
脱 C/Sプログラマー計画 第３回 
 

■メニュー 

 

MySQL の第一段です。 

初めての MySQL の方対象です。 

この回では以下の４ステップを学習します。 

 

１．MySQL の環境を設定 

２．データベースの作成 

３．テーブルの作成 

４．PHP でテーブル内容を表示 

 

■MySQL をインストールする 

 

さて MySQL を Windows XP SP2 以上にインストールします。 

下記をダウンロードしてすべてデフォルトでインストール 

します。(20010/1/22) 

 

Mysql 本体            ： mysql-essential-5.1.42-win32.msi 

Mysql Workbench(GUI) ： mysql-workbench-oss-5.2.14-beta-win32.msi 

 

私がインストール設定したログを PDF 化しましたのでダウンロードして参照ください。 

MySQLインストールログ 

WorkBench は GUI で MySQL を操作するツールです。 

とりあえず基本を覚えるためにコマンドライン中心です。 

 

インストールの詳細はネットで検索してください。 

 

■TCP/IP ネットワークポート確認（穴あけ確認） 

 

MySQL のネットワークのサービスポートの規定値は 3306 になります。 

以下のコマンドを DOS コマンドプロンプト画面で入力して開放されているか 

確認します。 

 

C:\ディレクトリ>netstat -an | find /i "listening" 

 

スタート⇒ファイル名を指定して実行⇒名前に cmd を入力⇒OK クリックで 
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DOS のコマンドプロンプト画面が表示されます。 

 

TCP 0.0.0.0:3306 0.0.0.0.:0 LISTENING 

 

が表示されれば OK です。 

 

■MySQL のパス設定 

 

DOS のコマンド画面で以下のコマンドを入力します。 

 

C:\ディレクトリ>path 

 

;で区切られたプログラムのディレクトリが表示されます。 

まだ MySQL のプログラムのディレクトリは追加されていませんので、ここにインストールした MySQL のプ

ログラムのディレクトリーを追加します。※上記には MySQL Server 5.1\bin がすでに追加されています。 

 

これは Windows の実行環境変数の PATH に MySQL のプログラムのありかを設定します。これを設定しないと

一々MySQL のプログラムディレクトリに cd(チェンジディレクトリ）してから処理を実行することになりま

す。 
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それでは環境変数を設定します。(XP の場合) 

 

①スタート⇒コントロールパネル⇒システム⇒詳細設定タブ選択⇒環境変数 

②下のリストボックスのシステム環境変数より path をクリックで選択 

③編集ボタンをクリック 

④一番最後の;(セミコロン)の後に以下を追加します。 

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\bin; 

最後にセミコロンを必ず追加してください。 

⑤OK ボタンで完了です。 

 

 

■MySQL にログイン 

 

それではあらためて DOS コマンドプロンプト画面を起動しなおします。 

※環境変数を変更しても変更前の DOS コマンドプロンプト画面には反映しません。 

DOS コマンドに以下を入力します。 

C:\ディレクトリ>mysql -u root -p 

 

ここでは root ユーザーでログインします。 

まだ他のユーザーは未登録のためです。 
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コマンド 

>mysql -u ユーザ名 -p データベース名 

 

MySQL のインストールで設定した root のパスワードを入力します。 

データベース名は省略可能です。 

Enter password:のプロンプトが表示されますのその後にパスワードを 

入力してください。 

 

 

■MySQL を終 

コマンドプロンプトに以下を入力します。 

mysql>exit 

 

または、Ctl+C 

 

または mysql>quit 

 

■ MySQL のサービス開始 

C:\ディレクトリ>net start mysql 
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■MySQL のサービス停止 

C:\ディレクトリー>net stop mysql 

 

 

■データベースの確認 

mysql> show databases; 

 

■データベースの選択 

mysql> use test; 

 

■テーブルの確認 

mysql> show tables; 

 

 

■だらだらデータベースの作成 

・作成前の確認 
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※矢印キー↑↓でキー入力のヒストリーが出力できます。 

mysql> show databases; 

 

・データベース作成 

create databse daradara; 

 

■だらだらデータベースの選択 

Mysql>use daradara; 

 

■ダラッターテーブル作成 

create table daratter ( 

  ID     INT(8), 

  MDATE  DATE, 

  MTIME  TIME, 

  USER   VARCHAR(20), 

  MSG    VARCHAR(140), 

  FLG    VARCHAR(1) 

); 
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■テーブルのカラム確認 

mysql> desc daratter; 

 

■テーブルの削除 

mysql> drop table daratter; 

 

■ テーブルの再作成 

キー項目と日付、時間は NULL を許可しないに変更して、再作成します。 

create table daratter ( 

  ID     INT(8) NOT NULL, 

  MDATE  DATE NOT NULL, 

  MTIME  TIME NOT NULL, 

  USER   VARCHAR(20), 

  MSG    VARCHAR(140), 

  FLG    VARCHAR(1) 
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); 

 

mysql> desc daratter; 

 

 

■プライマリーキーの作成 

ID をプライマリーキーに指定します。 

mysql> alter table daratter add primary key (ID); 

 

mysql>desc daratter; 
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■プライマリーキーを自動インクリメン設定 

ID を自動で番号を設定するように指定します。 

登録する場合は NULL を指定することで、自動で値が入力されます。 

mysql> alter table daratter modify ID int AUTO_INCREMENT; 

 

mysql> desc daratter; 

 

■データの登録 

mysql>のコマンドプロンプトに複数行を入力する場合、enter キーで改行できます。 

途中で入力をキャンセルする場合は,\c を入力して enter キーでキャンセルできます。 
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1 件登録します。 

insert into daratter values ( 

    NULL, 

    CURDATE(), 

    CURTIME(), 

    'poohikin', 

    'Sample Message 1', 

    '0' 

); 

 

登録した内容を確認します。 

mysql> select * from daratter; 

 

■複数データ登録 

insert into daratter values ( 

    NULL, 

    CURDATE(), 

    CURTIME(), 

    'marylin', 
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    'Sample Message 2', 

    '0' 

); 

insert into daratter values ( 

    NULL, 

    CURDATE(), 

    CURTIME(), 

    'pooshikin', 

    'Sample Message 3', 

    '0' 

); 

insert into daratter values ( 

    NULL, 

    CURDATE(), 

    CURTIME(), 

    'marylin', 

    'Sample Message 4', 

    '1' 

); 

 

実行結果 
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登録内容 

mysql> select * from daratter; 
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■条件指定による選択 

 

USER の先頭が mを選択 

select * from daratter  where USER like 'm%'; 

 

 

USER の pooshikin を選択 

select * from daratter where USER = 'pooshikin'; 

 

 

 

1 レコード目の USER が’poohikin’で登録されているため、1レコードだけ選択されます。 

■レコードの更新 

1 レコード目の USER’poohikin’を’pooshikin’に変更します。 

update daratter set 

    USER = 'pooshikin' 

    where ID = 1; 

 

結果 
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mysql> select * from daratter 

    -> where USER = 'pooshikin'; 

 

 

変更を確定するため、commit します。 

mysql> commit; 

 

 

■レコードの削除 

 

delete from daratter 

    where FLG = '1'; 

 

結果 
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確認 

mysql> select * from daratter; 

 

 

変更を確定するため、commit します。 

mysql> commit; 

 

 

■PHP で MySQL へ問い合わせ処理 

それでは、下記コードをテキストエディターに貼り付けて、sample3.php で保存します。 

保存する先は apatch のドキュメントディレクトリーです。(C:/WWW/htdocs) 

 

<html> 

<head> 

<title>sample3</title> 

</head> 

<body> 

<?php 

 

    // DB 接続 

    mysql_connect("127.0.0.1","root","takayuki"); 

    mysql_select_db("daradara"); 

 

    // クエリ作成＆クエリ実行 

    $query = "select * from daratter"; 
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    $result = mysql_query($query); 

    $num_rows = mysql_num_rows($result); 

 

    // 検索結果編集＆出力 

    if($num_rows == 0) $message = "該当データなし"; 

    else $message = $num_rows . "件"; 

    echo "検索結果 = " , $message , "<br>", "\n"; 

 

?> 

<table border=1> 

    <tr> 

        <td>ID</td> 

        <td>DATE</td> 

        <td>TIME</td> 

        <td>USER</td> 

        <td>MSG</td> 

        <td>FLG</td> 

    </tr> 

<?php 

    // クエリ結果の件数分出力 

    while ( $row = mysql_fetch_assoc($result) ) { 

        print "    <tr>"."\n"; 

        print "        <td>".$row['ID']."</td>"."\n"; 

        print "        <td>".$row['MDATE']."</td>"."\n"; 

        print "        <td>".$row['MTIME']."</td>"."\n"; 

        print "        <td>".$row['USER']."</td>"."\n"; 

        print "        <td>".$row['MSG']."</td>"."\n"; 

        print "        <td>".$row['FLG']."</td>"."\n"; 

        print "    </tr>"."\n"; 

    }; 

?> 

</table> 

</body> 

</html> 
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■ 実行結果 

 

sample3.php をクリックします。 
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