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このドキュメントの使用法

■ 概要 -『Oracle Solaris でのアプリケーションの国際化とローカライズ』では、
Oracle Solaris 11.3 リリースで使用できる国際化インタフェースと関連ツールについ
て説明します。

■ 対象読者 - このマニュアルは、Oracle Solaris 11 で使用する国際化またはローカライ
ズされたアプリケーションを作成するプログラマを対象としており、C プログラミ
ング言語のインタフェースに重点を置いています。

■ 必要な知識 - このマニュアルでは、読者がプログラミングを基本的に理解してお
り、C プログラミング言語と UNIX オペレーティングシステムに精通していること
を前提としています。このマニュアルでは、国際化とローカライゼーションに関す
る基礎知識があることも前提にしています。このマニュアルでは、読者が参照用に
次のドキュメントを使用していることを想定しています。
■ 『Oracle Solaris 11.3 Programming Interfaces Guide』 – アプリケーション開発者に

よって使用される Oracle Solaris 11 のネットワークインタフェースとシステムイ
ンタフェースについて説明します。

■ 『International Language Environments Guide for Oracle Solaris 11.3』 – ユーザーお
よびシステム管理者向けの Oracle Solaris 11 の国際化およびローカライゼーショ
ンの機能とツールの概要を説明します。

■ 『Oracle Solaris Studio 12.4: C ユーザーガイド』および『Oracle Solaris Studio
12.4: C++ ユーザーズガイド』 – コンパイラのマニュアルを提供します。

■ 『The Single UNIX Specification, Version 3』 – このドキュメントは SUSv3 とも
呼ばれ、Oracle Solaris OS が準拠する IEEE 標準 (IEEE Std 1003.1-2001) と The
Open Group Technical Standard が含まれています。

■ 『The Single UNIX Specification, Version 4』 – このドキュメントは SUSv4 とも呼
ばれ、最新版の標準と IEEE Std 1003.1-2008 が含まれています。

■ 『The Unicode Standard, Version 6.0.0』 (Mountain View, CA: The Unicode
Consortium, 2011. ISBN 978-1-936213-01-6)
http://www.unicode.org/versions/Unicode6.0.0/ – Oracle Solaris OS が準拠する
Unicode 標準。

■ CLDR - Unicode Common Locale Data Repository – ロケールデータの標準リポジト
リを提供する Unicode プロジェクト。

■ RFC 2130 - The Report of the IAB Character Set Workshop, 29 February - 1 March,
1996 – 文字セットの問題に関する適切な説明が掲載されています。
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製品ドキュメントライブラリ

■ 『CJKV Information Processing, 2nd Edition』、Ken Lunde 著、O'Reilly Media、
2008 年 – 中国語、日本語、韓国語、ベトナム語の国際化に関する情報を提供し
ます。

このマニュアルには Oracle Solaris マニュアルページへの参照が多数含まれていま
す。マニュアルページには、Oracle Solaris 11 Documentation の Oracle Solaris 11.3
Reference Manuals の下からオンラインでアクセスできます。
これらは、Oracle Solaris インストールの実行中に man コマンドを使用して表示す
ることもできます。たとえば、標準 C ライブラリ関数の iconv 関数のマニュアル
ページは iconv(3C) と呼ばれ、次のコマンドによって表示できます。

$ man -s 3C iconv

製品ドキュメントライブラリ

この製品および関連製品のドキュメントとリソースは http://www.oracle.com/pls/
topic/lookup?ctx=E62101-01 で入手可能です。

フィードバック

このドキュメントに関するフィードバックを http://www.oracle.com/goto/
docfeedback
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 1 ♦  ♦  ♦        第    1    章 

国際化とローカリゼーションの概要

国際化とローカリゼーションは異なる手順です。国際化が言語間や地域間でのソフト
ウェアの移植を可能にするプロセスであるのに対し、ローカライゼーションはソフト
ウェアを特定の言語や地域に適応させるプロセスです。国際化されたソフトウェアを
開発するには、文化上の特定の要件に従ってプログラムの動作を実行時に変更するイ
ンタフェースを使用します。ローカリゼーションでは、ロケールとも呼ばれる言語や
地域をサポートするためのオンライン情報を確立する必要があります。

国際化されたソフトウェアは、さまざまなネイティブ言語や慣例の下で動作するほ
か、ソフトウェアを書き直さなくても、あるロケールから別のロケールに移植できま
す。Oracle Solaris システムは国際化されており、国際化されたソフトウェアの作成に
必要なインフラストラクチャーやインタフェースを提供します。

ロケールの概要
ロケールは特定の地域に関する言語および文化的規約データの集まりです。Oracle
Solaris などの UNIX オペレーティングシステムの文脈において、ロケールという用
語は一連の標準によって定義される特定の意味を持っています。詳細は、『Oracle
Solaris 11.3 国際化対応言語環境の利用ガイド』を参照してください。

C ロケール
C ロケールは POSIX ロケールとも呼ばれますが、これは、POSIX に準拠するすべての
システムの POSIX システムデフォルトロケールです。Oracle Solaris オペレーティン
グシステムは POSIX システムです。C ロケールは『Single UNIX Specification, Version
3』で規定されています。この仕様を読んだりダウンロードしたりするには、http://
www.unix.org/version3/online.html で登録を行なってください。

国際化されたプログラムを C ロケールで実行するには、次のいずれかの方法を使用し
ます。

■ すべてのロケール環境変数の設定を解除します。C ロケールでアプリケーションを
実行します。
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ロケールの概要

$ unset LC_ALL LANG LC_CTYPE LC_COLLATE LC_NUMERIC LC_TIME LC_MONETARY LC_MESSAGES

  

■ ロケールを明示的に C または POSIX に設定します。

$ LC_ALL=C

$ export LANG=C

  

一部のアプリケーションは、setlocale(3C) を実際に呼び出して現在のロケールを参
照することなしに、LANG 環境変数をチェックします。この場合、LC_ALL および LANG
ロケール環境変数を指定することで、シェルが明示的に C ロケールに設定されます。
ロケール環境変数間の優先順位の関係については、setlocale(3C) のマニュアルペー
ジを参照してください。

端末環境で現在のロケールをチェックするには、locale(1) コマンドを実行します。

$ locale
LANG=C
LC_CTYPE="C"
LC_NUMERIC="C"
LC_TIME="C"
LC_COLLATE="C"
LC_MONETARY="C"
LC_MESSAGES="C"
LC_ALL=
  

ロケールのカテゴリ
ロケールのカテゴリの種類は次のとおりです。

LC_CTYPE 文字の分類および大文字/小文字の変換。

LC_TIME 月の名前、曜日、一般的な完全表示や短縮表示など、日付や時間
の書式を指定します。

LC_MONETARY ロケールの通貨記号、千の区切り文字、符号の位置、小数点以下
の桁数など、通貨の書式を指定します。

LC_NUMERIC 小数区切り文字 (または基数文字)、千の区切り文字、およびグ
ループ化を指定します。

LC_COLLATE ロケールの照合順序および正規表現の定義を指定します。

LC_MESSAGES ローカライズされたメッセージの記述言語と、ロケールの肯定と
否定の応答 (yes と no の文字列と表現) を指定します。
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国際化について

LO_LTYPE 言語レンダリングに関する情報を提供するレイアウトエンジン
を指定します。言語レンダリング (またはテキストレンダリング)
は、文字の形状や方向の属性に依存します。

コアロケール
Oracle Solaris 11 のコアロケールは次のとおりです。

中国語 (簡体字) zh_CN.UTF-8

中国語 (繁体字) zh_TW.UTF-8

英語 en_US.UTF-8

フランス語 fr_FR.UTF-8

ドイツ語 de_DE.UTF-8

イタリア語 it_IT.UTF-8

日本語 ja_JP.UTF-8

韓国語 ko_KR.UTF-8

ブラジルポルトガ
ル語

pt_BR.UTF-8

スペイン語 es_ES.UTF-8

コアロケールは、追加インストールが可能なロケールよりも、ローカライズメッセー
ジのレベルでより広い範囲をカバーします。インストーラやパッケージマネージャー
などの Oracle Solaris OS コンポーネントはコアロケールでのみローカライズされてい
ますが、GNOME や Firefox といったサードパーティーソフトウェアのローカライズ
メッセージは通常、より多くのロケールで使用可能となっています。

Oracle Solaris 環境のどのロケールでも、関連する言語やアプリケーションのローカラ
イズメッセージが存在していれば、そのローカライズメッセージを表示できます。
ローカライズされたメッセージを含む追加のロケールは、pkg facet プロパティを変
更することで、インストールリポジトリからシステムに追加できます。

国際化について
国際化を示す internationalization という単語は、i と n という文字の間に 18 文字が存在
するため、国際化は i18n という略語で表されることがよくあります。国際化の意味に

第 1 章 国際化とローカリゼーションの概要 11



ローカライゼーションについて

はさまざまな定義がありますが、本書において国際化とは、世界中の市場の要件に対
応できるような汎用的で柔軟なプログラムを作成することを意味します。

国際化の一環として製品をローカライズ可能にすることがあります。これにより、ア
プリケーションのユーザーインタフェース (UI) は、アプリケーションのソースコード
を最小限に変更するだけで変換できるようになります。

たとえば、次のようにコード化された C プログラムのメッセージテキストについて考
えてみます。

    /* This is not internationalized code */
    printf("This message needs internationalization.");

このメッセージを、gettext コマンドを使用してメッセージカタログに外在化する場
合は、次のように記述します。

    /* This is internationalized code */
    printf("%s", gettext("This message is now internationalized."));

国際化のもう 1 つの重要な部分は、ソースコードを変更せずに異なるロケールに属す
るデータが処理可能になることです。

たとえば、文字列の配列をソートする場合を考えます。国際化が行われない場合、
ソースコードは次のようになります。

    /* This is not internationalized code, since strcmp() compares byte
       values, producing an invalid sort order */ 

    if (strcmp((const char *)string[q], (const char *)string[p]) > 0) {
        temp = string[q];
        string[q] = string[p];
        string[p] = temp;
    }

このソートのメソッドは、英語のロケールで文字列を処理する場合のみ機能します。
ただし、異なるロケールの文字を処理するコードでは、ロケールに依存した関数を使
用する必要があります。ロケールに依存した関数を使用すると、ソートのメソッドは
次のように作成されます。

    /* This is internationalized code, since strcoll() uses locale
       information to determine sort order */ 

    if (strcoll((const char *)string[q], (const char *)string[p]) > 0) {
        temp = string[q];
        string[q] = string[p];
        string[p] = temp;
    }

ローカライゼーションについて

ローカライゼーションを示す localization という単語は、l と n という文字の間に 10 文
字が存在するため、ローカライゼーションは l10n という略語で表されることがよく
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ローカライゼーションについて

あります。ローカライゼーションとは、特定のロケールに応じてアプリケーションを
カスタマイズするプロセスです。たとえば、カスタマイズには次のようなアクティビ
ティーが伴います。

■ ユーザーインタフェースと関連のドキュメントを異なる言語に翻訳する。
■ ロケールの表記規則に従って、リソースファイルの書式設定フィールドを変更する

(日付形式を mm/dd/yy から yy/mm/dd に変更するなど)。
■ ロケール固有の機能を実装したコードモジュールを追加する (日本語対応の入力方

法エディタや、ユダヤ暦で日付を計算するモジュールなど)。
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 2 ♦  ♦  ♦        第    2    章 

libc ライブラリのプログラミングインタ
フェース

この章では、Oracle Solaris C ライブラリ (Solaris libc) で使用できる、国際化および
ローカライゼーション関連の選択されたアプリケーションプログラミングユーザー
インタフェース (API) について説明します。API を説明するコードサンプルも示しま
す。

プログラミング標準

Oracle Solaris OS は、多数の標準と仕様をサポートしています。Oracle Solaris 10 およ
び Oracle Solaris 11 リリースは、Single UNIX Specification, Version 03 (SUSv3) 標準に準
拠した UNIX 03 ブランドに認定および登録されています。この標準は Open Group と
いう業界団体によって管理されています。

Oracle Solaris 環境でアプリケーションを作成するソフトウェア開発者は、これらの
標準を認識する必要があります。開発者は、特定のコンパイラのオプションを使用
して、アプリケーションが特定の標準に準拠していることを宣言できます。Oracle
Solaris でサポートされる標準とそれに関連するコンパイラオプションは、standards(5)
のマニュアルページに示されています。

システムロケールの管理

アプリケーションのロケール設定により、さまざまなロケールにおけるアプリケー
ションの動作方法が決定します。ロケール設定は、国際化されたアプリケーション
を処理する場合のもっとも重要な設定です。ユーザーから見ると、ロケールはアプリ
ケーションの動作の多くの側面に影響します。またプログラマの観点からは、システ
ムが提供する多くのインタフェースの動作に影響します。適切に作成された国際化さ
れたアプリケーションでは、ロケールを正しく設定する必要があります。

ロケールの詳細と、プログラムの動作に対する影響については、『Oracle Solaris 11.3
国際化対応言語環境の利用ガイド』を参照してください。
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システムロケールの管理

注意 - setlocale(3C) マニュアルページに説明されているとおり、国際化されたイン
タフェースはすべて例外付きでマルチスレッドでの動作が安全です。インタフェー
スの分類の詳細は、『Multithreaded Programming Guide』 の 「MT Interface Safety
Levels」を参照してください。

ロケールに依存する関数
このマニュアルで説明する関数は、ロケールに依存しています。関数の出力は処理の
ロケールによって異なります。

C 言語のプログラムでは、ロケールは setlocale() 関数を使用して設定されま
す。setlocale() 関数は、ほかの機能がロケール情報を使用できるように、プログラ
ムの最初の方で呼び出す必要があります。

注記 - プログラム内でロケールを設定しない場合、デフォルトでは、プログラムは C
ロケールで実行されます。C ロケールの詳細は、9 ページの「C ロケール」を参照して
ください。

ロケールの関数
システムのロケールに関連する関数は次のとおりです。

setlocale() プログラムのロケールを設定します

localelist() インストールされているロケールを問い合わせます

localelistfree() localelist() 呼び出しに関連付けられたメモリーを解放します

localelist() 関数は、システムにインストールされているロケールを問い合わせる
ために使用します。Oracle Solaris システムに追加のロケールをインストールする方法
の詳細は、『Oracle Solaris 11.3 国際化対応言語環境の利用ガイド』を参照してくださ
い。

詳細は、setlocale(3C)、 localelist(3C)、 localelistfree(3C)、
locale_alias(5)、 langinfo.h(3HEAD)、 nl_types.h(3HEAD)、および environ(5)
のマニュアルページを参照してください。

例   1 プログラムのロケールの設定

次のコード抜粋部分は、ロケールを en_US.UTF-8 に設定する方法を示しています。
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システムロケールの管理

#include <locale.h>
      :
(void) setlocale(LC_ALL, "en_US.UTF-8");

注記 - ユーザー環境のロケール情報を使用する場合は、空の文字列 ("") を
setlocale() 関数に対する引数として使用します。詳細は、setlocale(3C) および
environ(5) のマニュアルページを参照してください。

例   2 プログラムのロケールの問い合わせ

次のコード抜粋部分は、現在のロケールを問い合わせる方法を示しています。

   
#include <locale.h>
      :
char *locale;
      :
locale = setlocale(LC_ALL, NULL);

この例では、locale 変数はプログラムの現在のロケールに設定されます。

例   3 ユーザー環境からのロケール設定の使用

次のコード抜粋部分は、ユーザー環境のロケール設定を使用するように env_locale
変数を設定する方法を示しています。

   
#include <locale.h>
      :
char *env_locale;
env_locale = setlocale(LC_ALL, "");

たとえば、ユーザー環境のロケールが es_ES.UTF-8 の場合、env_locale 変数は
es_ES.UTF-8 に設定されます。

注記 - 異なるロケールのカテゴリには異なる値が設定される (複合ロケール設定とも呼
ばれる) 環境の場合、LC_ALL カテゴリを使用して setlocale 関数を呼び出すと、ス
ラッシュ "/" で区切られた全カテゴリの値を含む文字列が返されます。例:

"/es_ES.UTF-8/es_ES.UTF-8/es_ES.UTF-8/es_ES.UTF-8/es_ES.UTF-8/de_DE.UTF-8"

この文字列には、LC_CTYPE、 LC_NUMERIC、 LC_TIME、 LC_COLLATE、
LC_MONETARY、 LC_MESSAGES というカテゴリが含まれています。この LC_MESSAGES
は環境内で de_DE.UTF-8 に設定されています。

ロケールデータの取得と書式設定に対する関数

ロケールデータを取得および書式設定するための関数は次のとおりです。
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システムロケールの管理

localeconv() 数値の書式情報を取得します

nl_langinfo() 言語およびロケール情報を取得します

strftime() 日付と時間を文字列に変換します

strptime() 文字列を時間構造に変換します

strfmon() 通貨値を文字列に変換します

これらの関数は、時間の書式または通貨記号など、ロケール固有のデータの問い合
わせに使用されます。この関数は、時間、数値、または通貨情報を地域の表記規則
に従って書式設定するためにも使用できます。詳細は、langinfo.h(3HEAD) および
mktime(3C) のマニュアルページを参照してください。

例   4 ロケールのコードセット名の取得

次のコード抜粋部分は、現在のプログラムのロケールの codeset を取得する方法を示
しています。

#include <langinfo.h>
:
char *cs;
cs = nl_langinfo(CODESET);

この例では、C ロケールの場合、cs 変数は文字列 "646" を指しています。これは US-
ASCII コードセットの別名です。コードセットの詳細は、29 ページの「コード
セットの変換」を参照してください。

例   5 ロケールの肯定応答文字列の問い合わせ

次のコード抜粋部分は、yesstr 変数を yes/no 文字列に設定する方法を示していま
す。これは現在のロケールの肯定応答に使用されます。

#include <langinfo.h>
:
char *yesstr;
yesstr = nl_langinfo(YESSTR);

たとえば、es_ES.UTF-8 ロケールでは、yesstr は文字列 sí を指しています。

例   6 ローカル時間の出力

次のコード抜粋部分は、環境に応じて設定されているロケールの地域規則に従って書
式設定された現在の日付と時間を表示する方法を示しています。

#include <stdio.h>
#include <locale.h>
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メッセージの処理

#include <time.h>
   :
char    *locale, ftime[BUFSIZ];
time_t  t;

locale = setlocale(LC_ALL, "");
if (locale == NULL) {
/* handle error */
}

if (0 != strftime(ftime, BUFSIZ, (char *)NULL, localtime(&t))) {
(void) printf("%s - %s\n", locale, ftime);
}

メッセージの処理
ユーザーベースのアプリケーションでは、メニュー選択肢、警告メッセージ、ウィン
ドウのタイトルなどのテキスト情報がユーザーに表示されます。アプリケーションが
ローカライズされている場合は、ユーザーに表示されるテキストもローカライズされ
た言語を使用する必要があります。

次の各セクションでは、メッセージ処理用の API の 2 つのセットについて説明しま
す。

■ 19 ページの「gettext API」
■ 28 ページの「X/Open catgets API」

gettext API
ローカライズされるテキストメッセージは、アプリケーションのソースコードとは切
り離して、個別のファイルに格納する必要があります。これらのファイルは、メッ
セージバンドル、メッセージカタログ、または移植可能メッセージファイルと呼ばれ
ます。各プログラミング言語には、これらのファイルを操作するためのツールセット
が用意されています。たとえば、C、Python、Perl などのプログラミング言語では、
メッセージを翻訳するための gettext 関数が提供されています。

移植可能メッセージファイルは gettext ユーティリティーを使用して作成します。
これらのファイルはプレーンテキストで表示され、ファイル拡張子として .po が付き
ます。翻訳対象の移植可能メッセージファイルをトランスレータに送信し、トランス
レータは翻訳済みのテキストでファイルを更新します。翻訳後の .po ファイルには、
対応する翻訳済みのテキストとメッセージ ID が含まれます。例:

$ cat cs.po
.
.
#: code.c:37
#,c-format
msgid "My hovercraft is full of eels.\n"
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シェルスクリプトのローカライズ済みメッセージオブジェクトを生成する方法

msgstr "Moje vznášedlo je plné úhořů.\n"

ただし、移植可能オブジェクトファイルをメッセージオブジェクトファイルに変換す
ることで、システムのパフォーマンスを向上できます。メッセージオブジェクトファ
イルにはファイル拡張子として .mo が付きます。移植可能オブジェクトファイルを
メッセージオブジェクトファイルに変換するには、msgfmt ユーティリティーを使用し
ます。

注記 - メッセージが gettext 関数でラップされると、現在のロケールに基づいて翻訳
が実行されます。この方法では、元のテキストメッセージが、メッセージカタログに
対するキーとして使用されます。

シェルスクリプトのローカライズ済みメッセージオブジェクトを
生成する方法

1. gettext ツールの GNU バージョンを使用するには、PATH 環境変数の前に /usr/gnu/
bin を追加します。

2. xgettext コマンドを使用して、シェルスクリプトからメッセージを抽出し、メッ
セージファイルテンプレートに配置します。

3. msginit コマンドを使用して、翻訳言語に固有の移植可能メッセージ (.po) ファイル
を作成します。

4. .po ファイル内で作成されたメッセージを翻訳します。

5. TEXTDOMAINDIR環境変数で指定したディレクトリに、LC_MESSAGES ディレクトリを作
成します。

6. シンボリックリンクを作成するか、LANGUAGE 変数を設定します。

7. メッセージオブジェクト (.mo) ファイルを作成します。

例   7 シェルスクリプトのローカライズ済みメッセージオブジェクトの生成

この例は、シェルスクリプトのローカライズ済みメッセージオブジェクトを生成する
方法を示しています。gettext 関数の呼び出しを含む、次のシェルスクリプトがある
ことを想定します。

#!/usr/bin/bash
#

# set TEXTDOMAIN and TEXTDOMAINDIR as per the gettext(1) manual page
TEXTDOMAIN=test_gettext_sh
export TEXTDOMAIN
TEXTDOMAINDIR=/home/xxxxx/lib/locale
export TEXTDOMAINDIR
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シェルスクリプトのローカライズ済みメッセージオブジェクトを生成する方法

PATH=/usr/gnu/bin:/usr/bin
export PATH

# source gettext.sh for using eval_gettext and eval_ngettext
. gettext.sh

f="filename.dat"
# Use eval_gettext or eval_ngettext if it refers to shell variables

# TRANSLATORS: $f is replaced with a file name
eval_gettext "\$f not found"; echo
gettext "file not found"; echo

echo "`eval_gettext "\\\$f not found"`"
echo "`gettext "file not found"`"

このシェルスクリプト用に、次の手順を使用して、ローカライズされたメッセージオ
ブジェクトを作成できます。

1. gettext ツールの GNU バージョンを使用するには、PATH 環境変数の前に usr/
gnu/bin を追加します。

$ PATH=/usr/gnu/bin:$PATH

2. xgettext コマンドを使用して、シェルスクリプトからメッセージを抽出し、メッ
セージファイルテンプレートに配置します。

$ xgettext -c"TRANSLATORS:" -L"Shell" test_gettext.sh

messages.po という名前のファイルが作成されます。ここにはシェルスクリプト
のヘッダー情報およびメッセージ文字列が含まれます。トランスレータ向けの説
明コメントも含まれます。次の例は、messages.po ファイルからの抜粋を示して
います。

#. TRANSLATORS: $f is replaced with a file name

#: test_gettext.sh:18 test_gettext.sh:21

#, sh-format

msgid "$f not found"

msgstr ""

#: test_gettext.sh:19 test_gettext.sh:22

msgid "file not found"

msgstr ""

3. msginit コマンドを使用して、翻訳言語に固有の移植可能メッセージ (.po) ファイ
ルを作成します。たとえば、日本語の ja_JP.UTF-8 ロケールでは、次のコマンド
を使用して .po ファイルを作成します。

$ msginit --no-translator --locale=ja_JP.UTF-8 --input=messages.po

ja.po という名前のファイルが作成されます。
4. ja.po ファイル内のメッセージを翻訳します。
5. TEXTDOMAINDIR環境変数で指定したディレクトリに、LC_MESSAGES ディレクトリ

を作成します。
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C プログラムのローカライズ済みテキストメッセージを生成する方法

$ mkdir -p lib/locale/ja/LC_MESSAGES

6. シンボリックリンクを作成するか、LANGUAGE 変数を設定します。
■ シンボリックリンクを作成します。

$ ln -s ja lib/locale/ja_JP.UTF-8

■ LANGUAGE 変数を設定します。

$ LANGUAGE=ja_JP.UTF-8:ja

$ export LANGUAGE

7. メッセージオブジェクト (.mo) ファイルを作成します。

$ msgfmt -o lib/locale/ja/LC_MESSAGES/test_gettext_sh.mo ja.po

C プログラムのローカライズ済みテキストメッセージを生成する
方法

1. PATH 環境変数の前に /usr/gnu/bin を追加します。

2. xgettext コマンドを使用して、ソースコードからメッセージを抽出し、メッセージ
ファイルテンプレートに配置します。

3. LC_TIME ロケールカテゴリに .po ファイルをもう 1 つ作成します。

4. msginit コマンドを使用して、翻訳言語に固有の移植可能メッセージ (.po) ファイル
を作成します。

5. 作成された .po ファイルを翻訳します。

6. LOCALEDIR 変数で指定されているディレクトリに、LC_MESSAGES および LC_TIME
ディレクトリを作成します。

7. シンボリックリンクを作成するか、LANGUAGE 変数を設定します。

8. メッセージオブジェクト (.mo) ファイルを作成します。

例   8 C プログラムのローカライズ済みテキストメッセージの生成

この例は、C プログラムのローカライズ済みメッセージオブジェクトを生成する方法
を示しています。gettext 関数の呼び出しを含む、次の C プログラムがあることを想
定します。

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <libintl.h>
#include <locale.h>
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C プログラムのローカライズ済みテキストメッセージを生成する方法

#include <time.h>

/*
 * _()   is used for the strings to extract messages.
 * N_()  is used for the string array message to extract messages.
 * T_()  is used for the strings to extract messages with working on LC_TIME
 */
#define _(String)      gettext (String)
#define gettext_noop(String)   String
#define N_(String)      gettext_noop (String)
#define T_(String)      gettext_noop (String)

#define LOCALEDIR      "/home/xxxxx/lib/locale"
#define PACKAGE         "test_gettext"

static const char *msg[] = {
   N_("The first message"),
   N_("The second message"),
};

int main(int ac, char **av)
{
   char *file = "test.dat";
   int line = 40;
   int column = 10;
   time_t tloc;
   char time_buf[BUFSIZ];

   setlocale(LC_ALL, "");
   bindtextdomain(PACKAGE, LOCALEDIR);
   textdomain(PACKAGE);
   /*
    * By default, the characters are converted to current locale's encoding.
    * If this is not desired, call bind_textdomain_codeset(). For example,
    * if you want "UTF-8" encoding, specify "UTF-8" in the second argument.
    *
    *   bind_textdomain_codeset("test_gettext", "UTF-8");
    */
   printf(_("This is a test\n"));

   printf("%s\n", _(msg[0]));
   printf("%s\n", _(msg[1]));
   /* TRANSLATORS:
      First %d is replaced by a line number.
      Second %d is replaced by a column number.
      %s is replaced by a file name. */
   printf(_("ERROR: invalid input at line %1$d, %2$d in %3$s\n"),
       line, column, file);

   /*
    * strftime() works with LC_TIME not LC_MESSAGES so to get properly
    * formatted time messages we have to call dcgettext() with LC_TIME category.
    */
   (void) time(&tloc);
   (void) strftime(time_buf, sizeof (time_buf),
       /* TRANSLATORS:
        This is time format used with strftime().
        Please modify time format to fit your locale by using
        date '+%a %b %e %H:%M:%S' */
       dcgettext(NULL, T_("%a %b %e %H:%M:%S"), LC_TIME),
       localtime(&tloc));
   printf("%s\n", time_buf);
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C プログラムのローカライズ済みテキストメッセージを生成する方法

   return(0);
}

この C プログラム用に、次の手順を使用して、ローカライズされたメッセージオブ
ジェクトを作成できます。

1. PATH 環境変数の前に /usr/gnu/bin を追加します。

$ PATH=/usr/gnu/bin:$PATH

2. xgettext コマンドを使用して、ソースコードからメッセージを抽出し、メッセー
ジファイルテンプレートに配置します。

$ xgettext -c"TRANSLATORS:" -k -k"_" -k"N_" -L"C" test_gettext.c

messages.po ファイルが LC_MESSAGES ロケールカテゴリに対して作成されます。
ここには、ヘッダー情報やメッセージ文字列が格納され、トランスレータ向けの
説明コメントも含まれています。次の例は、messages.po ファイルからの抜粋を
示しています。

#: test_gettext.c:21

msgid "The first message"

msgstr ""

#: test_gettext.c:22

msgid "The second message"

msgstr ""

#: test_gettext.c:43

#, c-format

msgid "This is a test\n"

msgstr ""

#. TRANSLATORS:

#. First %d is replaced by a line number.

#. Second %d is replaced by a column number.

#. %s is replaced by a file name.

#: test_gettext.c:51

#, c-format

msgid "ERROR: invalid input at line %1$d, %2$d in %3$s\n"

msgstr ""

3. LC_TIME ロケールカテゴリに .po ファイルをもう 1 つ作成します。

$ xgettext -c"TRANSLATORS:" -k -k"T_" -L"C" -o messages_t.po test_gettext.c

messages_t.po ファイルが LC_TIME ロケールカテゴリに対して作成されます。
4. msginit コマンドを使用して、翻訳言語に固有の移植可能メッセージ (.po) ファイ

ルを作成します。
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C プログラムのローカライズ済みテキストメッセージを生成する方法

たとえば、日本語の ja_JP.UTF-8 ロケールでは、次のコマンドを使用して移植可
能ファイルメッセージを作成します。

$ msginit --no-translator --locale=ja_JP.UTF-8

 --input=messages.po

$ msginit --no-translator --locale=ja_JP.UTF-8 --input=messages_t.po

 --output-file=ja_t.po

ja.po および ja_t.po ファイルが作成されます。
5. 作成された ja.po および ja_t.po ファイルを翻訳します。
6. LOCALEDIR 変数で指定されているディレクトリに、LC_MESSAGES および LC_TIME

ディレクトリを作成します。

$ mkdir -p lib/locale/ja/LC_MESSAGES lib/locale/ja/LC_TIME

7. シンボリックリンクを作成するか、LANGUAGE 変数を設定します。
■ シンボリックリンクを作成します。

$ ln -s ja lib/locale/ja_JP.UTF-8

■ LANGUAGE 変数を設定します。

$ LANGUAGE=ja_JP.UTF-8:ja

$ export LANGUAGE

8. メッセージオブジェクト (.mo) ファイルを作成します。

$ msgfmt -o lib/locale/ja/LC_MESSAGES/test_gettext.mo ja.po

$ msgfmt -o lib/locale/ja/LC_TIME/test_gettext.mo ja_t.po

メッセージオブジェクトファイルの形式

メッセージオブジェクトファイルは、次の形式で作成されます。
/usr/lib/locale/locale/category/textdomain.mo

このパスには複数のコンポーネントがあります。

/usr/lib/
locale

メッセージオブジェクトファイルを断定するデフォルト
パス。たとえば、テキストドメインの衝突が発生した場
合、bindtextdomain() 関数の呼び出しによってパスが指定されま
す。サードパーティソフトウェアの場合、メッセージオブジェ
クトファイルは /usr/share/locale ディレクトリで使用できま
す。

locale ロケールディレクトリ。
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category ロケールのカテゴリ。

textdomain.mo textdomain() 関数の呼び出しで指定されるテキストドメイン。
メッセージカタログの一意の識別子とファイル名です。

次の例を考えてみましょう。
/usr/lib/locale/it_IT.UTF-8/LC_MESSAGES/mymessages.mo

ここでは:

it_IT.UTF-8 ロケールディレクトリ。このメッセージオブジェクトにはイタリ
ア語の翻訳が含まれており、このロケールと、このディレクト
リへのシンボリックリンクとなるその他のロケールで使用されま
す。

LC_MESSAGES ロケールのカテゴリ。

注記 - 通常、メッセージは LC_MESSAGES および LC_TIME カテゴリにあります。

mymessages メッセージカタログ名。

Oracle Solaris および GNU 互換の gettext インタフェース

Oracle Solaris gettext API は、Oracle Solaris と GNU 互換のメッセージカタログファイ
ルの両方をサポートします。ただし、一部の gettext API は、GNU 互換のメッセー
ジカタログファイルに固有のものです。Solaris および GNU 互換の gettext インタ
フェースは次のとおりです。

gettext() メッセージカタログからテキスト文字列を取得します

dgettext() 特定のドメインのメッセージカタログからメッセージを取得しま
す

textdomain() 現在のドメインを設定して問い合わせます

bindtextdomain() メッセージドメインのパスをバインドします

dcgettext() 特定のドメインおよびカテゴリのメッセージカタログからメッ
セージを取得します

GNU gettext インタフェース

GNU 互換のメッセージカタログファイルでのみ機能する gettext API は次のとおり
です。
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ngettext() メッセージカタログからテキスト文字列を取得して複数形を選択
します

dngettext() 特定のドメインのメッセージカタログからテキスト文字列を取得
して、複数形を選択します

bind_textdomain_codeset()ドメインのメッセージカタログの出力 codeset を指定します

dcngettext() 特定のドメインおよびカテゴリのメッセージカタログからテキス
ト文字列を取得して、複数形を選択します

GNU テキストメッセージ処理の詳細は、GNU gettext リファレンス (http://www.gnu.
org/software/gettext/manual/gettext.html)を参照してください。

gettext 関数の詳細は、msgfmt(1)、xgettext(1)、gettext(1) のマニュアルページを
参照してください。

メッセージ処理ツール

gettext は、メッセージオブジェクトファイルを作成して処理するための関数とコ
マンド行ツールを提供しています。Oracle Solaris メッセージオブジェクトは、GNU
gettext メッセージオブジェクトとは異なる形式です。メッセージを処理するための
コマンド行ツールの Oracle Solaris バリアントは次のとおりです。

/usr/bin/
gettext

メッセージカタログからテキスト文字列を取得します

/usr/bin/
msgfmt

移植可能メッセージファイルからメッセージオブジェクトを作成
します

/usr/bin/
xgettext

gettext 文字列への呼び出しを C プログラムから取得します

メッセージを処理するためのコマンド行ツールの GNU バリアントは次のとおりで
す。

/usr/bin/
ggettext

メッセージカタログからテキスト文字列を取得します

/usr/bin/
gmsgfmt

メッセージファイルからメッセージオブジェクトを作成します。

/usr/bin/
gxgettext

gettext 呼び出し文字列を取得します
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Oracle Solaris ツールと区別するために、GNU バリアントツールには g という文字が接
頭辞として付き、/usr/gnu/bin ディレクトリへのシンボリックリンクになっていま
す。たとえば、/usr/bin/ggettext は /usr/gnu/bin/gettext へのシンボリックリ
ンクです。

GNU gettext ツールは text/gnu-gettext パッケージの一部で、このパッケージに
はメッセージカタログの処理用のその他のユーティリティーも含まれています。

注記 - Python の gettext 実装では、GNU gettext メッセージオブジェクト形式のみが
サポートされます。したがって、Python プログラムでは、GNU 互換のメッセージオブ
ジェクトを作成する必要があります。

詳細は、msgcat(1)、msgcmp(1)、msgmerge(1) のマニュアルページを参照してくださ
い。

X/Open catgets API

X/Open catgets ツールおよびインタフェースでは、メッセージカタログへのキーとし
て番号が使用されます。したがって、キーとして一意の数値 ID を使用することで、
同じ文字列に対して異なる翻訳を持つことができます。ただし、ソースコードのメン
テナンスに問題が生じる可能性があります。たとえば、英語のメッセージが更新され
ると、gettext は、更新された翻訳が適用されるまで、ローカライズされた環境に
更新された英語のメッセージを表示します。この方法は、更新の必要があるメッセー
ジの識別に役立ちます。しかし、catgets の場合、英語のメッセージの更新に伴って
メッセージへの数値キーが変更されなければ、ローカライズされた環境に期限切れの
翻訳を表示し続けることになります。

注記 - Oracle Solaris では、X/Open 標準に追加された catgets API は通常は使用されま
せん。X/Open 標準への準拠が必要な場合を除き、gettext API とツールを使用しま
す。

メッセージ処理のための X/Open catgets インタフェースは次のとおりです。

catopen() メッセージカタログを開きます。

catgets() プログラムメッセージを読み取ります。

catclose() メッセージカタログを閉じます。

X/Open catgets インタフェースで使用するコマンド行ツールは次のとおりです。

/usr/bin/
gencat

フォーマットされたメッセージカタログを生成します
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/usr/bin/
genmsg

ソースファイルからメッセージを抽出します

コードセットの変換
システムでは、文字は一意のスカラー値として表されます。このスカラー値は、バイ
トまたはバイトシーケンスとして処理されます。コード化された文字セットは、文
字セットに、文字とそれに対応する一意のスカラー値の間のマッピングを加えたもの
です。これらの一意のスカラー値はコードセットと呼ばれます。たとえば、646 (US-
ASCII とも呼ばれる) は、ISO/IEC 646:1991 標準に準拠する基本ラテン文字のコード
セットです。次の表は、コードセットのその他の例を示しています。

コードセット 文字 表現

US-ASCII A 0x41

ISO 8859-2 Č 0xC8

EUC-KR 全角ラテン A 0xA3 0xC1

Unicode 標準では、もう 1 つのレイヤーが追加され、各文字がコードポイントに
マッピングされます。コードポイントは 0 - 1,114,111 の範囲の数値です。この数値
は、UTF-8、UTF-16、または UTF-32 などの Unicode エンコード形式ごとに異なる方
法で表されます。例:

コードセット 文字 コードポイント エンコーディング 表現

UTF-8 0xEF 0xBC 0xA1Unicode 全角ラテンの大文
字 A

65,313 または
0xFF21 UTF-16LE 0x21 0xFF

注記 - コードセットはエンコーディングとも呼ばれます。コードセットとエンコー
ディングは同じ意味で使用されますが、これらの用語間には違いがあります。

コード変換またはコードセット変換は、1 つのコードセットから別のコードセット
に、バイトまたはバイトシーケンスの表現を変換することを意味します。変換に対す
る一般的なアプローチは、iconv() ファミリの関数を使用することです。コード変換
の領域で使用される用語と iconv() 関数の一部を次に示します。

シングルバイト
コードセット

文字を、0 - 255 または 0x00 - 0xFF の範囲の値セットにマッピン
グするコードセット。つまり、1 文字が 1 バイトで表されます。

マルチバイトコー
ドセット

文字の一部またはすべてを複数バイトにマッピングするコード
セット。

第 2 章 libc ライブラリのプログラミングインタフェース 29



コードセットの変換

無効な文字 入力のコードセット内の無効な文字。

シフトシーケンス マルチバイトコードセット内の特別なバイトシーケンスで、文字に
はマッピングされず、デコーダの状態を変更する手段になりま
す。

不完全な文字 入力コードセットで有効な文字を形成しないバイトのシーケン
ス。ただし、入力から追加のバイトが提供された場合、iconv()
関数などの変換関数への後続の呼び出しで有効な文字が形成され
ることがあります。これはマルチバイトストリームを変換する場
合に一般的です。

同一でない文字 入力コードセットでは有効なのに、出力コードセットに同一の文
字が存在しない文字。

同一でない変換 同一でない文字の変換。実装および変換オプションによっては、
これらの文字は出力で省略するか、同一でない変換が発生した
ことを示す 1 つ以上の文字で置き換えることができます。Oracle
Solaris の iconv() 関数では、デフォルトで、同一でない文字は疑
問符 ('?') で置き換えられます。

iconv 関数を使用したコードセットの変換

コード変換用に libc ライブラリ内に用意されている iconv() 関数は次のとおりで
す。

iconv_open() コード変換の割り当て関数

iconv() コード変換関数

iconv_close() コード変換の割り当て解除関数

iconvctl() コード変換の動作を制御して問い合わせます

iconvstr() 文字列ベースのコード変換関数

iconv 関数では、コードセット間で文字または文字のシーケンスをコード変換できま
す。iconv_open() 関数はさまざまなコードセットをサポートしています。次のコマ
ンドを実行して、システムで現在使用可能なサポートされているコードセットとその
別名に関する情報を表示できます。

$ iconv -l

iconv モジュールは複数のパッケージに含まれているので、追加のパッケージをイン
ストールすることで、使用可能な変換のデフォルトのリストを拡張できます。デフォ
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ルトのインストールには system/library/iconv/utf-8 パッケージが含まれ、これ
に、UTF-8、Unicode、その他の選択されたコードセット間で変換を行うための iconv
モジュールの基本セットが含まれています。

Package Manager アプリケーションまたは pkg コマンドを使用すると、追加のパッケー
ジをインストールできます。Package Manager を使用してインストールを行う場合、追
加のパッケージは System/Internationalization カテゴリで使用できます。pkg コ
マンドを使用する場合、インストールには system/library/iconv/* という名前パ
ターンを使用します。

iconv 変換モジュールは fromcode%tocode.so という形式で、iconv 関数でこれら
を使用するには、/usr/lib/iconv ディレクトリの下の iconv モジュールライブラ
リに存在する必要があります。したがって、iconv -l コマンドによってリストさ
れるどの 2 つのコードセット間の変換もできません。すべての iconv パッケージが
インストールされており、必要なモジュールが使用できない場合は、UTF-32 など
の Unicode エンコーディングを中間コードセットとして使用して、2 ステップの変
換を実行できます。または、カスタム変換モジュールを開発できます。カスタムの
iconv 変換モジュールを作成するには、geniconvtbl ユーティリティーを使用しま
す。geniconvtbl ユーティリティーの入力ファイル形式の詳細は、geniconvtbl(4)
のマニュアルページを参照してください。

例   9 iconv_open() を使用した変換記述子の作成

次のコード抜粋部分は、iconv_open() 関数を使用して、文字列 złoty (ポーランドの
通貨) を 1 バイトの ISO 8859-2 コードセットから UTF-8 に変換する方法を示していま
す。iconv による変換を実行するには、iconv_open() 関数の呼び出しを含む変換記
述子を作成し、呼び出しが正常に行われたことを検証する必要があります。

#include <iconv.h>
#include <stdio.h>
iconv_t cd;
 :
cd = iconv_open("UTF-8", "ISO8859-2");
if (cd == (iconv_t)-1) {
   (void) fprintf(stderr, "iconv_open() failed");
    return(1);
}

ターゲットのコードセットが iconv_open() 関数に対する最初の引数になります。

例   10 iconv() を使用した変換

次のコード抜粋部分は、iconv() 関数を使用してコードセット間の変換を行う方法を
示しています。

実際の変換を行う前に、出力バッファーや、入力バッファーと出力バッファーに残っ
ているバイト数など、iconv の呼び出しによって返される情報を保持するために、特
定の変数を適用する必要があります。
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ISO 8859-2 コードセットでは、L WITH STROKE 文字は 16 進数の 0xB3 で表され
ます。つまり、入力文字列を保持する入力バッファー (inbuf) は、表示目的で、z
\xB3oty に設定されます。inbuf のコンテンツは、ストリームまたはファイルを読み
取った結果になります。

#include <iconv.h>
#include <stdio.h>
#include <errno.h>

    :
int        ret;
char       *inbuf;
size_t     inbytesleft, outbytesleft;
char       outbuf[BUFSIZ];
char       *outbuf_p;

inbuf = "z\xB3oty";
inbytesleft = 5;      /* the size of the input string */

出力バッファーで変換された文字列を保持するためには、少なくとも 6 バイトが必
要です。L WITH STROKE 文字は Unicode 文字の LATIN SMALL LETTER L WITH
STROKE に変換されます。これは UTF-8 では 2 バイトシーケンスの 0xC5 0x82 として
表されます。

ほとんどの場合、結果の文字列の実際のサイズは変換前にはわからないので、出力
バッファーには十分に余裕のあるスペースを割り当てるようにしてください。この場
合、stdio.h で定義されている BUFSIZ マクロは十分です。

outbytesleft = BUFSIZ;   
outbuf_p = outbuf;

この変換の呼び出しは、前述の例にある変換記述子 cd を使用します。

ret = iconv(cd, &inbuf, &inbytesleft, &outbuf_p, &outbytesleft);

iconv を呼び出したあとは、正常に呼び出されたことを確認する必要があります。呼
び出しが成功し、出力バッファーにまだスペースがある場合は、文字列を Null 文字で
終了させる必要があります。

  if (ret != (size_t)-1) {
          if (outbytesleft == 0) {
                  /* Cannot terminate outbuf as a character string; error return */
                  return (-1);
          }
          /* success */
          *outbuf_p = '\0';
            :
  }

呼び出しに成功すると、outbuf には UTF-8 コードセットの文字列が含まれます。
これは 16 進数の \x7a\xc5\x82\x6f\x74\x79 または z\xc5\x82oty で表記されま
す。inbuf は、変換された文字列の末尾を指すようになります。inbytesleft は 0 にな
ります。outbytesleft は、出力バッファーに格納されるバイト数の 6 ずつ減分されま
す。outbuf_p は outbuf の出力文字列の末尾を指します。
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呼び出しに失敗した場合は、次のコード例に示すように、errno 値を確認してエラー事
例を処理します。
  if (ret != (size_t)-1)) {
          if (errno == EILSEQ) {
                  /* Input conversion stopped due to an input byte that
                   * does not belong to the input codeset.
                   */
                    :
          } else if (errno == E2BIG) {
                  /* Input conversion stopped due to lack of space in
                   * the output buffer.
                   */
                    :
          } else if (errno == EINVAL) {
                  /* Input conversion stopped due to an incomplete
                   * character or shift sequence at the end of the
                   * input buffer.
                   */
                    :
          }
  }

最後に、変換記述子とそれに関連付けられたメモリーの割り当てを解除します。
iconv_close(cd);

Unicode コードセット間の変換のための関数
Unicode エンコード形式 UTF-8、UTF-16、UTF-32 のいずれか 2 つの間の変換に使用で
きる関数は次のとおりです。

uconv_u8tou16() UTF-8 文字列を UTF-16 に変換します

uconv_u8tou32() UTF-8 文字列を UTF-32 に変換します

uconv_u16tou8() UTF-16 文字列を UTF-8 に変換します

uconv_u16tou32() UTF-16 文字列を UTF-32 に変換します

uconv_u32tou8() UTF-32 文字列を UTF-8 に変換します

uconv_u32tou16() UTF-32 文字列を UTF-16 に変換します

UTF-8 文字列の処理
Unicode UTF-8 文字列の処理に使用できる関数は次のとおりです。

u8_textprep_str() 文字列ベースの UTF-8 テキスト準備

u8_strcmp() UTF-8 文字列の比較関数

第 2 章 libc ライブラリのプログラミングインタフェース 33

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E86824-01&id=REFMAN9Fuconv-u8tou16-9f
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E86824-01&id=REFMAN9Fuconv-u8tou32-9f
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E86824-01&id=REFMAN9Fuconv-u16tou8-9f
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E86824-01&id=REFMAN9Fuconv-u16tou32-9f
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E86824-01&id=REFMAN9Fuconv-u32tou8-9f
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E86824-01&id=REFMAN9Fuconv-u32tou16-9f
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E86824-01&id=REFMAN9Fu8-textprep-str-9f
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E86824-01&id=REFMAN9Fu8-strcmp-9f


文字および文字列の処理

u8_validate() UTF-8 文字を検証し、バイト長を計算します

注記 - u8_textprep_str() 関数を使用して、UTF-8 文字列を大文字または小文字に変
換し、Unicode 正規化形式のいずれかを適用します。詳細は、http://unicode.org/
reports/tr15/を参照してください。

文字および文字列の処理

文字および文字列の処理に使用する文字コードは、2 つのグループに分類できます。

マルチバイト
(ファイルコード)

ファイルコードは、テキストデータの交換とファイルへの
格納に使用されます。基盤のシステムに関係なく、ビッグ
エンディアンという固定のバイトオーダーが使用されていま
す。UTF-8、EUC、シングルバイトコードセット、BIG5、Shift-
JIS、PCK、GBK、GB18030 などのコードセットがこのカテゴリに
含まれます。このセクションで関数を説明する文脈では、現在の
ロケールのコードセットがシングルバイトコードセットの場合で
も、マルチバイト文字という用語がこのコードセットを指す一般
的な用語になります。

ワイド文字 (プロ
セスコード)

プロセスコードは内部処理に使用される文字の固定幅の表現で
す。ここではプラットフォームのネイティブのバイトオーダーが
使用されており、ビッグエンディアンまたはリトルエンディアン
の場合があります。UTF-32、UCS-2、UCS-4 などのエンコーディ
ングはワイド文字のエンコーディングになることがあります。

マルチバイトデータとワイド文字データ間の変換が必要になることはよくあります。
プログラムがファイルから入力を取得すると、fscanf() や fwscanf() などの入力関
数を使用するか、入力後に mbtowc() や mbsrtowcs() などの変換関数を使用して、
ファイル内のマルチバイトデータがワイド文字のプロセスコードに変換されます。ワ
イド文字形式からマルチバイト文字形式に出力データを変換するには、fwprintf()
や fprintf() などの出力関数を使用するか、出力前に wctomb() や wcsrtombs() な
どの変換関数を適用します。

次の各セクションでは、文字、ワイド文字、対応するデータ型を処理するための関数
について説明します。

文字のタイプと定義

ISO/IEC 9899 標準は、「ワイド文字」という用語と、wchar_t および wint_t のデー
タ型を定義しています。
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■ ワイド文字は、wchar_t 型のオブジェクトに適合する 1 文字の表現です。
■ wchar_t は、サポートされるすべてのロケールのすべての文字を表すことができ

る整数型です。
■ wint_t は、wchar_t または WEOF の任意の有効な値を格納できる整数型です。
■ ワイド文字文字列 (ワイド文字列またはプロセスコード文字列も同じ) は、末尾が

Null ワイド文字コードであるワイド文字のシーケンスです。

注記 - ISO/IEC 9899 標準では、wchar_t データ型のコンテンツの形式やエンコーディ
ングは指定されていません。これは実装固有のデータ型であり、移植可能ではないか
らです。多くの実装では wchar_t データ型のコンテンツに対して何らかの Unicode エ
ンコード形式が使用されていますが、wchar_t のコンテンツが Unicode だと想定する
ことはできません。一部のプラットフォームでは、ワイド文字のエンコーディングに
UCS-4 または UCS-2 を使用しています。

Oracle Solaris では、wchar_t の内部形式はロケール固有です。Oracle Solaris の
Unicode ロケールでは、wchar_t は UTF-32 Unicode エンコード形式を使用し、その他
のロケールは別の表現を使用します。

詳細は、stddef.h(3HEAD) および wchar.h(3HEAD) のマニュアルページを参照して
ください。

整数コード文字分類関数

次の関数は文字分類に使用され、true の場合はゼロ以外の値を返し、false の場合は 0
を返します。isascii() 関数以外のすべての関数は、ロケールに依存します。特に、
現在のロケールが LC_CTYPE カテゴリの場合はこれに該当します。

isalpha() 英字をテストします

isalnum() 英数字をテストします

isascii() 7 ビットの US-ASCII 文字をテストします

isblank() 空白文字をテストします

iscntrl() 制御文字をテストします

isdigit() 10 進数をテストします

isgraph() 表示可能文字をテストします

islower() 小文字をテストします
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isprint() 出力可能文字をテストします

ispunct() 句読点文字をテストします

isspace() ホワイトスペース文字をテストします

isupper() 大文字をテストします

isxdigit() 16 進数をテストします

これらの関数は UTF-8 などのマルチバイトコードセットのロケールでは使用しないで
ください。マルチバイトコードセットには、次のセクションで説明するワード文字分
類関数を使用します。

これらの関数の一部の動作は、コンパイル時に使用されたコンパイラオプションに
よっても異なります。isalpha()、isgraph()、isprint()、isxdigit() 関数の「デ
フォルト」および標準準拠の動作については、ctype(3C) のマニュアルページを参照
してください。たとえば、isalpha() 関数は次のように定義されています。

デフォルト
isalpha()

任意の文字の isupper() または islower() が true であることを
テストします。

標準準拠
isalpha()

任意の文字の isupper() または islower() が true であるこ
と、または現在のロケール定義の文字セットの 1 つである
任意の文字の iscntrl()、isdigit()、ispunct()、または
isspace() のどれも true でないことをテストします。C ロケール
では、isalpha() は、isupper() または islower() が true であ
る文字に対してのみ true を返します。

ここには、アラビア語、ヘブライ語、タイ語など、大文字と小文字の区別がない
(unicase とも呼ばれる) 言語またはアルファベットから生じる問題があります。ヘブ
ライ語の従来のロケール he_IL.ISO8859-8 の aleph (0xE0) などのアルファベット
文字の場合、関数 isupper() および islower() は常に false を返します。したがっ
て、isalpha() 関数も常に false を返すことになります。コンパイラオプションが標準
準拠の動作に対応している場合、isalpha() 関数はこうした文字に対して true を返し
ます。詳細は、isalpha(3C) および standards(5) のマニュアルページを参照してくだ
さい。

Oracle Solaris Studio 12.4: C ユーザーガイド』と、ctype(3C) および SUSv3(5) のマニュ
アルページも参照してください。

ワイド文字分類関数
次の関数はワイド文字の分類に使用され、TRUE の場合はゼロ以外の値を返し、FALSE
の場合は 0 を返します。これらの関数は、現在のロケールの LC_CTYPE カテゴリで
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定義されている、alpha、lower、または jkana などの指定された文字クラスに対し
て、指定されたワイド文字をチェックします。つまりこれらの関数は、ロケールに依
存します。

iswalpha() 英字のワイド文字をテストします

iswalnum() 英数字のワイド文字をテストします

iswascii() ワイド文字が 7 ビットの US-ASCII 文字を表すかどうかをテスト
します

iswblank() 空白のワイド文字をテストします

iswcntrl() 制御ワイド文字をテストします

iswdigit() 10 進数のワイド文字をテストします

iswgraph() 表示可能なワイド文字をテストします

iswlower() 小文字のワイド文字をテストします

iswprint() 出力可能なワイド文字をテストします

iswpunct() 句読点ワイド文字をテストします

iswspace() ホワイトスペースのワイド文字をテストします

iswupper() 大文字のワイド文字をテストします

iswxdigit() 16 進数のワイド文字をテストします

isenglish() 英語の文字を表すワイド文字をテストします (US-ASCII 文字を除
く)

isideogram() 表意文字を表すワイド文字をテストします (US-ASCII 文字を除く)

isnumber() 数字 (ディジット) を表すワイド文字をテストします (US-ASCII 文
字を除く)

isphonogram() 音声文字を表すワイド文字をテストします (US-ASCII 文字を除く)

isspecial() 特殊文字を表すワイド文字をテストします (US-ASCII 文字を除く)

次の文字クラス名は、すべてのロケールで定義されています。
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■ alnum
■ alpha
■ blank
■ cntrl
■ digit
■ graph
■ lower
■ print
■ punct
■ space
■ upper
■ xdigit

isenglish()、isideogram()、isnumber()、isphonogram()、isspecial() は、
従来の Oracle Solaris 固有のワイド文字分類関数です。これらの関数の文字クラス
は、ko_KR.EUC、zh_CN.EUC、zh_CN.GBK、zh_CN.GB18030、zh_HK.BIG5HK、zh_TW.
BIG5、zh_TW.EUC のアジア語ロケールとこれらのバリアントのみで定義されていま
す。Unicode ロケールを含むその他のロケールで使用した場合、戻り値は常に false に
なります。

次の関数を使用すると、汎用的な方法で特定の文字クラスを問い合わせることができ
ます。

wctype() 文字クラスを定義します

iswctype() 指定されたクラスの文字をテストします

例   11 ワイド文字の文字クラスの問い合わせ

次の例では、iswctype() および wctype() 関数の呼び出しを使用して、指定された
Unicode 文字が jhira 文字クラスに属しているかどうかチェックします。jhira 文字
クラスは日本語ひらがな文字でできています。

  wint_t  wc;
  int     ret;

  setlocale(LC_ALL, "ja_JP.UTF-8");

  /* "\xe3\x81\xba" is UTF-8 for HIRAGANA LETTER PE */
  ret = mbtowc(&wc, "\xe3\x81\xba", 3);
  if (ret == (size_t)-1) {
          /* Invalid character sequence. */
          :
  }

  if (iswctype(wc, wctype("jhira"))) {
          wprintf(L"'%c' is a hiragana character.\n", wc);
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  }

この例では次の出力が作成されます。

ぺ is a hiragana character.

文字変換関数

次の関数は、文字クラス間での文字のマッピング (文字変換) に使用されます。文字の
マッピングが現在のロケールの文字クラスで行われた場合、関数は文字変換された文
字を返します。これらの関数は、ロケールに依存します。

tolower() 大文字を小文字に変換します

toupper() 小文字を大文字に変換します

towlower() 大文字のワイド文字を小文字に変換します

towupper() 小文字のワイド文字を大文字に変換します

次の関数は、文字変換を実行するための汎用的な方法を提供します。

wctrans() 文字マッピングを定義します

towctrans() ワイド文字のマッピング

Unicode 文字列に関連する関数の詳細は、33 ページの「UTF-8 文字列の処理」を
参照してください。

例   12 ワイド文字の文字変換

次のコード抜粋部分は、towupper() 関数を使用して Unicode ワイド文字を大文字に
変換する方法を示しています。

  wint_t  wc;
  int     ret;

  setlocale(LC_ALL, "cs_CZ.UTF-8");

  /* "\xc5\x99" is UTF-8 for LATIN SMALL LETTER R WITH CARON */
  ret = mbtowc(&wc, "\xc5\x99", 2);
  if (ret == (size_t)-1) {
          /* Invalid character sequence. */
          :
  }

  wprintf(L"'%c' is uppercase of '%c'.\n", towupper(wc), wc);

この例では次の出力が作成されます。
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Ř is uppercase of ř.

文字列の照合
次の関数は、現在のロケールの照合データに基づいて文字列を比較するために使用さ
れます。

strcoll() 照合情報を使用した文字列比較

strxfrm() 文字列変換

wcscoll(),
wscoll()

照合情報を使用したワイド文字文字列の比較

wcsxfrm(),
wsxfrm()

ワイド文字文字列の変換

文字列の大規模なリストを並べ替える場合のパフォーマンスを向上させるに
は、strcoll() 関数の代わりに strxfrm() および strcmp() 関数を、wcscoll() 関数
の代わりに wcsxfrm() および wcscmp() 関数を使用します。

strxfrm() および wcsxfrm() 関数を使用した場合、変換後の文字列の形式は人間が読
める形式ではありません。これらの関数は、それぞれ strcmp() および wcscmp() 関
数の呼び出しへの入力として使用されます。

詳細は、strcmp(3C) および wcscmp(3C) のマニュアルページを参照してください。

マルチバイト文字とワイド文字間の変換
次の関数は、現在のロケールのコードセット (マルチバイト) とプロセスコード (ワイ
ド文字表現) の間の変換に使用されます。

これらの関数はロケールに依存しており、現在のロケールの LC_CTYPE カテゴリに
よって異なります。不完全な文字と無効な文字では、同じエラーを返します。無効な
文字と不完全な文字の詳細は、29 ページの「コードセットの変換」を参照してく
ださい。

mblen() 1 文字のバイト数を取得します

mbtowc() 文字をワイド文字コードに変換します

mbstowcs() 文字列をワイド文字文字列に変換します

wctomb() ワイド文字コードを文字に変換します

40 Oracle Solaris でのアプリケーションの国際化とローカライズ • 2016 年 11 月

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E86824-01&id=REFMAN3Astrcmp-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E86824-01&id=REFMAN3Awcscmp-3c


文字および文字列の処理

wcstombs() ワイド文字文字列を文字列に変換します

次の関数は再起動可能で、不完全な文字がある場合の処理に使用されます。こうした
ケースは、以前の呼び出しで不完全な文字がレポートされていながら、現在の呼び出
しの追加バイトが有効な文字である場合に発生します。 この種の処理に必要な状態の
情報を保存するために、関数は mbstate_t 型のユーザー指定または内部の状態構造を
使用します。mbsinit() 関数を使用して、mbstate_t 構造が初期状態かどうかを検出
します。

mbsinit() 変換オブジェクトのステータスを決定します

mbrlen() 1 文字のバイト数を取得します (再起動可能)

mbrtowc() 文字をワイド文字コードに変換します (再起動可能)

mbsrtowcs() 文字列をワイド文字文字列に変換します (再起動可能)

wcrtomb() ワイド文字コードを文字に変換します (再起動可能)

wcsrtombs() ワイド文字文字列を文字列に変換します (再起動可能)

次の関数は、現在のロケールのコードセットとプロセスコードの間の変換に使用され
ます。これらは、整数コード化された文字がシングルバイトで表されるかどうかを決
定します。そうでない場合、それぞれ EOF と WEOF を返します。

wctob() 可能な場合、ワイド文字をシングルバイト文字に変換します。

btowc() 可能な場合、シングルバイト文字をワイド文字に変換します。

ワイド文字文字列

次の関数は、ワイド文字文字列を処理するために使用されます。

wcslen(),
wslen(),
wcsnlen()

固定サイズのワイド文字文字列の長さを取得します

wcschr(),
wschr()

ワイド文字文字列内で最初に出現するワイド文字を検索します

wcsrchr(),
wsrchr()

ワイド文字文字列内で最後に出現するワイド文字を検索します

wcspbrk() ワイド文字文字列のワイド文字コードをスキャンします
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wcscat(),
wscat(),
wcsncat()

2 つのワイド文字文字列を連結します

wcscmp(),
wscmp(),
wcsncmp()

2 つのワイド文字文字列を比較します

wcscpy(),
wscpy()

ワイド文字文字列をコピーします

wcsncpy(),
wsncpy()

ワイド文字文字列を部分コピーします

wcpcpy(),
wcpncpy()

ワイド文字文字列コピーして、ポインタを末尾に返します

wcsspn(),
wsspn()

ワイド文字サブストリングの長さを取得します

wcscspn(),
wscspn

補完ワイド文字サブストリングの長さを取得します

wcstok(),
wstok()

ワイド文字文字列をトークンに分割します

wcsstr(),
wscwcs()

ワイド文字サブストリングを検索します

wcwidth(),
wcswidth(),
wscol()

ワイド文字またはワイド文字文字列の、列の位置番号を取得しま
す

wscasecmp(),
wsncasecmp()

ワイド文字文字列を、大文字小文字を区別せずに比較します

wcsdup(),
wsdup()

ワイド文字文字列を複製します

wcswcs() 関数はレガシーにマーク付けされており、将来的には ISO/IEC 9899 標準
から削除される可能性があります。代わりに wcsstr() 関数を使用します。

ワイド文字を数値に変換する関数は次のとおりです。

wcstol(),
wstol(),
wcstoll(),
watol(),

ワイド文字文字列を long 整数に変換します

42 Oracle Solaris でのアプリケーションの国際化とローカライズ • 2016 年 11 月



文字および文字列の処理

watoll(),
watoi()

wcstoul(),
wcstoull()

ワイド文字文字列を符号なし long 整数に変換します

wcstod(),
wstod(),
wcstof(),
wcstold(),
watof()

ワイド文字文字列を浮動小数点型に変換します

次の関数は、ワイド文字に対するメモリー内の操作をリストします。これら
は、memset() や memcpy() などの関数のワイド文字列版です。これらの関数はロケー
ルの影響は受けず、すべての wchar_t 値が同一に扱われます。

wmemset() メモリー内でワイド文字を設定します

wmemcpy() メモリー内でワイド文字をコピーします

wmemmove() メモリー内で領域を重複させてワイド文字をコピーします

wmemcmp(3C) メモリー内でワイド文字を比較します

wmemchr(3C) メモリー内でワイド文字を検索します

ワイド文字の入力と出力

次の関数は、ワイド文字の入力および出力に使用されます。これらの関数は、ファイ
ルコード (マルチバイトデータ) と内部プロセスコード (ワイド文字データ) の間の暗黙
的な変換を実行します。

fgetwc(),
getwc()

ストリームからワイド文字コードを取得します

getwchar() 標準入力ストリームからワイド文字を取得します

fgetws() ストリームからワイド文字文字列を取得します

getws() (*) 標準入力ストリームからワイド文字文字列を取得します

fputwc(),
putwc()

ワイド文字コードをストリームに配置します

putwchar() ワイド文字コードを標準出力ストリームに配置します
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fputws() ワイド文字文字列をストリームに配置します

putws() (*) ワイド文字文字列を標準出力ストリームに配置します

fwide() ストリームの方向をバイトまたはワイド文字に設定します

ungetwc() ワイド文字コードを入力ストリームにプッシュバックします

次の関数は、ワイド文字の入力および出力の書式設定に使用されます。

fwprintf(),
wprintf(),
swprintf(),
wsprintf() (*)

書式設定されたワイド文字出力を印刷します

vfwprintf(),
vwprintf(),
vswprintf()

stdarg 引数リストをワイド文字に書式設定して出力します

fwscanf(),
wscanf(),
swscanf(),
wsscanf() (*)

書式設定されたワイド文字入力を変換します

vfwscanf(),
vwscanf(),
vswscanf()

stdarg 引数リストを使用して、書式設定されたワイド文字入力を
変換します

(*) のマークが付いた関数は、Multibyte Support Extension (MSE) を導入した UNIX 98 標
準より前に Oracle Solaris に追加されたものです。これらには、デフォルトの wchar.h
の代わりに、widec.h ヘッダーを含める必要があります。

正規表現の使用

次の関数は、ファイル名のパターンと正規表現を一致させるために使用されます。

fnmatch() ファイル名またはパス名を一致させます

regcomp() 正規表現をコンパイルします

regexec() 正規表現のマッチングを実行します

regerror() 返されたエラーコードをエラーメッセージとマッピングします

regfree() regcomp() 関数によって割り当てられたメモリーを解放します

44 Oracle Solaris でのアプリケーションの国際化とローカライズ • 2016 年 11 月


	Oracle Solaris でのアプリケーションの国際化とローカライズ
	目次
	このドキュメントの使用法
	製品ドキュメントライブラリ
	フィードバック

	第 1 章 国際化とローカリゼーションの概要
	ロケールの概要
	C ロケール
	ロケールのカテゴリ
	コアロケール

	国際化について
	ローカライゼーションについて

	第 2 章 libc ライブラリのプログラミングインタフェース
	プログラミング標準
	システムロケールの管理
	ロケールに依存する関数
	ロケールの関数
	ロケールデータの取得と書式設定に対する関数

	メッセージの処理
	gettext API
	シェルスクリプトのローカライズ済みメッセージオブジェクトを生成する方法
	C プログラムのローカライズ済みテキストメッセージを生成する方法
	メッセージオブジェクトファイルの形式
	Oracle Solaris および GNU 互換の gettext インタフェース
	GNU gettext インタフェース
	メッセージ処理ツール

	X/Open catgets API

	コードセットの変換
	iconv 関数を使用したコードセットの変換
	Unicode コードセット間の変換のための関数
	UTF-8 文字列の処理

	文字および文字列の処理
	文字のタイプと定義
	整数コード文字分類関数
	ワイド文字分類関数
	文字変換関数
	文字列の照合
	マルチバイト文字とワイド文字間の変換
	ワイド文字文字列
	ワイド文字の入力と出力

	正規表現の使用


