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地質調査所ネットワｰクで推奨する情報交換用漢字コｰド

とコｰド変換プログラムについて

野呂春文(地質庸報センタｰ)･川勝均(地殻熱部)･富崎光旗(地殻物理部)

H乱mfmjN0R0Hito昌hiKAw蛆ATsUTe汕iMエYAzAKI

1.はじめに

工業技術院筑波センタｰ内にイｰサネットがはりめ

ぐらされ地質調査所の所内のネットワｰクもほぼ完

成しました･各地の研究機関や大学との情報流通路で

あるJUNETの利用も可能にたりました.

今日では計算機のネットワｰクは世界中に広がっ

ています｡商業的でないものに限ってみても全世界

に広がったB工TNET目本国内のJUNET北米に広が

ったCSnet･ARPAインタｰネット･UUCPnet･UUnet

ヨｰロッバのEUnet等があります.これらのネッ

トワｰクは相互に結合されており地域的た情報交換

に限られず国際的た庸報交換もできるようにたってい

ます.たとえば日本国内のJUNETは東京大学を

ゲｰトウェイにしてCSnetにつながりCSnetは北米

大陸のいくつものネットワｰクにつたがっていま

す.

おもに計算機関係の研究者･技術者の問では電子メ

イルを用いた個人問の情報交換やニュｰス･掲示板

システムによる討論や会議が常識にたりつつありま

す.もう少し小さな話ですが一つの組織の中で日

常配布される大量の文書をネットワｰクに乗昔ること

によって紙の洪水を防ごうとしているところもありま

す.

このようた状況ですので地質調査所の内外に所内ネ

ットワｰクやJUNETを用いてニュｰス･掲示板･

電子メイルのやりとり等をおこないたいと考えている

人がたくさんいると思います.いわゆるワｰクステｰ

ションなら当然これらをこたすためのプログラムが用

意されていますし最近ではパソコン用でも質の高い通

信ソフトウェアがたくさん流通しているので簡単そう

に思えます.

ところが大間題があるのです.計算機の漢字コｰ

ドの不統一です.ニュｰスでも掲示板でもメイル

でも送る受け取るそして眺めるのは簡単です

がそのままでは読めないことが多いのです.

送り手と受け手の漢字に関する取り決めが一致したけ

れば読むことができたいのですから当然です｡もち

ろんそれらの文書を全部英語にするとか全部ロｰマ字
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にするとかとにかく漢字とひらがたを使わたいように

すれぽ問題は起こりませんが日本にいるのに読みやす

い漢字がた混じり文が使えたいのはなんのためのネッ

トワｰクかわかりません.

このようた問題は何もネットワｰクに限るわげでは

ありません･計算機に限るわけでもありません･た

とえミツバチの世界でも情報の交換が成立するために

は送り手と受け手の間で情報について取り決めが一致

していたげれぱたらたいのは当然ですから･とにか

く最低限情報を構成する符号について一致していな

げれほ情報交換は不可能です.文字音素身振

り……

というわけで所内所外の情報流通を容易にすると

いう立場からの最低隈の取り決めとたる地質調査所ネ

ットワｰクで推奨する情報交換用漢字コｰドについて説

明します.

2.地質調査所ネットワｰクの推奨漢学=1一ド

地質調査所ネットワｰクで電子メイルニュｰス

掲示板等の機能を利用するために用いる情報交換用漢字

コｰドとしてJIS7ビット漢字コｰドを推奨Lます.

ここでJIS7ピット漢字コｰドとはJISC6220およ

びJISC6226に定められた7単位コｰドです.そし

て漢字を使うための取り決めはJISC6228にしたが

うものとします.すなわちr今から漢字だよ｣という

指示はESC$@16進で1b2440またはESC$一

B16進で1b2442とします.ここでESCはエ

スケｰプコｰドすなわち16進の1B10進の27です｡

二番目の方が新しいJIS規格ですが旧来の文書との互

換性を保つためどちらでも良いことにします･そし

て｢今から英数字だよ｣という指示はESC(J16進

で1b284aとします｡バソコソ通信等でか

つて用いられたESC(Hは誤りですので使うべきで

ありません.

ここで言う英数字はJIS英数字ですのでいわゆる

ASCIIコｰドとほとんど同じものです.主として大

型計算機で用いられているEBCDICコｰドは事実上の

標準コｰドのひとつではありますがもともとIBM杜�
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図1JIS7単位符号表です.16進でOOから1Fまでは特

別の意味を持つ各種の制御コｰドで20は空白(スペ

ｰス)21から7Eまでが普通の文字そして7Fは

一文字削除のコｰドです.ASCIIコｰドとの違いは

わずかでASCIIの＼がJISの\におきかわっているだ

げです.英数字と漢字を混在させるためにはエスケ

ｰプシｰクェンスによる切り替えが必要です.

の社内コｰドでありしかも機種による変化があるた

めJIS規格にはたっていません.以上を推奨する理

由そしてその細部は次に述べます.

3.班S7ビット漢学コｰドとは

上で述べたように情報交換のための符号としてJIS

C6220(情報交換符号)の7単位符号と8単位符号JIS

C6226(情報交換用漢字符号)があります｡これがコ

ｰドの規格です.そしてそのコｰドを使うための規格

がJISC6228です.たおJISではピットを単位コ

ｰドを符号と呼んでいます.以下の文章では両方

の用語を区別せずに使います.

これらの規格は英数字と漢字その他の混在した文章

を計算機の間で交換するために定められたもので単に

日本の国内たけの取り決めではたく世界中で通用する

ものです(IS0規格です).英数字と漢字とアラピァ文

字の混在した文章目本語漢字と中国語漢字とハングル

の混在した文章というようた文章を計算機の間で交換

できるように考えられています.

た畦文字の混在が問題かというと英数字だけたら

1バイトだけで1文字が表現できるのに対して漢字だ

とは字種が多いので1文字を表現するのに複数バイトを

必要とするからです.つまり!文字を構成するバイ

ト数が異なるような文字が混在Lしかも場合によって

同じコｰドが別の文字を意味することもあるというよ

うた文書を取り扱わねぼたらないわけです.

よほどキチンとした取り決めがたいとまったくハベ

ルの塔の現代版です一そういうわけでISOの国際的

た取り決めが作られたわけです.

日本語漢字を使う場合の規格の例を示します.たと

えばJISC6226に定められた漢字コｰドを16進の20

から7F(通常英数字のある場所です)に割り当てて使

う場合ESC$@であらわされるエスケｰプシｰクェン

ス(エスケｰプ文字列とも言います)を送ります.する

とそのエスケｰプシｰクェンス以降に現れるコｰドは

2バイトずつの単位でJISC6226での漢字であると解

釈されます｡たお新しいJISではESC$Bですが

普通はどちらも使われています.漢字の使用を終わっ

てJIS英数字を使う場合にはESC(Jであらわされる

エスケｰプシｰクェンスを送ります.これ以降にあら

われるコｰドは1バイトずつ英数字と解釈されます.

たおこのエスケｰプツｰクエ:■スをr漢字の使用を終

わる｣と解釈して｢漢字アウト｣と呼ぶことがありま

すがそれは誤りです.このエスケｰプシｰクェンス

の意味は｢今からJIS英数字を使う｣ということです.

たとえばハソグノレを使っていてJIS英数字に移る場合

を考えてみればこの違いがおわかりにたると思いま

す.

以上がJIS規格の概要の“あらすじ"ですがここま

で7ピットと8ピットあるいは7単位と8単位という

ものについてたにも説明しませんでしたのでここで簡

単にふれます.

7単位符号とは16進の20から7Fまですたわち7

ビットだけで表現できるコｰドを文字として使うとい

うことです(図1を見て下さい).したがって英数字と

漢字を使うには上で述べたようたエスケｰプシｰクェ

ンスによる切り替えが必要です.

一方8単位符号とは16進で20から7FまでとAO

からFFまでの8ピットのコｰドを文字として使うとい

うことです.通常日本ではA0からFFまでの領域

には半角のカタカナを置いています(図2を見て下さ

い)｡今日では半角のカタカナはほとんど使いま喧ん

からこの領域に漢字を割り当てれば英数字と漢字が

エスケｰプツｰクエンスによる切り替え無しで混在でき

ます.この方法を実現するにはESC$)@であらわ

されるエスケｰプツｰクエンスを送ります.そして

漢字をあらわすコｰドの頭のピットをすべて1にする

すたわちJISC6226コｰド表のコｰドのすべての1バ

イトずつに16進の80を加えておきます.すると先

地質ニュｰス413号�



情報交換用漢字コｰドとコｰド変換用PG

一39一

�O�1･�2�3�4�5�6�7�8�9�A�B�C�D�E�F

O��DE��O�@�P��P����一�タ�､､､��

1�SH�Dl�1�1�A�Q�a�q���o�ア�チ�ム��

2�SX�D2�鵯�2�B�R�b�r���r�イ�ツ�メ��

3�EX�D3�#�3�C�S�C�S���｣�ウ�テ�モ��

4�ET�D4�$�4�D�T�d�t���､�工�ト�ヤ��

5�EO�NK�%�5�E�U�e�u����オ�ナ�ユ��

6�AK�SN�&�6�F�V�f�V���ヲ�カ�二�ヨ��

7�BL�EB�'�7�G�W�9�W���ア�キ�ヌ�フ��

8�8S�CN�(�8�H�X�h�X���イ�ク�ネ�リ��

9�HT�EM�)�9�1･�Y�i�y���ウ�ケ�ノ�ル��

A�LF�S8�*��J�Z�』�Z���工�コ�ノ､�レ��

B�HM�EC�十��K�[�k�壬���オ�サ�ヒ�口��

C�CL��,�<�L�\�1�=���ヤ�シ�フ�ワ��

D�CR��一�=�M�]�m�}���ユ�ス�へ�ン��

E�SO���〉�N�'〈�n����ヨ�セ�ホ�“��

��������～��������

F�SI��/�?�O������ツ�ソ�マ�o��

����������

図2JIS8単位符号表です.16進で00から1FまでそL

て80から9Fまでが制御コｰドです.空白も文字と

して勘定すると20から7EそしてAOからFEま

でが文字で7Fが一文字削除コｰドFFは使いませ

ん.普通は21から7Eまでに英数字をわりあてA

1からDFまでに半角のカタカナをわりあてます.エス

ケｰプシｰクェンスだして英数字と漢字を混在させる

には半角カタカナのある場所つまりAの列からF

の列までに漢字を割り当てます､拡張ユニックス漢字

コｰドで採用Lているのがその方法です.

頭ビットがOであれぽ英数字先頭ビットが1であれば

漢字と解釈されるようになります.ユニックスワｰク

ステｰションの多くで採用されている拡張ユニックス漢

字コｰド(EUCコｰド)とよぼれるものははじめから

この状態にあると考えることができます.

4.なぜJ鴎7ビット漢学コｰドなのか

以上見てきたように7ビットコｰド(7単位符号)

にくらべて8ビットコｰド(8単位符号)はずっと便

利です.たのにたぜ7ビットコｰドを提案するのか

疑問に思われるでしょう｡その疑問にまず答えましょ

う.

第一の理由は7ビットコｰドたら現在のいかたる計

算機でも文字として扱ってくれるからです･8ビッ

トコｰドで16進で80以上はかなり多くのプログラムの

申で文字として認識されたいことがあります.計算

機に付随するあるいは計算機と同程度に重要た外部入

出力機器も同様です.7ビットコｰドたら最悪の場

合でも文字化けが起きるだげで画面がメチャクチャに

なったりプリンタｰがでたらめに動き出すというよう

たことが防げます.

!989年1月号

第二の理由は(実はこっちが本音たのですが)JUNET

がJIS7ビット漢字コｰドを用いているからです.

広い範囲の研究機関で情報のやりとりに使われている

JUNETで用いている漢字コｰドと地質調査所における

情報交換に用いる漢字コｰドが同じほうが良いのは当

然です､

次のようだ場合を想定すれば上の理由を理解してい

ただげると思います.日本からアメリカ合衆国にい

る日本人にメイルを送るとLます｡メイルはおそら

くJUNETで東京大学に着きそこからCSnetでアメ

リカ合衆国に至り米国内のネットワｰクで届先に着く

という経路をたどるかあるいはJUNETでKDD内

のInetc1ubに着きUUnetで合衆国に至り米国内ネ

ットワｰクで届先に着くという経路をたどるでしょ

う.CSnetへの加入者であればJUNETを経由せず

に直接CSnetに入るかもしれま昔ん.

とにかくいずれの経路をたどるにしろもしも8ビ

ットコｰドの文書を送ったとしたら途中のネットワｰ

クを管理するプログラムは8ピット目を保存したいと

考えたほうが良いでしょう.最悪の場合8ピット目は

ばき取られてしまいます.文書がすべて英数字で

できているのたら8ビット目がはぎとられても何も問

題がありません.しかし相手が日本人ですから多

分漢字がた混じり文のメイルでしょう.8ビットコｰ

ドの漢字を含んでいるので8ビット目をはぎ取られる

ともとの文書は復元されません.広域あるいはグ

ロｰバルなネットワｰクで情報を交換するには当面

7ビットコｰドを用いるしかないのです.

つぎのようた疑問を持たれる方もいるでしょう･｢ツ

フトJIS漢字というものがある｡これたらパソコンで

使っているコｰドだから何も面倒なことがたいし英

数字と漢字が切り替えなしで共存できるのだからずっと

良いではたいか｣

この疑問に対してはシフトJ工S漢字とよばれるもの.

は8ビットコｰドであり上で述べた第一の理由に反

するということまたこの符号系はマイクロソフト社

の社内規格であって国際的に認知されたものでないた

めグロｰバルた情報交換を阻害するおそれがあること

英数字と漢字だけならいいが例えばハングルが入れば

対処できたいこと等の問題があるということを指摘し

て答えとします.たお従来パソコン通信ではツフ

トJIS漢字が広く使われてきましたが徐々にJIS漢字

コｰドに移行しつつあります.�
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拡張ユニ抄クス漢字

euC七〇j↓↑j七0euC

JS7ビット;菓!字

･jt･j↑↓j亡OSj

シフトJlS…糞字

図3JIS7ビット漢字コｰド･拡張ユニックス漢字コｰド

･ソフトJIS漢字コｰドの文書を相互に変換するため

のフィルタｰプログラムの役割の説明です.JIS7ビ

ット漢字コｰドと拡張ユニックス漢字コｰドを変換する

のがeuCtOjとjtoeuCのふたつのフィルタｰです.そ

してJIS7ビット漢字コｰドとシフトJIS漢字コｰド

の文書を変換するのがSjtOjとjtoSjのふたつのフィル

タｰです､

5.では自分の計算機の漢学コｰドは

地質調査所のネットワｰクにおける情報交換にJIS

7ビット漢字コｰドを使うといわれても自分の計算機

で使っている漢字コｰドを知らたいと何をどうしたら

いいのかわかりません.ここで計算機の漢字コｰド

の調べ方を説明します.

(1)まずエディタｰ(一太郎でも0K)を使ってabcあ

いうabc

つまり半角の英数字漢字半角の英数字という

内容のファイルを例えば“codet"というようた名前

で作って下さい.

(2)ユニックスワｰクステｰションたら

�����

MSDOSマシン(パソコン)たら

�����

としてコｰドの16進表現を表示させます･

(3)表示された16進の数値が

�����愴愴愴����

であればその計算機の漢字コｰドは拡張ユニックス

コｰドです.

����愰���愴���

であればシフトJISコｰドです･パソコンの多くは

このコｰドです.

6162631b24402422242424261b2848616263ま

テこは
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たらばJIS7ビット漢字コｰドです･

ここに見られる“1b2440"は“ESC$@"“1b

2442"は“ESC$B"そして“1b2848"が“ESC

(J"で漢字と英数字の切り替えのためのエスケｰプ

シｰクェンスです.

以上の方法で自分の計算機の使っている漢字コｰド

がわかります(わかるハズです).これら以外の漢字コｰ

ドを採用している計算機は少たいと思いますがたいとは

言えません･そういう場合はマニュアルを良く見る

かメｰカｰに間い合わせるか少L苦労しそうです･

筍.班S7ビット漢学コｰドとの変換は

地質調査所のネットワｰクにおける情報交換にJIS

7ビット漢字コｰドを使うということにたるとよほど

運が良くたいかぎり自分の計算機の漢字コｰドのままで

はメイノレも掲示板もJUNETも利用できません｡

ニュｰスも読めません.このままでは情報交換用漢字

コｰドといいながら絵にかいた餅にたりかねません.

最近のタｰミナルエミュレｰタｰソフトは漢字コｰ

ドを自動的に変換するものが多くたってきましたがそ

のようなソフトをもっていたくても漢字コｰドが簡単

に変換できれぽなんとかたります･そこで最後になり

ますが漢字コｰドを変換するためのプログラムを紹介

します.これらのプログラムはユニックスのシステ

ム言語であるCで記述されています.図3は以下に紹

介するプログラムがどのように漢字コｰドを変換する

のかを示しています.

鼠且.自分の計算機が拡張ユニックス漢学コｰド

を用いている場合のプログラム

まず紹介するのが拡張ユニックス漢字コｰドの文書

とJIS7ビット漢字コｰドの文書を相互に変換するた

めのプログラムです.

(1)プログラムリストｰ1jtoeucはJIS7ピット

漢字コｰドで記述された文書を拡張ユニックス漢字コ

ｰドの文書に変換するためのフィルタｰプログラムで

す･これはJIS7ピット漢字コｰドで記述され

た文書を読むための道具です.

(2)プログラムリストｰ2euctojは自分の計算機

で作成した拡張ユニックス漢字コｰドで記述された

文書をJIS7ビット漢字コｰドの文書に変換するた

めのフィルタｰプログラムです.これはネットワ

ｰクに情報を乗せるのに使います.

たお拡張ユニックス漢字コｰドを用いているのは

SunAS等のワｰクステｰションです一VAXの漢字

コｰド(DEC漢字コｰドと呼んでいます)も拡張ユニッ
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クス漢字コｰドとほとんど同じものです.

偉.2.自分の計算機がシフト皿S漢学コｰドを

用いている場合のプログラム

次に紹介するのはツフトJIS漢字コｰドの文書と

JIS7ビット漢字コｰドの文書を相互に変換するための

プログラムです.

(1)プログラムリストｰ3jtosjはJIS7ビット漢字

コｰドで記述された文書をシフトJIS漢字コｰドの

文書に変換するためのフィルタｰプログラムです､

JIS7ビット漢字コｰドで記述された文書を読むため

に使います.

(2)プ回グラムリストｰ4sjtojはシフトJIS漢字

コｰドで記述された文書をJIS7ビット漢字コｰド

の文書に変換するためのプログラムです.自分の計

算錘で作った文書をネットワｰクに乗せるのに使いま

す.

なおシフトJIS漢字コｰドを用いているのは

MSDOSパソコンSONYのワｰクステｰションNEWS

たどです.

以上の4つのプログラムはいずれも標準入力から

(またはコマンドラインに記述したファイルから)読んで標

準出力に書き出すフィルタｰです.ですからリダイレ

クションまたはパイプを積極的に使ってください｡

以上のプログラムには拡張ユニックス漢字コｰドで記

述された文書とシフトJIS漢字コｰドの文書を変換す

るためのフィルタｰが含まれていません.拡張ユニッ

クス漢字コｰドの文書をファイル1とLシフトJIS漢

字コｰドの文書をファイル2とします･これらを変換

するには以上のプログラムとリダイレクションとパイ

プを使って

euctojファイル11jtosj〉ファイル2

反対向きの変換なら

sjtojファイル21jtoeuc>ファイル2

というコマンドを打ち込めぽできあがりです.

これらのプログラムはバソコソの場合ですとコンパ

イラｰによっては動作がおかしいこともあるかもLれま

せん･その場合は“char*argv[]"以外の場所に

現れる“char"をすべて“int"に置き換えて下さい.

これは｡har型変数のとりうる値の範囲についての解

釈の不一致が原因です.

一ドとしてJIS7ビット漢字を推奨するということの

説明をしてきました.これについて誤解されると困

るので一言付け加えます.ここで述べた漢字コｰドは

あくまで地質調査所のネットワｰクを利用した共通の

デｰタコミュニケｰツヨンの場の推奨コｰドだというこ

とです.各人が自分の計算機で用いるのはどんたコｰ

ドでもかまいませんしわかりあった同士が特有のコｰ

ドで通信してもいっこうに困ったことにたりません.

複数の機種の計算機の問での情報流通を考える場合に

はおたがいの利益のために最低限の約束ごととして以

上に説明してきた方式をとりましょうというのが私ど

もの真意です.

計算機ネットワｰクによって情報交換が迅速におこ

たわれるようにたれぱ研究に関連したニュｰスは本来

の速報性を取り戻しネットワｰクによる速報紙(誌)

の展望も開けるでしょう.またネットワｰク経由の

デｰタ交換も可能になって地球科学の発展に大いに寄

与することでしょう･この文を読まれた皆さんが地

質調査所のネットワｰクを積極的に利用していただげる

ことを期待します･

最後になりますが筆者のJUNETのアドレスは

以下のとうりです.

野呂はnoro@gsjksun.gsj.junet

川勝はhitosi@gsjc3d.gsj.junet

宮崎は90157@gsjrstn.gsj.junet

地質調査所のネットワｰクやこの女へのご意見野間等

ありましたら上のアドレス宛にメイルをください.

参考文献

(1)JISの情報交換用符号に関する正確な内容を知りたい方は

日本工業規格JISハンドブックｰ情報処理1986年目本規

格協会5500円をご覧ください.

(2)JUNETについてはJUNET利用の手引をご覧くださ

い･これは通常の出版物ではないため近代科学杜電話

(03)260-6161に直接連絡Lてください.価格は1600円

です.

(3)言語Cについては巷に本があふれていますが必携書は

カｰニハンとリッチｰプログラミ:■グ言語C共立出版で

しょう.

(4)ユニックスに関する本も大変多いので迷いますがカｰ

ニハソとパイクUNIXプ目グラミソグ環境アスキｰ出版

村井はかプ目フェショナルUNIXアスキｰ出版等が入

門書ではありませんが役に立ちます.

(UNIXはAT&Tが開発しライセンスしています･)

7.おわりに

地質調査所のネットワｰクにおける情報交換用漢字コ
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野呂･川勝･宮崎

プログラムｰ1

/*jt02uo.o一一

JIS7ピット漢字コｰド体系の文書を

拡張ユニックス漢字コｰドを含む文書に

変換するための7イルタｰプログラム宗/

#incIude<宮tdio.出〉

皿a三n(ar互C,ar岬)

int“go1

c忘ar*邑rgv口;

�

○忘“C;

三耐f1量g=Oi

FlL]≡*fp,*foPe皿O;

iチ(旦rgc昌昌1)/宗コマyドラインに引数かなければ､*/

fP=stdin;/*標準入力から読む*/

else/*フ7イルが指定されていれば､それから読む*/

if(({P=foPen(邑!･97〔工],'Ir川)〕…;NuLL)

�

fp･i･モf(･td…,I'川･%･nOt伽㎜d警･1',a･9甲[1]);

eエit(1);

紀

紀

楮�

�

杣il･((o=9･tc({P))!=EOF)

�

if(o器033〕/*おや､エスケｰプシｰクェンスが来た*/

�

引ag=εsc_proc(わ)i/*モｰドの切り替え*/

潯�業攻

紀

1f(flag==O〕/*英数字毛一ドだから､そのまま*/

P･tψ･･(･);

21s8/*漢字だから､8ピット目を立てる*/

putch2r(clO工80);

紀

eso_Proo(わ)

F工LE*fp;

･h･ro1≡g･t･({P〕,c2;9さ打(fp);

if((cl≡≡'(I)&&(c2==IH'))

�����

��������㈽���

�����

if((cユ=='(I)&&(･2=='JI))

�����

if((･ユ:=I$I)&&(･2昌;IBI))

re加m(工);

/*英数字;誤りだが､しばしば*/

/*使われている*/

/*漢字:1978*/

/*英数字1正しい*/

/*漢字:1983*/

地質ニュｰス
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プログラムｰ2

/*e皿｡toj.6一

拡張ユニックスコｰドを含む文書を

JIS7ピット漢字体系の文書に

変換するためのフィルタｰプログラム*/

判nClude<5td三〇.h〉

皿ain(･rgC,･rgY)

iηtargC;

Ch“細rgT〔];

�

���

楮瑦�朽伻

FILE孝士p,*foPenO;

if(“gc=:工)/*コマンドラインアｰキュメ:/トが*/

fp呈stdin;/*なければ標準入力から読む*/

e16e/*ファイル名があれば､それから読む*/

if((fp=チ｡Pen(邑rg平[1],'IrII))≡=NULL)

�

わrintf(stderr,''川･%･mt{o･nd\n'I,･rgvm);

e■it(1)､;

紀

w止il･((c=9etc(わ))!=EOF)

�

i{(flag==O)/*今､英数字モｰド*■

�

if((c&O■80)=:P)/*英数字なので､そのまま*/

p“6har(c);

e1se/*おっと､漢字だよ*/

�

flag=叩t_esc({1ag);/*エスケｰプ'シｰクェンス

を出力Lて､今から

漢字モｰド*/

putchar(c&Ox7{);/*euc漢字だから､

8ピット目をマスク*/

紀

紀

else/*今は､漢字モｰド*/

�

if((c&Ox80)==O)/*若っと､英数字が来たよ*/

�

f1ag;put_esc({lag);/*エスケｰプシｰクェンス

を出力して､今から

英数字モｰド*/

P･モ｡har(c);

紀

else/*euc漢字だから､

8ピット目をマスク*/

put･h･r(c&Ox7f);

紀

紀

if(fp!=･tdin)f･1…({P);

紀

楮瑰畴彥獣���

int刊ag;

�

i{(flag==O)/*英数字モｰドから､漢字モｰドに入る*/

�

P･t･h･r(0･工b);

P･tCb･r(I$');

put･h･r('@');

r･t･m(1);

紀

e-s･/*漢字モｰドから､英導字モｰドに入る*ノ

�

P･tch“(Oxlb);

put但haτ(I(');

P･tohar('J');

�����

紀

紀
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野呂･川勝･宮崎

プログラムｰ3

尢��

�

�

�

'.6一一JIStoSE三ftJIS

JIS7ビット漢字体系の文書を

シフトJIS漢字体系の文書に変換するための

フィルタｰプログラム

�

�

�

幸/

榊nc1“c〈stdio.h〉

皿呂1n(argC,･rg■)

i皿t“gC;

ohar*ar"口三

�

楮��

iEt刊ag≡O;

FILE幸壬p,*fopcnO;

if(argc=≡1)/*コマンドライ:!に7アイルの指定が

なければ標準八カから譲む

士P=5tdi皿ヨ

61se■*7アイルが指定されていれば

そのファイルから読む*/

��筐����牧����∩��啌�

�

fp･i皿t{(･td…,II川･%･･ot士｡･･d\･",･･gv[1])･

6工it(1);

�

�

田上i18((6…ε日tc(fp))!=EOF〕

�

if(c==033)/*おや､エスケｰプか来たよ*/

�

刊2ε害6SO_Pr･C(わ);

〰�業攻

紀

if(f12g==O)/*英数字なら､そのまま出力*/

p凹tO止ar(C);

e15e/*漢字だから､シフトJISに*/

･jproo(C,fp〕;

紀

紀

楮�

�

esc_proc(壬p)/*エスケｰプシｰクェンスの処理

FlLl…*{P;

charo1呈getc(fp),｡2;9･tc(わ〕;

�

i壬((o1昌筥'(i)&&(c2==IH'))/*英数字間違いだが*/

r2tum(O);/*よく使われている*/

if((c1=='$I〕&&(･2=昌'@'〕)/*漢字ユ978*/

･･t号m(1);

if((c1器(')&&(o2=;IJ'))/*英数字正Lい*/

re汕m(O);

i{((c1≡='$')&&(c2=…IB'))/*漢字1983*/

rC,tum(一);

紀

sjproc(c,fp)/孝JISコｰドから､'シフトJISコｰドヘ*/

intC…

FlLE1*fp…

�

intc2=εeto(わ);

if((｡%2)=呈O〕

c2;c2+O■7d;

ε]S店

｡2…c2+Oエ1f;

if(62〉呈･O■フf)

��㈫�

c=(c-O■2ユ)■2;

c=c+0■81;

if(｡〉0元9{)

c筥｡+Px40;一

putc止“(c);

叩t6h“(c2);

紀
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413号�



�

�

ド変換用PG

と

ド

庸報交換用漢字

プログラムｰ4

一

**土下京

匀

�

』

�

�

る

す

換

変

に

書

を文

書の

文系

の体

ド字

一藻ム

コラ

字トク

漢ツロ

Sピプ

ｰ7一

Sjタ

〃トSル

tプｰイ

HシJフ

趾

冒jtoj

幸

-辛**

〉

<^‡

#i皿｡1ud筥

,皿』

■

皿

■

回

�

○口1

��

幸

｡･τ幸

楮�

���

/辛コマ:/ドラインにファイル指定ボなければ

標準入力から読む辛/

8『旦｡;=

昀

=““日;

�

昀

ｰ

ネ

/幸フ7イルが指定されていれぱ

それから読む

｡l“

=昌NULL

≡

�

�

��

皿d\n1'､里

��

昌

─

�

1≡0F

一'

�

一一

/*今は､英数字モｰドです*/

冊-

{1里!;;

/ｰ

ネ*

そのまま

/ま葉数字なので

/幸幽カします

0･80)=昌O〕

p凹“h“ω･

●1“

一

�

一

幸

て

し

たカｰ

来出‡ら

がをヨ

字列S

漢ブ

ヘ換

､一J

ド変

とケト

一に

つスフ

モS

おエシ

字dｰ

パパ漢hパJ

一p

一一〇

慰

工

�

/‡今は､漢字モｰドです

｡l“

ｰ

ネ

て

し

た力-

来出まま

がをま

字列の

へ

数プそ

英一

､ケは

モ

やス字

字

お工.,文

数む

パパ薬㎞パ

の

≡

�

○工日O

一･.

;田

工一

辛*宗

/*漢字が来たので

/*シフトJlSから

/まJlSに変換

��

{o10M〔わ

stdi皿

�

�

昀

凹n

�

皿

椀

/*今から漢字､というエスケｰプシｰクェンス*/

/$英数字の､エスケｰプ'シｰクェンス‡/

ifい1“==

工$伯固■,

■巳邑n

潯孵

��

ⅻ�

叩t^“

叩toh“

叩to止“

nτO

��

一

�

Sへの変換

Sから､

シフ

ネ

ｰ

･-宗

5t｡{

i皿t

��

�

�

℀

ヨ

i皿t

���

if(f5tく=O19f〕

笵���

�∀

吾9t=f3t

O!b1･

∀

�

�

昀

晳�

5“〉O17{〕

s“言畠“一1;

O■9!

一一

〉

　

�

�

9!o昌"o-O■7d;

�����

筥!{くO!9●

･1s!

f畠t

a日

灯�

号

年

���


