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は じ め に
その昔データベースはいわば高嶺の（高値の?）花のような存在でした。高額なマ

シンの上で動作させるために，高額で購入し，儀式のように利用する。手元のコン
ピュータ上で動作させるなんて夢のまた夢で，さらに中の仕組みを知るにはその会社
に入り，開発に参加するしかありませんでした。その状況を大きく変えたのが「オー
プンソースのデータベース」たちです。オープンソースデータベース御三家（Firebird, 
MySQL, PostgreSQL）をはじめとする多くのデータベースが無償で公開され，いま
や誰でも手元のマシンにインストールして動作させ，手軽にソースコードにアクセス
することができます。特にMySQLはLAMPのMとしてWebの爆発的な普及の基盤
となり，数多くのアプリケーションに利用されています。

一方あまりにもLAMPのスタックがコモディティ化してしまい，「リレーショナル
データベースとしてのMySQL」というよりは単純に「SQLが使えるデータストレー
ジ」としてざっくり使われていたり，また，初期のイメージや都市伝説（例えば，ト
ランザクションが使えない，バイナリのバックアップがとれない，複雑なクエリは使
えない，など）や断片的な情報などで，実力どおりに評価されていないこともままあ
ります。しかしながら着実にバージョンアップを重ね，機能や性能を拡充してきた
MySQLは本格的な「リレーショナルデータベース」として十分な実力を持っていま
す。本書ではまずMySQLの概略や仕組みからはじめて，最新のバージョンである
MySQL5.5を用いた開発・テスト・初期運用に至るフェーズに有用な情報をWindows
プラットフォーム上で説明するものです。

読者の中には「なぜWindows ？」と首を傾げる人もいらっしゃるでしょう。「オー
プン」なソフトウエアをあえて「クローズ」なOSの上でなぜ利用するのか，と。し
かしながら「手元のコンピュータ」としてのWindowsは圧倒的なシェアを誇ってい
ます。コモディティ化しているデータベースを，コモディティ化しているOSの上で
動作させようとすることは理にかなったものですし，Windowsをクライアントのみ
ならずサーバを動作させるプラットフォームとして利用するケースも数多く存在しま
す。このようなWindowsの利用状況にもかかわらず，既存の記事や情報のほとんど
はPOSIXプラットフォームを前提としており，それゆえにMySQL&Windowsとい
う部分で触れられることのなかったカテゴリも存在します。仕事柄長くWindowsを
利用してきた筆者が「MySQL&Windowsの視点」からMySQLを取り上げることで，
現状欠けている部分を補えるのではないか，と考えたのが本書の執筆動機となってい
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ます。そのため本書は多くのWindows関連情報を含み「Windows！」ということで
本書を手にしていただいた方には，満足していただける内容に仕上がっていると思い
ます。

「オープン」なソフトウエアといえども，MySQLは既に100万行を超す巨大なソフ
トウエアです。そのソフトウエアをうまく利用するために，多くのサンプルやコツ

（Tips）がWeb上のブログエントリ，記事，情報にあふれています。たまたま必要な
サンプルが，問題解決にうまく適用できる場合もありますが，ほんのちょっとの条件
の違いからうまくいかない場合もあります。なぜうまくいかないのか，を理解するに
は，MySQL自体の仕組みをある程度理解する必要があります。仕組みが理解できれ
ば，各種情報の応用も利くようになります。また複数の選択肢があって，なぜこちら
を選ぶのか，といった場合にも仕組みを知ることにより明確な判断を行えるケースが
増えることでしょう。例えば，なぜこの場合の数値データ型にDOUBLEでなく
DECIMALを使うのか，なぜWindowsの場合一般的なキャラクタセットにsjisでは
なくcp932を利用すべきなのか，なぜトランザクションはなるべく短くすべきなのか。
これらの答えは本書を読んだ後には明確な答えが得られます。無論一冊の本で広大な
MySQLの世界の全てをカバーすることはできませんが，幸い既存のMySQLに関す
る書籍やドキュメントには良質なものが多く存在します。本書からさらに詳細に調べ
るためのリファレンスはできる限り明記するようにしました。本書がまずは深遠な
MySQL世界のWindows側からの入り口となり，望む人にはより深い世界への手引き
書になることを願ってやみません。

2012年2月
木村明治
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本書が対象としている読者
本書はWindows上でMySQLを稼働させるアプリケーションやシステムの開発者

を対象の読者と想定しています。最低限MySQLのインストール経験（アプリケーショ
ンの延長でのインストールを含む）があるか，もしくは手元のWindowsマシンに新
規にインストール可能で，Windowsコマンドプロンプトでの作業ができる必要があ
ります。Windowsでは多くのアプリケーションがGUIベースで動作しますが（MySQL
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も例外ではなくMySQL WorkbenchやphpMyAdminなどがあります），開発やQA，
運用などで細やかな操作や対応をするにはMySQLのキャラクタベースのツール利用
がかかせません。本書の後半では実際に操作しながら，MySQLサーバの動作の詳細
を確認します。
なおSQL自体の詳細な説明は行っていませんので，SQLに不慣れな方は別の入門

書などて一般的なSQLを学んでください（第4章では一般的なものとの違いのみ説明
します）。

本書の読み方
本書の内容は第1章から読み進むことを想定した内容になっています。ただし

Windows自体についての知識やMySQLの概要について既に知っている方は第1章を
とばしてもよいでしょう。また第2章ではデータベース自体とMySQLの概念を説明
します。1 ～ 2章は概念的な話が多いので，先に3章以降に進んで一通り読んだ後に，
戻って来て見直してもいいと思います。

第3章では少しくどいくらいにmysqlコマンドラインツールの説明をします。全て
のオプションを一度に覚える必要はないので，さっと確認した読み進めた後，必要に
応じて再確認に戻る，といった読み方でもかまいません。第4章以降でそのツールを
利用してMySQLの各種説明を実際に手を動かして確認できる形ですすめていきま
す。特にトランザクションや，文字コード，データ型，ストアドルーチンについて詳
細に取り上げています（これらはプラットフォームがWindows以外でも役立つ内容
です）。第5章の最後の節ではWindowsに特化した便利なツール類をまとめて紹介し
ています。これらはMySQL以外でもWindows上での開発，運用をする際には必携
のツール類です。

第6章では全体のおさらいと最後にバックアップ・リストア（リカバリ）について，
一般的な話の後MySQLでの具体的な手順について述べています。バックアップ・リ
ストアについては，その背景や仕組みを知ると知らないとでは大きな違いがあります
ので，既に運用に入っている人もあらためて確認してみてください。

本書の動作環境
本書の内容は主にWindows 7（64-bit）環境の上で動作確認をしました。また必要

に応じてVista, XPの32-bit環境で追加確認をした項目もあります。
MySQLは主にComminityバージョンの5.5GA版（MySQL 5.5.8以降）を利用しま

した。原稿執筆のタイミングによりリビジョンのばらつきはありますが，本文はリビ

ジョンには拠らない記述に努め，リビジョンによる違いがある場合は，その旨明記し
てあります。

各章概要

● 第1章：MySQLとWindowsの概要
プラットフォームとしてのWindows, そしてデータベースとしてのMySQLについ

て，それぞれの概要とバージョン選定の確認ポイントについて説明します。
また，より新しいバージョンの InnoDBで追加された新機能の一覧もここで確認で

きます。

● 第2章：データベースの基本とMySQLの仕組み
MySQLサーバを理解する基礎となるデータベースの基本について解説した後，そ

のデータベースが利用するOSのリソースや仕組みについて概要を説明します。
その後MySQLサーバの内部構造について説明し，それらが実際どのように利用さ

れるのかについて，いくつかのケースをクライアントからみたツアーとして説明しま
す。

● 第3章：MySQLの操作
MySQLのコマンドラインツール群について概要をまず説明します。次にmysqlコ

マンドラインツールを使って簡単な操作を行い，それがMySQLサーバ内でどのよう
に処理されるかを説明します。
その後，コマンドラインツール群でも開発・運用管理によく使うmysqlコマンドラ

インツールと，mysqladminユティリティについてオプションを含めて詳細に説明し
ます。これらはWindowsのコマンドプロンプトから実行するものですが，最後に
Windows Power Shellによる接続例も示します。

● 第4章：MySQLを使ったシステム開発時の観点
システム開発時の観点として，トランザクション，データ型，文字コード，SQL

の便利な機能について説明します。トランザクションは実際のクエリと，ユーザへの
見え方，MySQL内部での扱い方をあわせて説明し，トランザクションが分離度に応
じてどのように扱われるのかを説明します。また，トランザクションシステムでの最
大の留意点であるタイムアウトとデッドロックについても説明します。
データ型についてはどのようなデータに対して，どのデータ型を使うのか，可能な

限り細かく記述してあります。表記に統一感のない日付時刻関数についてては，必要
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なものがすぐに見つかるマップ的な一覧を用意しました。
文字コードについてはMySQL 5.5で初めて実装されたutf8mb4も含めて，MySQL

キャラクタセット（コレーション）の扱い方について説明してあります。また起こり
うる典型的な文字化けについても，実例を含めて説明しています。

SQLの便利な機能についてはMySQLに特徴的なものをピックアップしています。
その中でクエリキャッシュについては，関連する変数やステータス変数も含めて確認
できる形で一覧を用意しました。また最後にCSVファイルの入出力をExcelに合わせ
た形で詳細に説明しています。

● 第5章：テスト・QA時の観点
テスト・QA時の観点として，テストに使えるストアドルーチン，MySQLのログ，

MySQLのモニタ方法，クエリのプランとヒント，Windowsの機能を使ったログ・モ
ニタの機能を説明します。ストアドルーチンは初歩のステップからはじめて，実際の
ルーチン，ファンクション，トリガが書けるようになるまで細かく説明します。また，
それにより実用的なテストデータをMySQLだけで作成できるようになります。

MySQLの出力する各種ログの意味と内容を確認します。稼働中のMySQLをモニ
タする方法（SHOW GLOBAL VARIABLES; SHOW GLOBAL STATUS; 情報スキー
マやSHOW PROCESSLIST; SHOW ENGINE INNODB STATUS;）を説明して，実
際にどのような問題の検知，解決ができるかを見ていきます。

最後にオプティマイザの挙動を知るために，EXPLAIN句を利用したクエリのプラ
ン表示，FORCE/IGNORE INDEXを使ったクエリへのヒントを説明します。実際に
データを作成して確認するので，いままでクエリの実行計画（プラン）と聞いても，
あまりピンとこなかった方にもわかっていただけるかと思います。

● 第6章：安定した開発～初期運用のために
本書のこれまでの説明のおさらいとなる「そば屋の例」を説明します。どのような

設定が安定・不安定を左右するのか，例とともにこれまでの説明の該当部分を見直し
てみてください。また，データベースにおけるバックアップ・リストアの概念を説明
した後，実際に3つのケースでのバックアップ・リストアの実際を説明します。
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