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ファイル・バッファ操作
操作 キー コマンド名
Emacs 終了 C-x C-c save-buffers-kill-terminal
ファイルを開く C-x C-f find-file
読み込み専用でファイルを開く C-x C-r find-file-read-only
バッファ一覧を出す C-x C-b list-buffers
バッファをセーブする C-x C-s save-buffer
複数のバッファをセーブする C-x s save-some-buffers
別の名前でバッファをセーブする C-x C-w write-file
バッファ切り替え C-x b switch-to-buffer
ファイルを挿入 C-x i insert-file
バッファを削除 C-x k kill-buffer
dired を開く C-x d dired

カーソル移動
前の文字へ C-b backward-char
次の文字へ C-f forward-char
前の行へ C-p previous-line
次の行へ C-n next-line
行頭へ C-a move-beginning-of-line
行末へ C-e move-end-of-line
前の文へ M-a backward-sentence
次の文へ M-e forward-sentence
前の単語へ M-b backward-word
次の単語へ M-f forward-word
前の画面へスクロール M-v scroll-down-command
次の画面へスクロール C-v scroll-up-command
現在位置を調節 M-r move-to-window-line-top-bottom
後方検索 C-r isearch-backward
前方検索 C-s isearch-forward

改行・インデント・整形
改行 C-m newline
行頭の非空白文字へ M-m back-to-indentation
インデント C-i indent-for-tab-command
改行後インデント C-j electric-newline-and-maybe-indent
コメントで改行 M-j indent-new-comment-line
範囲をインデント C-x TAB indent-rigidly
スペースやタブを挿入して整形 M-i tab-to-tab-stop
段落を整形する M-q fill-paragraph

挿入・削除
空行を開ける C-o open-line
現在位置の文字を削除 C-d delete-char
特殊文字入力 C-q quoted-insert

コピー&ペースト
現在位置をマークする C-SPC set-mark-command
現在位置をマークする C-@ set-mark-command
現在の段落をマークする M-h mark-paragraph
バッファ全体をマークする C-x h mark-whole-buffer
特定の文字までカット M-z zap-to-char
範囲をカット C-w kill-region
1 行カット C-k kill-line
現在の単語をカット M-d kill-word
現在の文をカット M-k kill-sentence
範囲をコピー M-w kill-ring-save
貼り付け C-y yank

以前カット・コピーした
内容を貼り付け 

M-y yank-pop

大文字化・小文字化

現在位置の単語を capitalize
（大文字で始める） 

M-c capitalize-word

現在位置の単語を小文字に M-l downcase-word
現在位置の単語を大文字に M-u upcase-word
範囲を小文字化 C-x C-l downcase-region
範囲を大文字化 C-x C-u upcase-region

入れ替え
文字を入れ替える C-t transpose-chars
単語を入れ替える M-t transpose-words

ウィンドウ操作
現在のウィンドウを消す C-x 0 delete-window
現在のウィンドウ以外を消す C-x 1 delete-other-windows
ウィンドウを上下分割 C-x 2 split-window-below
ウィンドウを左右分割 C-x 3 split-window-right
次のウィンドウを選択 C-x o other-window

プレフィクス
汎用プレフィクスキー C-c mode-specific-command-prefix

標準コマンド用
プレフィクスキー 

C-x Control-X-prefix

カーソル移動補助用
プレフィクスキー 

M-g Prefix Command

色付け関係のプレフィクスキー M-o facemenu-keymap
ヘルプ用プレフィクスキー C-h help-command

中断・やりなおし・繰り返し
コマンド中断 C-g keyboard-quit
やりなおし C-_ undo
やりなおし C-/ undo
やりなおし C-x u undo
再帰編集を中止する C-] abort-recursive-edit
直前のコマンドを繰り返す C-x z repeat

情報取得
現在位置の情報を表示する C-x = what-cursor-position
行数を数えて表示する C-x l count-lines-page

その他
コマンド名を指定して実行 M-x execute-extended-command
再描画 C-l recenter-top-bottom
前置引数 C-u universal-argument
負の前置引数 C-- negative-argument
アイコン化する C-z suspend-frame
入力方式の切り替え C-\ toggle-input-method

現在位置直前の
Emacs Lisp 式を評価 

C-x C-e eval-last-sexp

読み込み専用フラグをトグル C-x C-q read-only-mode
現在位置とマークを入れ替え C-x C-x exchange-point-and-mark

キー作法
Emacsの基本はキーボード操作であり、そのための簡潔な表記法が用意されています。
この表記法はキーバインドの設定にも使えるので慣れておいてください。
C-●は ÌCtrlÔを押しながら●を押します。M-●は ÌAltÔを押しながら●を押す、あるいは
ÌESCÔ を押したあと、●を押します。C-M-●は ÌCtrlÔ と ÌAltÔ を押しながら●を押す、ある
いは ÌESCÔを押したあと ÌCtrlÔを押しながら●を押します。

プレフィクスキー 
C-xなどはプレフィクスキーといい、複数回の打鍵でコマンドが発動します。C-xを押
した直後は次のキー入力を待っています。たとえば C-x C-fはC-xを押したあとC-fを
押すことでファイルを開くコマンドが実行されます。プレフィクスキーのおかげで多
数のコマンドをキーに割り当てることが可能になります。また、プレフィクスキーの
あとにC-hを押せばそのプレフィクスキーから始まるコマンドを列挙します。


