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はじめに 

PHPマンモス本 :「 PHP徹底攻略」シリー
ズ(SOFTBANK)からかいつまんで PHPを紹
介、本の内用を網羅するわけではない

PHPを使った迅速なプログラム開発

PHP初心者、他言語のプログラマ向け

PHPの有効性



予定

簡単な紹介かちょっとしたテクニックまで

各テーマ10分くらいずつ

講師：桑村潤  JPUG分科会担当理事、

　Plamo Linux WebDB関連メインテナー
「 PHP4 徹底攻略実戦編」執筆、
「 Kerberos ネットワーク認証システム」翻訳、
「例題による Linux プログラミング」監訳等



概要 

PHPの大雑把

PHP開発環境 Emacs

XMLパースの第一歩

APCでキャッシュとエンコード



専門用語

PHPは 'PHP:Hypertext Preprocesser'

http://www.php.net
派生もとのPHP/FIは 'Personal Home Page 
Construction Kit/Form Interpreter'

http://www.zend.com/zend/hof/rasmus.php
PHP/FI は Rasmus Lerdorf 作

PHP3から Zeev Suraski(Zend社 )らが開発

PHP4は Zend Engine(強力なパーサ )搭載

http://www.zend.com



PHPの特徴

サーバサイドスクリプト

HTML埋め込み

言語としての特徴

PHPの特徴を活かす



サーバーサイドスクリプト



PHPの開始と終了 (タグ )

<?  ?>
<? echo "PHP でこんにちわ。 <br>\n"; ?>

<?php  ?>
<?php

 echo "PHP でこんにちわ。 <br>\n";

?>

<script language="php">   </script>
<script language="php">

echo "PHP でこんにちわ。 <br>\n";

</script>



PHP言語の特徴

C言語、 C++言語に似た構文と関数
Perlに似た変数や配列と関数
オブジェクト指向プログラミング可能
DBMSインターフェース
イメージ処理関数 (GD)
XML処理関数
マルチバイト文字対応
PEAR拡張クラス



PHPの特徴を活かす

既存のWebページを活性化
日付、ファイル更新日、条件分岐

既存のCGI(C, FORTRAN, Perl)を移植
C, FORTRAN => 変数名に $を付ける
Perl => とりあえず動かしてみる

長いプログラムはサブルーチン化
Include, require 関数を使う

有用ルーチンはオブジェクト指向で再利用
クラスにまとめる



PHP開発環境

コマーシャル版 IDE

オープンソース版 IDE

Emacsでの開発例を紹介



商用の開発環境

Price:$195
$245(support,upgrade)

日本語版価格： 54,000円
オンラインマニュアル
プロジェクト
リモートデバグ

Zend Studio
http://www.zend.com/store/products/zend-studio.php

Komodo
http://www.activestate.com/Products/Komodo/

Price: $295(Commercial), $29.95(Educational)

Nusphere PHPed IDE(DBG)
http://www.nusphere.com/

Price: $299.



オープンな開発環境

Eclipse+WebStudio(本格的 IDE）
http://webstudio.japansite.org/

DBG+DDD(Unix互換 GNU Debugger)
http://dd.cron.ru/dbg/
http://www.gnu.org/software/ddd/

DBG+SE(Windows)
http://dd.cron.ru/dbg/

PHP Edit(PHPで書かれている）
http://www.phpedit.com

IDE.PHP
http://www.ekenberg.se/php/ide/

Emacs + php-mode (筆者の環境)
HTMLテキスト編集とプログラム開発の同時進行



開発環境 (GNU Emacs)

emacs-w3m
（マニュアル表示）

php-mode
（プログラム編集）

etags
（関数検索）

ps-print
（カラー印刷）



Emacs(php-mode.el,ps-print.el)
php-mode.el(1.0.2)

http://sourceforge.net/projects/php-mode/

ps-print.el(6.5.5)
http//www.cpqd.com.br/~vinicius/emacs/

(autoload 'php-mode "php-mode-102" "PHP モード " t)
(add-hook 'php-mode-user-hook 'turn-on-font-lock)
(setq auto-mode-alist (append
   (list '("\\.php$" . php-mode)) auto-mode-alist))

(setq ps-multibyte-buffer 'non-latin-printer)
(require 'ps-mule)
(defalias 'ps-mule-header-string-charsets 'ignore)
(add-hook 'ps-print-hook
  '(lambda () (setq ps-printer-name "ps")
    (load "time-stamp")
    (setq ps-right-header
        (list "/pagenumberstring load"
            'time-stamp-yyyy/mm/dd 'time-stamp-hh:mm:ss))))



Emacs(w3m.el)
emacs-w3m.el

http://emacs-w3m.namazu.org/

(autoload 'w3m "w3m" "Interface for w3m on Emacs." t)
(autoload 'w3m-find-file

 "w3m" "w3m interface function for local file." t)
(autoload 'w3m-search

 "w3m-search" "Search QUERY using SEARCH-ENGINE." t)
(autoload 'w3m-weather

 "w3m-weather" "Display weather report." t)
(autoload 'w3m-antenna

 "w3m-antenna" "Report chenge of WEB sites." t)
(autoload 'w3m-namazu

 "w3m-namazu" "Search files with Namazu." t)
(setq w3m-namazu-index-alist

      '(("JF" "/usr/share/namazu/template1")))
(eval-after-load "w3m"

 '(setq w3m-command-arguments
        (nconc w3m-command-arguments
               '("-o" "http_proxy=http://gw:8080/"))))

(setq w3m-no-proxy-domains '("localhost" "local.domain.jp"))



Emacsコマンド

インデント揃え
^I

カラープリント
ps-print-buffer-with-faces
ps-print-region-with-faces

マニュアル表示
w3m-find-file

ウェブサイト表示
W3m-browse-url

PHP/PostgreSQL日本語マニュアル
検索サービスのサイト

http://www.net-newbie.com/



Emacs TAGS を活用

関数のタグを etags コマンドで作成
 etags *.php

Emacsでファイルを開いてタグを利用
M-x visit-tags-table

M-[TAB] で関数名の補完
M-. で関数の定義部へ移動
M-* で定義部から移動前の場所へ戻る



XMLのパース

Expatによる XMLのパース

業務でXMLのパースは避けて通れない

最も単純な例でハンドラを理解



PHPの XML関連の関数群

XMLパーサ
最も単純なパーサはexpatを使用
Apache-1.3.7 以降に組み込み

http://sourceforge.net/projects/expat/

XSLT(Extensible Stylesheet Language (XSL) 
Transformations)

XMLドキュメントを他の XMLドキュメントに変換する言語
Sabrotron と expat を使用

http://www.gingerall.com/

DOMXML
DOM(Document Object Model)APIで XMLドキュメント処理
GNOME XMLライブラリを使用

http://www.xmlsoft.org/



単純な XMLパーサ

パーサの作成
xml_parser_create -- XML パーサを作成する
xml_parser_set_option

 -- XML パーサのオプションを設定する
xml_set_element_handler

 -- start および end 要素のハンドラを設定する
xml_set_character_data_handler

 -- 文字データハンドラを設定する
xml_set_processing_instruction_handler

 --  処理命令 (PI) 用ハンドラを設定する
xml_set_default_handler

 -- デフォルトのハンドラを設定する
xml_set_external_entity_ref_handler

 -- 外部リファレンスハンドラを設定する



XMLハンドラの登録

オレンジ色で文字を表示
( 実際には処理を書く )



XMLパーステスト 

入力XMLデータ

出力ブラウザ表示



商用配布ソフトの開発

キャッシュモジュールによる高速化

ソースを中間コードにして見えなくする

APCキャッシュ



商用エンコード /キャッシュ
モジュール

Zend Encoder 3.0
http://www.zend.com/store/products/zend-encoder.php

日本語版価格： 400,000円

Zend Accelerator 2.0
http://www.zend.com/store/products/zend-
accelerator.php

日本語版価格： 300,000円
PHTML Encoder

http://www.rssoftlab.com/phpenc.php4
 Windows+Linux(Source):$550
日本語は？

IonCube Encoder
http://www.ioncube.com/encoder/

Linux, FreeBSD or Windows $349
日本語版価格： 59,800円



フリーのエンコード /
キャッシュモジュール

APC (Alternative PHP Cache)
http://apc.communityconnect.com/

10%位改善 (QPL -> PHP License)

Turck MMCache
http://turck-mmcache.sourceforge.net/

AfterBurner Cache
http://afterburner.bware.it

キャッシュのみ (LGPL)
PHP Accelerator(ionCube)

http://www.php-accelerator.co.uk/
 性能は良いらしいがライセンス不明バイナリのみフリー
(yahoo.comで使われている )

PEAR bcompiler
http://pear.php.net/manual/en/pecl.bcompiler.php
エンコードのみ



APC (Alternative PHP Cache)

APC Cache ML
http://lists.communityconnect.com/mailman/listinfo/apc-cache

PHP-4.2.3には CVS版 (1.0)を使用
http://apc.communityconnect.com/sources/apc-cvs.tar.gz

Apache DSO版へ組み込み
tar xvfz apc-cvs.tar.gz

cd apc

phpize

./configure --enable-apc

make

make install



APCによるキャッシュ

２種類のキャッシュ方法
共有メモリー (shm)

メモリー内部にキャッシュ

メモリーマップファイル (mmap)
ファイルにキャッシュしてその写しをメモリー内
部に

php.ini で指定
[APC]
zend_extension="/usr/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-

20020429/php_apc.so"
apc.mode = shm
;apc.mode = mmap
;off



APCのキャッシュモード

共有メモリ(shm)

オブジェクト毎の有効期
限設定可能
Webサーバ全体のキャッ
シュ統計が可能

SystemVセマフォを使う
ので漏洩に注意が必要

メモリマップ(mmap)

内部のキャッシュの働きが
わりやすい
キャッシュされたオブジェ
クトがファイルになるので
コンパイラとしても利用可
能

沢山のファイルを開く
キャッシュ統計はホスト毎
ではなくプロセス毎
キャッシュ管理が複雑



APC使用時のアクセステスト

Apache benchmark(ab)
同時に 1000 リクエストを 1000 回行なうテスト

 ab -n 1000 -c 1000 http://.../imagelist.php

簡単なイメージ表示を含むコンテンツ、

APCを使わない状態 (apc.mode=off) で 17 20秒

それぞれ 5回くらいずつ計測 (おおざっぱ )

        apc.mode|  Time(sec)
        --------+-----------
         off    | 17 20
         mmap   | 13 17
         shm    |  8 12 (オブジェクトファイル使用 )



APCによるエンコード

まずメモリマップ(MMAP)モードで全てのプログラ
ムにアクセスし、オブジェクトのファイルを生成

php.ini の設定
apc.mode = mmap

apc.cache_dir = オブジェクトファイルの生成ディレクトリ

hore.php = 生成 => hore.php.apc

次に、共有メモリ(SHM)モードで運用
hore.php.apc = コピー => hore.php
もちろん apc モジュールは必要
php.ini で細かい設定を行う

apc.mode = shm

apc.cache_rt ロック方式 {safe|fast}

apc.check_mtime ファイル修正時の自動キャッシュ更新 (既定値 0)

apc.check_compiled_source = 1 

コンパイル済の mmap形式ファイルの使用



APCの php.ini設定
apc.mode

キャッシュ動作モード {off|shm|mmap}

apc.cachedir (mmap)
コンパイル済みファイルの生成場所

apc.cache_rt (shm)
ロック方式 {safe|fast}

apc.check_mtime (shm)
ファイル修正時の自動キャッシュ更新 (既定値 0)

apc.hash_buckets (shm)
キャッシュインデクスのバケツ数 (既定値 1024)

apc.shm_segment_size (shm)
SHMセグメントサイズ (既定値 33554431)

apc.ttl
キャッシュの有効期限 (既定値 0は無限 )

apc.regex
キャッシュしないファイルの正規表現指定 (“*.inc”)

apc.relative_includes
相対パスでのインクルードを可能にする (既定値 1)

apc.check_compiled_source
コンパイル済の mmap形式ファイルの使用 (既定値 0)



まとめ

PHPで簡単にトランジェントなページ

自分好みの開発ツール

商用アプリケーションのための工夫

日本ポストグレスユーザー会でも使用



備考

赤／青マンモス本のその他の話題
DBMSアクセス
Web サイトプログラムのセキュリティ
セッション管理
認証システムの利用
テンプレートの利用
マルチバイトコードの扱い方
効率的なデバッグ

JPUG予定：事例紹介セミナー(冬？ )

新しいテーマ：PHPと讃岐うどんの関係



PHPと讃岐うどん

 讃岐うどんは、西暦８００年頃空海が中国より伝えたといわれています。
麺はその１００年くらい前から伝わっていたそうですが、主に宮廷で食さ
れるものとして民衆の口には入らなかったようです。香川県でも当時の国
の機関である国分寺くらいに専属の麺職人がいたかどうかというくらいだっ
たようです。鎮護国家と衆生救済を説く空海は小麦の生産と最新の切り麺
の技術を伝え、これが民衆に広まってうどんとなったということです。即
身成仏の真言密教において生きているうちに美味しいものを食べなければ
救済されたとは言えないのです。
 この光景は、伽藍とバザールのひとこまを思い出させるのではないでしょ
うか？すなわち、誰にでも口にできるうどんはオープンソースと言えます。
また、麺の食べ方にはいろいろあり、うどんはその麺食文化のひとつの形
です。まさに、スクリプト言語全体を麺と例えれば、PHPがそのうちのひと
つであるかのようです。面白いことに中国から伝わった麺にはラーメンも
あります。材料は小麦でない麺には蕎麦もあります。
 食も言語も文化の象徴としてとらえることができるのであれば、讃岐うど
んは食のオープンソース、麺食文化のPHPといったところでしょうか。


