gpg --keyserver nicpgp2.nic.ad.jp --send-keys nakano@media.osaka-cu.ac.jp
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --send-keys nakano@media.osaka-cu.ac.jp

gpg --keyserver nicpgp2.nic.ad.jp --search-keys nakano@media.osaka-cu.ac.jp
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --search-keys nakano@media.osaka-cu.ac.jp
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --search-keys kkom@fiberbit.net

gpg --keyserver subkeys.pgp.net --verify
----------------------------------------------------
Home: ~/.gnupg
サポートしているアルゴリズム:
公開鍵: RSA, RSA-E, RSA-S, ELG-E, DSA, ELG
暗号: 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256, TWOFISH
ハッシュ: MD5, SHA1, RIPEMD160, SHA256
圧縮: Uncompressed, ZIP, ZLIB

書式: gpg [オプション] [ファイル]
署名、検査、暗号化や復号
既定の動作は、入力データに依存

コマンド:

 -s, --sign [ファイル]          署名を作成
     --clearsign [ファイル]     クリア署名を作成
 -b, --detach-sign              分離署名を作成
 -e, --encrypt                  データを暗号化
 -f, --encrypt-files [ファイル群]
                                ファイル群を暗号化
 -c, --symmetric                暗号化には対称暗号法のみを使用
     --store                    保存のみ
 -d, --decrypt                  データを復号 (既定)
     --decrypt-files [ファイル群]
                                ファイル群を復号
     --verify                   署名を検証
     --list-keys                鍵の一覧
     --list-sigs                鍵と署名の一覧
     --check-sigs               鍵の署名を検査
     --fingerprint              鍵と指紋の一覧
     --list-secret-keys         秘密鍵の一覧
     --gen-key                  新しい鍵対を生成
     --delete-keys              公開鍵輪から鍵群を削除
     --delete-secret-keys       秘密鍵輪から鍵群を削除
     --sign-key                 鍵に署名
     --lsign-key                鍵へ内部的に署名
     --nrsign-key               破棄できないよう鍵に署名
     --nrlsign-key              破棄できないよう鍵へ内部的に署名
     --edit-key                 鍵への署名や編集
     --gen-revoke               破棄証明書を生成
     --export                   鍵を書き出す
     --send-keys                鍵サーバーに鍵を書き出す
     --recv-keys                鍵サーバーから鍵を読み込む
     --search-keys              鍵サーバーの鍵を検索する
     --refresh-keys             鍵サーバーから鍵を全部更新する
     --import                   鍵の読込み/併合
     --list-packets             パケット列のみの一覧
     --export-ownertrust        所有者を信用した値を書き出す
     --import-ownertrust        所有者を信用した値を読み込む
     --update-trustdb           信用データベースを更新
     --check-trustdb            手当てしてない信用データベースを更新
     --fix-trustdb              壊れた信用データベースを修復
     --dearmor                  ファイルまたは標準入力の
                                包装除去
     --enarmor                  ファイルまたは標準入力の包装化
     --print-md アルゴリズム [ファイル]
				メッセージ要約を出力

オプション:

 -a, --armor                    ASCII形式の包装を作成
 -r, --recipient 名前           「名前」用に暗号化
     --default-recipient 名前   既定の受取人として
                                「名前」を使用
     --default-recipient-self   既定の受取人に既定の鍵を使用
 -u, --local-user               署名や復号にこのユーザーid
                                を使用
 -z N                           圧縮レベルをNに設定
                                (0は非圧縮)
     --textmode                 正準テキスト・モードを使用
 -o, --output                   出力ファイルとして使用
 -v, --verbose                  冗長
 -q, --quiet                    やや静か
     --no-tty                   端末を不使用
     --force-v3-sigs            強制的にv3署名
     --no-force-v3-sigs         v3署名を強制しない
     --force-v4-certs           強制的にv4署名
     --no-force-v4-certs        v4署名を強制しない
     --force-mdc                暗号化には常にMDCを使用
     --disable-mdc              暗号化には絶対にMDCを使用しない
 -n, --dry-run                  無変更
 -i, --interactive              上書き前に確認
     --use-agent                gpgエージェントを使用
     --batch                    バッチ・モード: 確認省略
     --yes                      たいていの質問の答えはyes
				とみなす
     --no                       たいていの質問の答えはno
                                とみなす
     --keyring                  鍵輪の一覧にこの鍵輪を追加
     --secret-keyring           一覧にこの秘密鍵輪を追加
     --show-keyring             一覧の鍵がある鍵輪を表示
     --default-key 名前         既定の秘密鍵として
                                「名前」を使用
     --keyserver ホスト         鍵の検索にこの鍵サーバーを使用
     --charset CHARSET名        端末のcharsetを「CHARSET名」
                                に設定
     --options                  ファイルからオプションを
                                読み込む
     --status-fd ファイル記述子
                               	このファイル記述子に状態を
				書き出す
     --trusted-key 鍵ID         この鍵を絶対的に信用する
     --load-extension ファイル
                              	拡張モジュールのファイルを
				読み込む
     --rfc1991                  RFC1991に記述されたモードを
				使用
     --openpgp                  パケットと暗号と要約のオプショ
				ンを全てOpenPGPの振舞に設定
     --pgp2                     パケットと暗号と要約のオプショ
				ンを全てPGP 2.xの振舞に設定
     --s2k-mode N               パスフレーズ・モードNを使用
     --s2k-digest-algo 名前     パスフレーズに「名前」のメッ
				セージ要約アルゴリズムを使用
     --s2k-cipher-algo 名前     パスフレーズに「名前」の暗号
				アルゴリズムを使用
     --cipher-algo 名前         「名前」の暗号アルゴリズムを
				使用
     --digest-algo 名前         「名前」のメッセージ要約
				アルゴリズムを使用
     --compress-algo 名前       「名前」の圧縮アルゴリズムを
				使用
     --throw-keyid              暗号パケットの鍵IDフィールド
                                      使用
     --throw-keyid              暗号パケットの鍵IDフィールド
                                を送出
     --show-photos              フォトIDを表示
     --no-show-photos           フォトIDを表示しない
     --photo-viewer             フォトIDを閲覧するコマンド行
                                を設定

(コマンドとオプション全部の一覧は、
マニュアル・ページをご覧ください)

例:

 -se -r Bob [ファイル]      署名とユーザーBobへの暗号化
 --clearsign [ファイル]     クリア署名を作成
 --detach-sign [ファイル]   分離署名を作成
 --list-keys [名前]         鍵を表示
 --fingerprint [名前]       指紋を表示

バグを見つけたら <gnupg-bugs@gnu.org> までご報告ください。




