
32

2-2　PHPプログラムの基本

33

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

PHPをマスターするためには、さまざまな構文や関数を知る必要があります。ここではPHPの学習を
始めるにあたって、もっとも基本的なプログラムの書き方について説明します。

▲

サンプルスクリプトの使い方
本書に掲載されているサンプルスクリプト（サンプルプログラム）は、付属CD-ROMの「samplePHP」

フォルダに収録されています。サンプルスクリプトの動作を確認するには、このフォルダごと「C:
￥xampp￥htdocs」フォルダ内にコピーします。操作後、「C:￥xampp￥htdocs￥samplePHP」というフォル
ダが生成された状態になります。

各PHPファイルを実行するには、WebブラウザのURL欄に「http://localhost/samplephp/<PHPファ
イル名>」という書式のアドレスを入力します。詳細は以下の解説を参照してください。

なお、本書のサンプルスクリプトはすべてEUC形式で保存されています。

2-2-1　PHPスクリプトの宣言
PHPファイルにはPHPスクリプトを書くだけでなく、PHPスクリプトとHTML文を混在させることが

できます。このため、PHPスクリプトを書く際は、どこからどこまでがPHPのスクリプトなのかを明示
する必要があります。

▲

PHPスクリプトの宣言と行末の ;
以下はPHPスクリプトを書く際の、もっとも基本的な決まりです。

・PHPスクリプトの前後を<?phpと?>で囲む

<?php ～ ?>で囲むことにより、その範囲がPHPスクリプトであることを宣言します。
・各行の末尾には;をつける

PHPの1つの命令が終わったことを明示するため、行の末尾に「;」をつけます。

これをふまえて、以下のスクリプトを見てください。

リスト2.2.1　smp2-01.php
01 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
02 <HTML>
03 <HEAD>
04 <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP">
05 <META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
06 <TITLE></TITLE>
07 </HEAD>
08 <BODY>
09 
10 <?php ←PHPスクリプトの開始
11   print "<HR>"; ←行末に ; をつける
12   print "<BR>";
13   print "現在の日時は " . date("Y年m月d日 h時i分") . " です。<BR>";
14   print "<BR>";
15   print "<HR>";
16 ?> ←PHPスクリプトの終了
17 
18 </BODY>
19 </HTML>

10行目の<?phpから16行目の?>までの範囲を除くと、PHPファイルだからといって特別なことはな
く、普通のHTMLとして記述します。もちろん、スタイルシートやJavaScriptなどの記述も可能です。

WebブラウザのURL欄に、http://localhost/samplephp/smp2-01.phpと入力してください。前述の解説
どおりにサンプルスクリプトをコピーしていれば、以下のように表示されます。

図2.2.1　リスト2.2.1の実行結果

※行番号は不要
リスト中の行番号は解説で使用するためのものであり、実際は入力する必要はありません。以降の解説で行番号つ
きのリストが登場した場合も同様です。

※行番号は不要
リスト中の行番号は解説で使用するためのものであり、実際は入力する必要はありません。以降の解説で行番号つ
きのリストが登場した場合も同様です。
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▲

print文で文字を表示する
リスト2.2.1で使われているprintという単語は、Webブラウザに対して「" ～ "」で囲まれた部分の

文字列などを画面出力（表示）させる命令です。固定的な文字、計算結果の数値、あるいはHTMLタグ
など、ブラウザ上に何かを表示させたい場合は、すべてこの命令を使います。
printと同等の機能を持つechoという命令もありますが、実用上はprint文だけ覚えておけば十分

です。なお、画面に文字や画像を表示することを「画面への出力」と表現する場合があります。

2-2-2　PHPとHTMLの混在パターン
PHPの特色の1つである、PHPスクリプトと通常のHTMLの混在については、いくつかのパターンが

あります。どれがよいということはありませんので、状況や好みに応じて使い分けてください。

▲

PHPスクリプトによってHTML文を出力する
以下は、PHPスクリプトによってHTML文を出力する例です。1章のリスト1.2.2と同様の手法です。

リスト2.2.2　smp2-02.php
01 <?php
02   print "<!DOCTYPE HTML PUBLIC ’-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN’>";
03   print "<HTML>";
04   print "<HEAD>";
05   print "<META http-equiv=’Content-Type’ 
     ➡content=’text/html; charset=Shift_JIS’>";
06   print "<META http-equiv=’Content-Style-Type’ content=’text/css’>";
07   print "<TITLE></TITLE>";
08   print "</HEAD>";
09   print "<BODY>";
10   print "<HR>";
11   print "<BR>";
12   print "現在の日時は " . date("Y年m月d日 h時i分") . " です。<BR>";
13   print "<BR>";
14   print "<HR>";
15   print "</BODY>";
16   print "</HTML>";
17 ?>

▲

PHPスクリプトとHTML文を完全に分離する
以下は、PHPスクリプトとHTMLを分離した例です。12行目の<?phpから14行目の?>までがPHPス

クリプトです。

リスト2.2.3　smp2-03.php
01 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
02 <HTML>
03 <HEAD>
04 <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP">
05 <META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
06 <TITLE></TITLE>
07 </HEAD>
08 <BODY>
09 <HR>
10 <BR>
11 
12 <?php
13   print "現在の日時は " . date("Y年m月d日 h時i分") . " です。<BR>";
14 ?>
15 
16 <BR>
17 <HR>
18 </BODY>
19 </HTML>

▲

HTML文の中にPHPスクリプトを埋め込む
HTML文の中に簡単なPHPスクリプトを埋め込む場合は、PHPスクリプトを<?=と?>で囲みます。

先頭が<?phpではなく、<?=であることに注意してください。

リスト2.2.4　smp2-04.php
01 <?php
02   $now = date("Y年m月d日 h時i分");
03 ?>

※リスト中の ➡

リスト中、レイアウトの関係でフローする（1行で納まりきれない）行は、 ➡  の位置で分割して掲載しています。
実際は、 ➡  の前後の行は連続しています。

※スクリプト中の改行
PHPのスクリプトでは、「ptint」などの命令や関数名（後述）などの途中でなければ、基本的に自由な位置で改
行ができます。また、行頭に入れた半角スペースやタブは実行時にすべて無視されます。この機能を利用すると、
フローする行を分割したり、構文の {} の中を字下げするなどして、プログラムを読みやすい形に整形できます。
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