実習では、実施しないで下さ

い）

２．ディスクの内容表示（ＤＩＲ）

ディスクの内容（ファイル名等の情報）を表示します。

① ＤＩＲの書式

DIR （ドライブ番号）: ［オプションスイッチ］

② フロッピーディスクの内容の表示

◎ システムを転送した初期化済みのフロッピーの内容を表示させます。

DIR D: （又はパソコンＤでは、DIR G:）と入力します。

ドライブＤ（Ｇ）のボリュームラベルはありません。

ボリュームシリアル番号は、ＸＸＸＸ

ディレクトリはD:\(G:\)

COOMAND.COM ＸＸＸＸ 94-12-08 6:20 －－－ 作成日と時刻

１個 ＸＸＸＸのファイルがあります －－－ ファイルの数と容量

ＸＸＸＸＸＸの空きがあります －－－ 残っている容量

なお、MSDOS.SYSとIO.SYSは、隠し属性（後述）が規定されているためDIRコマンドで

は、表示されません。

③ オプションスイッチを利用

主なオプションスイッチとして／Ｗ、／Ｐ、／Ｏ：があります。

／Ｗは、１行５つずつ表示します。

／Ｐは、１ページ毎表示する毎に画面表示が停止します。

／Ｏ：Ｎは、ファイル名でソートして表示します。

：Ｅは、拡張子でソートして表示します。

文字の先頭に－をつけると降順になります。
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◎ カレントドライブＡの内容を表示しましょう。その際、上記の３つのオプションス

イッチをそれぞれつけてその効果を確認しましょう。

この際、／Ｗコマンドで［ＤＯＳ］のように［ ］で囲われて表示される名称は、フ

ァイル名ではなくてディレクトリ名（後述）です。

／Ｗオプションをつけない場合は、＜ＤＩＲ＞と表示されます。

④ ワイルドカード

ＤＩＲコマンド入力時に一定のファイル名の条件を満たすファイルのみを表示させた

い場合があります。

この場合にワイルドカードを使用することができます。

例えば、Ａで始まるファイルを表示させたい場合は、DIR A:\A*.*とすればよいのです。

この＊は、任意個数の任意の文字を表します。

従って、拡張子がＥＸＥであるファイルを表示させる場合は、DIR A:\*.EXEとすれば

よいのです。

もう一つのワイルドカードとして？があります。これは、１個の任意の文字を表すこ

とができます。

すなわち、A?????.*とした場合は、Ａで始まりファイル名の部分が６文字のファイル

（又はディレクトリ）とマッチします。

◎ Ａドライブの中でAUTOで始まるすべてのファイルを表示させて下さい。

この場合は、DIR A:\AUTO*.*でＯＫです。

３．初期化ディスクの復元（ＵＮＦＯＲＭＡＴ）

初期化してしまった場合、すべてのファイルが削除されます。初期化直後であれば、UN

FORMATコマンドにより復元することができます。

① ＵＮＦＯＲＭＡＴコマンドの書式

UNFORMAT （ドライブ番号） ［オプションスイッチ］

UNFORMATコマンドは、ハードディスクに対しても適用できます。（実習では実施して

はいけません）

② フロッピーディスクの復元

◎ 先ほどのフロッピーディスクを初期化します。今度は、／Ｓオプションはつけませ

ん。

念のためＤＩＲコマンドで表示させてみましょう。

ドライブＤ（Ｇ）のボリュームラベルはありません。

ボリュームシリアル番号は、ＸＸＸＸ

ディレクトリはD:\(G:\)

ファイルが見つかりません。

次にUNFORMAT D:（又はパソコンＤでは、UNFORMAT G:）と入力します。

注意メッセージに引き続き
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システム領域を更新しますか（Ｙ／Ｎ）

と表示されるのでＹを入力します。

引き続きＤＩＲコマンドでCOMMAND.COMが表示されることを確認しましょう。

③ 復元できない場合

次の場合は、ＵＮＦＯＲＭＡＴコマンドが有効ではありません。

/Uをつけて物理フォーマットを行った場合

ＦＯＲＭＡＴした後にファイルを追加した場合

初期化の際にアンフォーマット情報を書き込む容量が確保できない場合

４．ヘルプ機能（ＦＡＳＴＨＥＬＰ）

ＦＡＳＴＨＥＬＰコマンドは、各コマンドの説明（ヘルプ）を画面に表示します。

① ＦＡＳＴＨＥＬＰコマンドの書式

FASTHELP ［コマンド］

［コマンド］を省略した場合は、各コマンド（アルファベット順に簡単な説明が出ま

す。１ページ毎に表示は止まります。表示を止めるには、ＣＴＲＬキー＋ＣかＳＴＯＰ

キーを押します。

ADDDRV キャラクタ系デバイスドライバをメモリに読み込ませ, 新たに実行可能

にします.

APPEND データファイルの検索パスの設定と表示を行います.

ASSIGN 論理装置名に任意の物理装置名を割り当てます. また, ドライブ名を別の

任意のドライブ名に割り当てます.

ATTRIB ファイルに対して４つの属性 (アトリビュート) の設定または解除や表

示をします.

AVGDRV 拡張グラフィックスドライバを使えるようにします.

AVSDRV 拡張サウンドスドライバを使えるようにします.

BACKUP ディスクのバックアップを作成します. 特に, 固定ディスクの内容をフロ

ッピィディスクに保存するときに有効です.

BATKEY キー入力を受け付け, キー入力に対応した数値をERRORLEVELで返します.

－－－－－－－－－－－－－－－以下省略－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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② ＤＩＲのコマンドのヘルプを表示させる

FASTHELP DIRと入力します。

すると次のように表示されます。

ディレクトリ中のファイルとサブディレクトリを一覧表示します.

DIR [ﾄﾞﾗｲﾌﾞ:][ﾊﾟｽ][ﾌｧｲﾙ名] [/P] [/W] [/A[[:]属性]] [/O[[:]並べ順]]

[/S] [/B] [/L] [/C[H]]

[ﾄﾞﾗｲﾌﾞ:][ﾊﾟｽ][ﾌｧｲﾙ名]

一覧表示させるドライブ, ディレクトリ, ファイルを指定します.

/P 一画面ごとに停止して表示します.

/W ワイド一覧形式で表示します.

/A 指定した属性のファイルを表示します.

属性: D ディレクトリ R 書き込み禁止 H 隠しファイル

S システムファイル A アーカイブ - その属性以外

/O ファイルを並べ替えて表示します.

並べ順: N 名前順 S サイズ順 E 拡張子順

D 日付順 G ディレクトリ優先 - 逆順

C 圧縮率順

/S 指定されたディレクトリのサブディレクトリ中のファイルもすべて表示します.

/B ディレクトリ名とファイル名だけを表示します.

/L 小文字で表示します.

/C[H] 圧縮率を表示します. /CH はホストドライブのクラスタサイズを使います.

環境変数 DIRCMD にスイッチを設定することもできます. たとえば /-W のように

- (ハイフン)を前につけると, そのスイッチは無効になります.

５．ファイルのコピー（ＣＯＰＹ）

ファイルのコピーは、しばしば使用されるコマンドです。

① ＣＯＰＹコマンドの書式

COPY （複写元ファイル名）（複写先ドライブ番号）:［オプションスイッチ］

複写元ファイル名とと複写先のドライブ名との間は、半角スペース以上空けます。

また、ファイル名には、ワイルドカードが使えます。

② ファイルのコピー

◎ ＡドライブのCONFIG.SYSというファイルをフロッピーディスクにコピーします。

COPY A:\CONFIG.SYS D:（又はG:）

１個のファイルをコピーしました。

その後、ＤＩＲコマンドで確認してみましょう。

③ オプションスイッチの使用

オプションスイッチとしては、／Ｖがよく使用されます。これは、コピー中に書き

出された内容と読み出した内容とを比較して誤りがないかどうかを確認しながらコピ

ーする機能です。今後は、/Vをつけてコピーするようにしましょう。

◎ ＡドライブのAUTOEXEC.BATというファイルをフロッピーディスクにコピーします。
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COPY A:\AUTOEXEC.BAT D:（又はG:）

④ ワイルドカードの使用

これまでと同様にワイルドカードを使用して複数のファイルを一度にコピーするこ

とができます。

◎ ＡドライブのAUTOで始まるファイル名のファイルをフロッピーディスクにコピーし

ましょう。

COPY A:\AUTO*.* D:（又はG:） /V

終了したならば、ＤＩＲコマンドで確認しましょう。

６．フロッピーディスクのコピー（ＤＩＳＫＣＯＰＹ）

同一容量のフロッピーディスク間の全体のコピーに使用します。大切なデータやプログ

ラムが入っているフロッピーディスクのバックアップコピーを作成することができます。

従って、ハードディスクからコピーしたりすることはできません。

① ＤＩＳＫＣＯＰＹコマンドの書式

DISKCOPY （複写元のドライブ番号）:（複写先のドライブ番号）:[ｵﾌﾟｼｮﾝｽｲｯﾁ]

なお、複写元と複写先のドライブ番号は異なっても同一でも差し支えありません。

② DISKCOPYコマンドの使用

◎ 同一のドライブ間でコピーしてみましょう。

DISKCOPY D: D: （又はG: G:）と入力します。

ドライブＤ（Ｇ）に送り側ディスクを入れて下さい。

続けるにはどれかキーを押して下さい

・

ドライブＤ（Ｇ）に受け側ディスクを入れて下さい

続けるにはどれかキーを押して下さい

・

コピーは終了しました。

なお、受け側ディスクにフォーマットしていないディスクを使用した場合は、自動的

にフォーマットされます。

また、途中で処理を中断する場合は、ＣＴＲＬ＋Ｃ又はＳＴＯＰキーを押します。

③ オプションスイッチ

COPYコマンドの場合と同様に／Ｖスイッチがあります。
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７．テキストファイルの作成と編集（ＳＥＤＩＴ）

テキストファイルの作成は、ＳＥＤＩＴコマンドで行うことができます。

ただし、あまり大きなファイルではなくて、例えば、メモやCONFIG.SYS等の小さなファ

イルの作成、編集に使用する程度のものです。

それ以上の大きなファイルを作成、編集する場合は、市販のワープロソフトやエディタ

が必要となります。

① ＳＥＤＩＴコマンドの書式

SEDIT ［ファイル名］

ファイル名を省略した場合は、起動後に新規作成か編集かを選択することになります。

② 新規作成

◎ フロッピーディスクに次の内容を作成し「RENSYU1.TXT」という名称で保存しましょ

う。 「春になると心が弾む。ひだまりの中をお気に入りのズックで散歩するのは

なんと気持のよいことか。

ボカボカと暖かいこの季節。春。」

画面上には、ＳＥＤＩＴのウィンドウが開いています。ここで、D:\RENSTY.TXT

（又はG:\RENSYU.TXT）と入力します。

すると入力ができる画面になります。この中で文章を入力してみて下さい。

日本語入力に切り替えるためには、ＣＴＲＬ＋ＸＦＥＲキーを押して下さい。

かな漢字変換のＦＥＰは、ＡＴＯＫ８です。スペースキーが変換キーとなります。

日本語入力を終了する場合は、再度、ＣＴＲＬ＋ＸＦＥＲを押して下さい。

入力が終了したならば、ファンクションキーの表示に従ってｆ・１のファイルを選択

します。「ファイルを保存して終了」を選択しリターンキーを押します。

③ 編集

◎ フロッピーディスクにコピーしてある「CONFIG.SYS」を編集してみましょう。

SEDITと入力をします。

ファイル名の入力欄にD:\(又はG:\)と入力します。フロッピーディスクの内容が画面

に表示されます。矢印カーソルを操作してCONFIG.SYSのところを反転表示にします。

そこでリターンキーを押すとファイルの編集画面になります。ここでは、適当に編集

して終了します。

８．テキストファイルの内容の表示（ＴＹＰＥ）

テキストファイルの内容を表示するには、前述のＳＥＤＩＴコマンドでもよいのですが

簡単に画面に表示するだけであれば、ＴＹＰＥコマンドが使用できます。

① ＴＹＰＥコマンドの書式

TYPE （ファイル名）

なお、ここで、ファイル名というのは、ドライブ番号（及び後述のディレクトリ名ま

で込めた）パス名を表します。以降の説明でも単にファイル名と記載しているところが

あります。）



- 19 -

② ファイル内容の表示

◎ 先ほどのRENSYU1.TXTの内容を画面に表示してみましょう。

TYPE D:\RENSYU1.TXT（又はG:\RENSYU1.TXT）

春になると心が弾む。ひだまりの中をお気に入りのズックで散歩するのは

なんと気持のよいことか。

ボカボカと暖かいこの季節。春。

のように画面に表示されます。

③ ファイル内容の印刷

◎ TYPE D:\RENSYU1.TXT（又はG:\RENSYU1.TXT） > PRNと入力して下さい。

プリンタが使用できる状態になっていれば、印刷されます。

④ 一画面に収まらない内容の場合の表示

◎ DIR A:\ > D:\RENSYU2.TXT（又はG:\RENSYU2.TXT）と入力して下さい。

これでＤＩＲコマンドの結果がRENSYU2.TXTに書き込まれます。

◎ このRENSYU2.TXTを一画面ずつ表示させましょう。

そのためには、TYPE D:\RENSYU2.TXT ｜ MOREと入力して下さい。

このようにすると一画面ずつ表示できます。中断したい場合は、ＣＴＲＬキー＋Ｃ又

はＳＴＯＰキーを押します。

９．画面のクリア（ＣＬＳ）

画面をクリアするためには、ＣＬＳコマンドを実行します。

① ＣＬＳコマンドの書式

ＣＬＳ

② ＣＬＳコマンドの実行

◎ ＣＬＳと入力して下さい。

画面がクリアされ、一番上の行の先頭にプロンプトが表示されました。
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１０．ファイル名の変更（ＲＥＮ）

ファイル名を変更するためには、ＲＥＮコマンドを実行します。ＲＥＮコマンドは、

ＲＥＮＡＭＥコマンドと入力することもできます。

① ＲＥＮコマンドの書式

REN 現在のファイル名 新しいファイル名

新しいファイル名のところには、ドライブ番号や後述のディレクトリ名は不要です。

② ＲＥＮコマンドの実行

◎ フロッピーディスクのRENSYU1.TXTの名称をRENSYU.TXTと変更してみましょう。

REN D:\RENSYU1.TXT（又はG:\RENSYU1.TXT） RENSYU.TXTと入力して下さい。

実施後、ＤＩＲコマンドで確認してみましょう。

１１．ファイルの削除（ＤＥＬ）

不要になったファイルを削除するためには、ＤＥＬコマンドを実行します。

ＤＥＬコマンドは、ＤＥＬＥＴＥと入力することもできます。

① ＤＥＬコマンドの書式

DEL （ファイル名）

② ＤＥＬコマンドよるファイルの削除

◎ フロッピーディスクのRENSYU2.TXTを削除しましょう。

DEL D:\RENSYU2.TXT（又はG:\RENSYU2.TXT）

実行後、ＤＩＲコマンドで結果を確認します。

③ ワイルドカードの使用

ワイルドカードを使用して複数のファイルを一度に削除することができます。

◎ フロッピーディスクの拡張子がTXTのものをすべて削除しましょう。

DEL D:\*.TXT（又はG:\*.TXT）と入力します。

これで拡張子がＴＸＴのものは、すべて削除されます。
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１２．削除ファイルの復元（ＵＮＤＥＬＥＴＥ）

削除した直後であれば、ＵＮＤＥＬＥＴＥコマンドによってファイルを復元することが

できます。

① ＵＮＤＥＬＥＴＥコマンドの書式

UNDELETE （ドライブ番号又はファイル名）

ドライブ番号のみの場合は、復元可能なファイルが表示されるのでそこでファイル名

の先頭の文字を入力して復元します。

② ファイルの復元

◎ UNDELETE D:\RENSYU2.TXT（又はG:\RENSYU2.TXT）と入力します。

MS-DOSディレクトリは １個の削除ファイルを含んでいます。

そのうち １個のファイルが復元できる可能性があります。

MS-DOSディレクトリによる保護をしています。

?ENSYU2.TXT ＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸ ．．．Ａ 復元しますか（Ｙ／Ｎ）

（ここでYと入力をする）

最初の文字を入力して下さい。

（ここでRと入力する）

ファイルは復元されました。

ＤＩＲコマンドで確認してみましょう。

③ 全ファイルの復元

◎ フロッピーディスクのファイルすべてを削除します。

DEL D:\*.*（又はG:\*.*）と入力します。くれぐれもドライブ番号を間違えないよう

にします。全ファイルを削除する場合は、削除してよいかというメッセージが表示され

ます。

実行後、ＤＩＲコマンドで全ファイルが削除されたことを確認してください。

次に全ファイルを復活させます。

UNDELETE D:（又はUNDELETE G:）

次々にファイルの復元をするかどうかを確認してきますのでYを入力してファイル名の

先頭の文字を入力して下さい。

元のファイル名を忘れている場合があります。その場合は、仮のアルファベットを適

当に入力して後に内容を確認してＲＥＮコマンドでファイル名をつけ直すようにしまし

ょう。
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１３．テキストファイルの印刷（ＰＲＩＮＴ）

先ほどは、ＴＹＰＥコマンドとリダイレクト機能（＞）を組み合わせて印刷をしました

がＰＲＩＮＴコマンドを使用して印刷することもできます。

① ＰＲＩＮＴコマンドの書式

PRINT （ファイル名）

② ＰＲＩＮＴコマンドの実行

◎ RENSYU2.TXTを印刷しましょう。

PRINT D:\RENSYU2.TXT（又はG:\RENSYU2.TXT）と入力をします。

出力装置を入力して下さい。［ＰＲＮ］

（ここでリターンを押します）

プリンタの常駐部が組み込まれました。

プリンタが使用可能であることを確認してください。

使用可能であれば、その内容が印刷されます。

練習問題

１．Ｂドライブのファイル内容をＤＩＲコマンドで表示して下さい。

次にリダイレクト機能（ >PRN ）を使用して印刷してみましょう。

この場合は、ＰＲＩＮＴコマンドと異なり強制的にプリンタから排出しないと出てきま

せん。

２．Ｂドライブの内容をファイル名順に１行に５つずつ画面に表示させてみましょう。

３．ＦＡＳＴＨＥＬＰコマンドを使用してＦＯＲＭＡＴコマンドの説明を印刷させましょ

う。（１のリダイレクト機能を使用する）

４．ＤＩＲコマンドでＢドライブの内容をフロッピーディスクにRENSYU3.TXTの名称で書き

出して下さい。

この場合も、リダイレクト機能を使用します。ただし、>D:\RENSYU3.TXTのようにファイ

ルを指定します。

５．４で作成したRENSYU3.TXTの内容をＴＹＰＥコマンドで画面に表示させましょう。

６．４で作成したRENSYU3.TXTを削除して下さい。

７．６で削除したRENSYU3.TXTを復元して下さい。
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Ⅴ データの分類と整理

これまでは、ドライブ番号とファイル名について説明してきました。

しかし、ＭＳ－ＤＯＳでは、１つのドライブの中にディレクトリというボックスのような

ものを持たせることができます。ディレクトリの中にディレクトリを含ませることもでき

ます。

この章では、ディレクトリについて学習します。

１．ファイルの分類と整理

前述のようにディレクトリを作成することができれば、ファイルの内容毎に異なるディ

レクトリを作成しそこに保存することでファイルの分類と整理が容易になります。

また、大分類の中に中分類、小分類というように階層型にファイルを分類することも可

能です。このようなディレクトリ構造を階層型ディレクトリといいます。

Ａ：￥－－－（ファイル）

￥ＡＢＣ－－－（ファイル）

￥ＤＥＦ

￥ＤＥＦＧ－－－（ファイル）

￥ＡＢＣＤ－－－（ファイル）

① ルートディレクトリとサブディレクトリ

ここで、先頭のディレクトリを「ルートディレクトリ」と呼びます。これは、階層

型の構造を植物に例えるとここが植物の根に当たる部分だからです。

￥記号は、ディレクトリを表す記号です。通常のファイル名と区別するために使用し

ます。このように階層の下のディレクトリをサブディレクトリと呼びます。

② パス名

前述のようにサブディレクトリがある場合は、ドライブ番号とファイル名だけでは、

ファイルを一意に指定することができなくなります。

そこでドライブ番号から始まり次々とディレクトリをつないだ名前をパス名といい

ます。

例えば、A:\DEF\DEFG\RENSYU3.TXTのようにです。

なお、パス名のことを広い意味でファイル名と呼ぶこともあります。
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２．ディレクトリの作成（ＭＫＤＩＲ）

新しいディレクトリを作成してみましょう。

ＭＫＤＩＲはＭＤと略記することもできます。

① ＭＫＤＩＲコマンドの書式

MKDIR （ドライブ番号）:（\又はサブディレクトリ名）

② ディレクトリの作成

◎ フロッピーディスクにサブディレクトリ「￥ＡＢＣ」を作成します。

MKDIR D:\ABC（又はG:\ABC）と入力します。

終了したならば、ＤＩＲコマンドで確認してみましょう。

◎ サブディレクトリ￥ＡＢＣの下にもう一つのディレクトリを作成します。

MKDIR D:\ABC\DEF（又はG:\ABC\DEF）と入力しましょう。

３．ディレクトリのツリー表示（ＴＲＥＥ）

ハードディスクのようにディレクトリ構造が複雑でファイルが多く保存されている場合、

全体の構造がわかりにくくなります。

そのためにＴＲＥＥマンドが用意されています。

① ＴＲＥＥコマンドの書式

TREE （ドライブ番号）: ［オプションスイッチ］

② ＴＲＥＥコマンドの実行

◎ フロッピードライブのツリー構造をみてみましょう。

TREE D:\（又はG:\）と入力して下さい。

ツリー構造が表示されました。

◎ 今度は、ファイル名を一緒に表示しましょう。

オプションスイッチとして／Ｆをつけます。

◎ Ａドライブのツリー構造を表示させてみて下さい。
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４．カレントディレクトリの変更（ＣＤ）

すでに以前にカレントドライブの変更について説明したことがあります。

今度は、現在、着目しているディレクトリを変更してみましょう。

そのためにＣＤコマンドがあります。

① ＣＤコマンドの書式

CD （ドライブ番号）:（ディレクトリ名）

ディレクトリ名には、￥記号をつけて下さい。

② ＣＤコマンドの実行

◎ フロッピーディスクの￥ＡＢＣディレクトリにカレントディレクトリを変更してみ

ましょう。

D:

CD \ABC

なお、CD D:\ABCというようにまとめて指定することもできます。

また、CD D:\ABC\DEFというようにディレクトリの深いところを指定することもできま

す。

５．パス指定（ＰＡＴＨ）

パス指定というのは、拡張子がEXE,COM,BATのプログラムファイル名を入力して実行させ

る場合に通常は、カレントディレクトリ以下を検索してあれば実行するのですが予めＰＡ

ＴＨコマンドで指定したディレクトリがあればそこも検索してくれる機能を持っています。

① ＰＡＴＨコマンドの書式

PATH （ドライブ番号）:（パス名）［；パス名・・］

なお、PATHコマンドのみ入力すると現在、設定されているパスが表示されます。

② ＰＡＴＨコマンドの実行

PATH指定は、通常は、後述のAUTOEXEC.BATの中で起動時に指定されます。

◎ TYPEコマンドでＡドライブのAUTOEXEC.BATを表示させてどのようなPATHがあるか調

べてみましょう。
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６．プロンプトコマンド（ＰＲＯＭＰＴ）

プロンプト（Ａ：￥＞）を変更することができます。

① ＰＲＯＭＰＴコマンドの書式

PROMPT 文字列

文字列としては、$G－－（促進記号として「>」を表示）

$P－－（カレントドライブとパスを表示）

② PROMPTコマンドの実行

PROMPT $p$g

カレントディレクトリが次のように表示されます。

D:\ABC>

７．ディレクトリ名の変更（ＲＥＮＤＩＲ）

ディレクトリ名を変更します。

① ＲＥＮＤＩＲコマンドの書式

RENDIR （ドライブ番号）:（現在のディレクトリ名） （新しいディレクトリ名）

② ＲＥＮＤＩＲコマンドの実行

◎ フロッピーディスクの￥ＡＢＣディレクトリを\ｲﾛﾊと変更しましょう。

RENDIR D:\ABC \ｲﾛﾊ（又はG:\ABC \ｲﾛﾊ）

終了したならばＤＩＲコマンドで確認しましょう。

８．ディレクトリの削除（ＲＤ）

ディレクトリを削除するためには、ＲＤコマンドを使用します。この場合は、まず、削

除しようとするディレクトリ内のファイルをすべて削除した後にＲＤコマンドを実行しま

す。ＲＤコマンドは、ＲＭＤＩＲの略記です。

① ＲＤコマンドの書式

RD （ドライブ番号）:（ディレクトリ名）

② ＲＤコマンドの実施

ディレクトリ￥イロハを削除しましょう。

内部には、ファイルはないのでこのまま次のように削除できます。

RD D:\ｲﾛﾊ（又はG:\ｲﾛﾊ）

終了後、ＤＩＲコマンドで確認しましょう。
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練習問題

１．フロッピーディスクに次のようなディレクトリ構造を作成しなさい。

その前にフロッピーディスクを／Ｑオプションで初期化しましょう。

￥

｜

－－－￥ＡＢＣ

｜

￥ＣＤＥ

｜

－－－－－￥イロハ

２．１で作成したディレクトリ構造をツリー表示しましょう。

３．￥イロハディレクトリにカレントディレクトリを移動してみましょう。

また、ＣドライブのＤＩＲコマンドで表示される内容をそのディレクトリ内のｲﾛﾊ.TXTと

いうファイルに書き出してみましょう。

４．このｲﾛﾊ.TXTを￥ＡＢＣディレクトリにコピーしましょう。

５．￥イロハディレクトリを削除しましょう。
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Ⅵ バッチ処理

処理を行いたい順にコマンドを並べてファイルに書き込んでおきます。この際のファイ

ルの拡張子は、必ず、ＢＡＴとします。

そしてそのファイルをコマンドとして入力すると書き込まれた処理が一つのコマンドで

あるかのように実行できます。

ＭＳ－ＤＯＳが読み込まれた直後に自動実行されるＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴが一つの

例です。

ECHO OFF

SET JW2P=A:\TARO5;A:\JW2

SET HELP=A:\MINE

SET JSP_DIR=A:\JSP

SET TEMP=A:\DOS

SET DOSDIR=A:\DOS

PATH A:\JUST5;A:\TARO5;A:\DOS;A:\JSP;A:\DOS;A:\EPREMOTE

A:\SOS\SOS

上記でＥＣＨＯは、画面に表示させるかどうかを決めます。

ECHO OFFは、それ以降のコマンドを画面に表示させないためのものです。

また、ＳＥＴコマンドは、メモリ中にそれぞれ特別の文字列に対して値をセットしてお

くもので種々のプログラムの実行に際して必要となります。

多くは、アプリケーションプログラムのインストール（登録）時に自動的に書き込まれ

ます。

ＰＡＴＨは前述のとおりです。

最後のＡ：￥ＳＯＳ￥ＳＯＳは、呼び出すプログラムとして「ＳＯＳ」という名称のプ

ログラムファイルを呼び出すことを命令しています。
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Ⅶ システム環境

１．ＭＳ－ＤＯＳのメモリ管理

ＭＳ－ＤＯＳは、コマンドを実行する際にメモリに読み込んで実行します。

このメモリには、いくつかの種類があります。

なお、メモリの量は、バイトという単位ではかられます。１バイトは、８ビットです。

また、１ＫＢ（キロバイト）というのは、１０２４バイトを意味します。

（１）基本メモリ

コンベンショナルメモリともいいます。６４０ＫＢの大きさがあります。

基本メモリの下部は、ＭＳ－ＤＯＳが占めその上部をＰＲＩＮＴ．ＳＹＳや日本語のＦ

ＥＰ（フロントエンドプロセッサ：かな漢字変換を行うもの）等の常駐デバイスが占めて

います。アプリケーションプログラムは、これらの上部に読み込まれることになります。

その意味で基本メモリの空き領域は大きい程良いのです。

空き領域を大きくするためには、ＤＯＳの一部を後述のＨＭＡに移動したりデバイスド

ライバの一部をＵＭＢに移動したりする等の方法があります。

（２）システム予約領域（ＵＭＡ）

６４０ＫＢから１ＭＢまでの間をいいます。ここにもデバイスドライバやデータの入出

力を制御するプログラムなどが配置されています。

なお、ここにも空き領域があるため基本メモリから移動できるドライバなどが利用する

ことがあります。

（３）ハイメモリ（ＨＭＡ）

１ＭＢ超の６４ＫＢ分の領域です。

通常、ＤＯＳプログラムの一部を移動することができます。

（４）拡張メモリ

１ＭＢ超の部分をいいます。ここは、アプリケーションプログラムが使用できる領域で

す。そのメモリ規格には、ＥＭＳとＸＭＳとがあります。
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２．ＣＯＮＦＩＧ．ＳＹＳ

ＭＳ－ＤＯＳ起動後にシステムの環境をセットするためにＣＯＮＦＩＧ．ＳＹＳという

テキストファイルがあります。

例を挙げましょう。

FILES = 99 同時にOPENできるファイル数を規定

BUFFERS = 20 ディスクから先読みするデータ量を指定

DEVICE = MELEMM.386 /HM /M D0,D4,DC 仮想メモリマネージャの読み込み

DEVICEHIGH= MELCACH2.SYS 2560 ディスクキャッシュの読み込み

DEVICE =A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF

DEVICEHIGH=A:\ATOK8\ATOK8B.SYS 上記１行と合わせて日本語環境を構築

DEVICEHIGH=A:\DOS\PRINT.SYS PRINTドライバを登録

LASTDRIVE =Z 最後のドライブ番号を指定

SHELL =A:\COMMAND.COM A:\ /E:512 /P COMMAND.COMの存在場所等の情報

DOS = HIGH,UMB DOSの一部ををＨＭＡ及びＵＭＢに移動す

るように指示する。

上記でDEVICE=とDEVICEHIGH=との違いは、後者の方が１ＭＢ超の部分に読み込むことを指

定している点が異なる。

要は、できるだけ基本メモリ領域の容量を確保することが重要な点となっています。

従って、後述するようにメモリの最適化を図るプログラムが用意されています。

３．メモリーの最適化（ＭＥＭＭＡＫＥＲ）

多くのプログラムが実行する際に基本メモリ領域をできるだけ広く必要としますが基本

メモリには、ＤＯＳや日本語変換ドライバ等が常駐している場合もあり、６４０ＫＢから

相当減少している場合があります。

ＭＥＭＡＫＥＲは、そのような場合にメモリを最適化するようにつとめます。

４．バックアップ

（１）フロッピーディスクのバックアップ

ＤＩＳＫＣＯＰＹコマンドで実施して下さい。

（２）ハードディスクのバックアップ

① ハードディスクの一部のディレクトリの内容をバックアップするためには、ＸＣＯ

ＰＹコマンドが適しています。

ＸＣＯＰＹコマンドの書式は、XCOPY （複写元） （複写先） ［オプションスイッ

チ］

オプションスイッチでは、／Ｓを指定しておくとすべてのサブディレクトリまで含め

てコピーすることができます。

ただし、後述のシステム属性、隠し属性のファイルは、コピーすることはできません。

その場合は、ＣＯＰＹコマンドを使用して下さい。
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② ハードディスク全体や一枚のフロッピーに収まらない場合のバックアップ

ＢＡＣＫＵＰコマンドで行います。

Ａドライブの全体のバックアップをとるためには、BACKUP A: D: /Sと入力します。

ここで、D:は、フロッピードライブです。また、オプションスイッチの／Ｓは、サブ

ディレクトリもバックアップするために必要です。

逆にバックアップしたフロッピーディスクから元に戻すためには、ＲＥＳＴＯＲＥコ

マンドを実行します。

RESTORE D: A: /Sと入力することにより復元することができます。

５．ファイルの属性（ＡＴＴＲＩＢ）

ファイルの属性とは、４つあります。書き込み禁止（Ｒ）、アーカイブ（Ａ）、システ

ムファイル（Ｓ）、隠しファイル属性（Ｈ）の４つです。

属性のセットは、ＯＮ／ＯＦＦの２とおりがあります。

① ＡＴＴＲＩＢコマンドの書式

属性をＯＮにする場合

ATTRIB +（属性を表す文字）（ドライブ名又はファイル名）［オプションスイッチ］

属性をＯＦＦにする場合

ATTRIB -（属性を表す文字）（ドライブ名又はファイル名）［オプションスイッチ］

② 属性の意味

書き込み禁止属性－－ＯＮになっている場合、削除、内容変更、ファイル名の変更等

ができません。

アーカイブ属性－－－ファイルが更新されると自動的にＯＮとなります。

システムファイル属性－－システムで使用されるファイルのみＯＮとなっています。

例えば、MSDOS.SYSのようなファイルです。

隠しファイル属性－－ＯＮになっている場合は、ＤＩＲコマンドで表示されません。
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Ⅷ エコロジーⅢＰｌｕｓの概要

エコロジーⅢＰｌｕｓは、（株）マイクロデータ社の製品でこれまで学習してきたＤＯ

Ｓコマンドを直接、入力することなくメニューから実施したい内容を選択するだけで実施

できるソフトです。

１．起動と終了

（１）起動

◎ 起動は、ＳＯＳの画面からエコロジーを選択してリターンを押して下さい。

するとトップウィンドウが開きます。この画面では、左側に現在のドライブのツリ

ー構造が表示され、右側には、カーソルがある部分のディレクトリのファイル名が表

示されています。

（２）終了

◎ ＥＳＣキーを押します。終了してよろしいかというメッセージが出ますのでＹ又は

リターンを押して下さい。

２．ツリー表示とファイル一覧表示

左側には、ディレクトリ構造のツリー表示が右側には、ファイル名が表示されています。

右側のファイル名は、ファイルが多い場合は、その一部が表示されています。

◎ すべてのファイルとその他の属性を表示するためには、↑↓の矢印キーでディレク

トリを選択してリターンを押します。例としてドライブＡをとってみましょう。

そうするとファイル一覧が表示されます。ファイル一覧には、ファイル名の他に、サ

イズ、生成年月日、時刻、属性が表示されています。

ファイル名一覧画面から元の画面に戻るためには、ＥＳＣキーを押して下さい。

（１）ファイルのソート

◎ Ｓを押します。画面の下段にアルファベットのメニューが表示されていますので分

かりやすいと思います。

Ｓを押すとどのような順にソートして表示するかどうかのメニューが現れます。

Ｄを押すと生成年月日の新しい順に、－Ｄでは、古い順に、Ｎでは、ファイル名順に

というようにソートされ、結果が表示されます。

（２）ファイルの生成年月日の変更

Ａを押します。ファイルの属性の変更画面が表示されます。

矢印キーを下におろすことにより生成年月日を変更することができます。
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（３）属性の変更

前述のように隠しファイルや書き込み禁止ファイルは、削除することができません。

しかし、どうしても削除したい場合があります。そのような場合は、ここで属性をＯＦＦ

にする事ができます。

３．ファイルのコピーと移動

ファイル一覧画面でファイルをコピーしたり移動したりすることができます。

（１）コピー

◎ Ａドライブの￥ＤＯＳディレクトリを例に取りましょう。

一覧画面で、Ｃを押します。するとファイルを選択することができます。コピーし

たいファイルを選択してはリターンキーを押します。コピーされるファイルが反転表

示されます。ここでは、先頭のファイルから５つのファイルをコピーしてみましょう。

次にＧを押します。するとコピー先のドライブを選択できますのでドライブ番号を

選択します。ここでは、フロッピーディスクのドライブ番号を選択します。（Ｄ又は

Ｇ）

するとコピー先のディレクトリ構造が別のウィンドウに表示されますのでここでコ

ピー先のディレクトリを選択してリターンを押します。

最後にコピー条件が表示されます。コピー先に同一のファイル名のファイルがあっ

た場合に最新のファイルのみをコピーする場合は、Ｕが条件として入力されています。

属性を無視して強制的にコピーする場合は、Ｆを追加します。

コピー終了後にＥＳＣキーを押して元の画面に戻ります。

（２）移動

移動は、コピーの条件でＭを入力します。コピー終了後に移動元のファイルを削除しま

す。

４．ファイルの削除

◎ コピーと同様にファイル一覧画面にします。ここでは、フロッピーディスクのドラ

イブとします。

Ｄを押して積ほどコピーした各ファイルをリターンキーで選択して（選択し間違った

場合は、スペースキーを押します）Ｇを押します。

なお、書き込み禁止属性の付いているファイルは、削除できませんのでどうしても

削除したい場合は、Ａを押して書き込み禁止属性を解除した後に削除して下さい。
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５．ディレクトリの作成及び削除

左側がツリー構造の画面にします。

（１）ディレクトリの生成

ディレクトリを生成したいディレクトリのところに矢印キーでカーソルを持っていきま

す。そこでＭを押すと緑色の長方形が表示されます。その中にディレクトリ名を入力すれ

ばよいのです。

◎ ここでは、フロッピーディスクに￥ＤＳというディレクトリを作成してみましょう。

（２）削除

（１）と同様に反転表示される部分を移動します。そこでＤを押します。確認のメッセ

ージが出てそれに答えれば、ディレクトリ及びその中のファイルすべてが削除されてしま

います。注意して実行して下さい。

◎ フロッピーディスクに作成した￥ＤＳというディレクトリを削除しましょう。

６．ディレクトリのコピーと移動

（１）コピー

ツリー構造の画面で削除と同様にディレクトリを選択してＣを押します。

そしてコピー先のドライブを選択して、後はファイルのコピーと同様にコピー先のディレ

クトリを選択して実行します。

（２）移動

コピーの場合同様です。条件の中でＭを指定すれば、移動になります。

７．ファイル及び文字列の検索

ツリー表示画面でＦを押します。その後、ファイルか文字列かを選択した後にファイル

名又は文字列を入力して検索範囲をシステム全体とするか当該ドライブのみとかするかを

決めます。

そして実行します。

見つかった場合は、次のウィンドウに表示されます。

ファイルの場合は、コピーすることもできます。

◎ ATTRIBというファイルを見つけてみましょう。拡張子は不明なので*としておきます。

８．フロッピーディスクの初期化

ツリー表示画面でＵを押してユーティリティの実行画面にします。その中でフロッピー

ディスクの初期化を選択して実行して下さい。

◎ 実際に実行してみましょう。

９．フロッピーディスクのコピー

初期化と同様にＵを押してユーティリティ画面にしてフロッピーディスクのコピーを選

択、実行します。
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１０．テキストファイルの表示と編集

ファイル一覧画面にします。

表示したいファイルを反転表示した後にＶを押します。

するとファイルの内容が画面上部に表示されます。

編集したい場合は、更にＥを押しますと上部のウィンドウにカーソルが移動して編集す

ることもできます。

◎ ＡドライブからＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴをフロッピーにコピーして編集してみま

しょう。

［不許複製］

定価 １，５００円（税込み）


