
付録 A

PostgreSQLのセットアップ

この付録では、PostgreSQLのインストール、初期化、起動など Phoenix開発
に必要な準備作業の手順を解説します。手順は macOS と Ubuntu で大きく異な
ります。

� �
【重要な注意事項】 この付録に記載されたコマンドは、特記ない限り一般ユーザーの権限で

（sudoなしで）実行してください。むやみに sudoを付けてコマンドを実行するとさまざまな問

題を引き起こします。� �
A.1 macOSの場合

PostgreSQLのインストール

ターミナルで以下のコマンドを順に実行します。

$ brew install postgresql
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付録A PostgreSQLのセットアップ

� �
ここで bash: brew: command not found というメッセージが出力された場合は、Home-

brew のインストールが必要です。『Elixir/Phoenix 初級①』の付録 C を参照してくだ

さい。付録 C の PDF 版は、本書の読者サポートページ（http://www.oiax.jp/books/

elixir-phoenix-volume2.html）から入手可能です。� �
PostgreSQLサーバーの起動

ターミナルで次のコマンドを実行します。

$ pg_ctl start -D /usr/local/var/postgres/

すると、次のようなメッセージが表示されます。

server starting
…
Log: database system is ready to accept connections
Log: autovacuum launcher started

最後に Enterキーを入力してください。

なお、以前に古いバージョンの PostgreSQLを使用していた場合、サーバー起

動時に次のようなエラーメッセージが出る場合があります。

FATAL: database files are incompatible with server
DETAIL: The data directory was initialized by PostgreSQL version 9.5, >
which is not compatible with this version 9.6.2.

この場合は、以下のコマンドを実行してからサーバーの起動をやり直してくだ

さい。

$ mv /usr/local/var/postgres /usr/local/var/postgres.bak

$ initdb /usr/local/var/postgres -E utf8

今後、Mac へのログイン時に PostgreSQL サーバーを自動で起動したい場合

は、ターミナルで次のコマンドを実行してください。
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A.1 macOSの場合

$ brew services start postgresql

次のようなメッセージが表示されれば成功です。

==> Successfully started `postgresql` (label: homebrew.mxcl.postgresql)

逆に、PostgreSQLサーバーの自動起動設定を解除したい場合は、PostgreSQL

サーバーが起動している状態でターミナルで次のコマンドを実行してください。

$ brew services stop postgresql

次のようなメッセージが表示されれば成功です。

==> Successfully stopped `postgresql` (label: homebrew.mxcl.postgresql)

phoenixユーザーの追加

$ createuser -dP phoenix

� �
createuser は PostgreSQL サーバーにユーザーを追加するコマンドです。オプション -d は

「データベース作成権限を与える」という意味で、オプション -P は「パスワードを設定する」

という意味です。� �
ここで、次のようにパスワードの入力を求められます。

Enter password for new role:

これは、PostgreSQLサーバーに phoenixユーザーとしてログインするための

パスワードです。ここでは phoenixと入力することにします。さらに、

Enter it again:

と表示されたら、同じく phoenixと入力してください。
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■コラム: ユーザー追加に失敗する場合
createuserコマンドが次のようなエラーメッセージを出して失敗する

ことがあります：

createuser: could not connect to database postgres: FATAL: role "xxxx" >
does not exist

ただし、xxxxの部分には、現在あなたがMacにログインしているユー

ザー名が入っています。

このエラーは、一台のMacに複数ユーザーを作成し、ユーザーを切り替

えて使っている場合に主に発生します。例えば、あなたの Mac に alice

と bob というふたつのユーザーが存在していて、alice ユーザーとして

Homebrewを用いて PostgreSQLをインストールした場合、bobユーザー

として Mac にログインしている状態で createuser コマンドを用いると

上記のようなエラーが出ます。

問題を解決するには、aliceユーザーとしてMacにログインし直して、

次のコマンドを実行してください。

$ createuser -s bob

オプション -s は「スーパーユーザー権限を与える」という意味です。

この結果、bobユーザーとして createuserコマンドを実行できるように

なります。

PostgreSQLサーバーの停止

PostgreSQLサーバーを停止する前に、Phoenixアプリケーションを停止して

ください。

ターミナルで次のコマンドを実行します。
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A.2 Ubuntu 16.04の場合

$ pg_ctl stop -D /usr/local/var/postgres/

次のようなメッセージが表示されれば、サーバーの停止が完了しています。

waiting for server to shut down....LOG: received smart shutdown request
LOG: autovacuum launcher shutting down
LOG: shutting down
LOG: database system is shut down
done

server stopped

ただし、Mac からログアウトするときに PostgreSQL サーバーは自動で停止

するので、通常はサーバーを明示的に停止する必要はありません。

A.2 Ubuntu 16.04の場合

PostgreSQLのインストール

ターミナルで次のコマンドを実行します。

$ sudo apt-get install -y postgresql libpq-dev

� �
macOS の場合と異なり、インストール後に自動で PostgreSQL サーバーが起動します。ま

た、Ubuntuの起動時にも PostgreSQLサーバーが自動的に起動します。� �
念のため、バージョン番号を調べます。

$ psql --version

次のように出力されれば OKです（バージョン番号は異なるかもしれません）。

psql (PostgreSQL) 9.5.10

psql コマンドを用いて、PostgreSQLサーバーに接続できることを確認します。
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$ psql postgres

接続に成功すると、次のように PostgreSQLコンソールが開きます。

psql (9.5.10)
Type "help" for help.

postgres=#

Ctrl-Dを押すと PostgreSQLコンソールが終了します。

phoenixユーザーの追加

$ sudo -u postgres createuser -dP phoenix

� �
createuser は PostgreSQL サーバーにユーザーを追加するコマンドです。オプション -d は

「データベース作成権限を与える」という意味で、オプション -P は「パスワードを設定する」

という意味です。� �
ここで、（sudo コマンドの実行に必要なパスワードの他に）次のようにパス

ワードの入力を求められます。

Enter password for new role:

これは、PostgreSQLサーバーに phoenixユーザーとしてログインするための

パスワードです。ここでは phoenixと入力することにします。さらに、

Enter it again:

と表示されたら、同じく phoenixと入力してください。

PostgreSQLサーバーの起動と停止

PostgreSQLサーバーは Ubuntuの起動時に自動的に起動し、シャットダウン

時に自動的に停止します。
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A.2 Ubuntu 16.04の場合

自動起動の設定を解除するには、次のコマンドを実行します。

$ sudo systemctl disable postgresql

自動起動する設定に戻すには、次のコマンドを実行します。

$ sudo systemctl enable postgresql

手動で起動するには、次のコマンドを実行します。

$ sudo systemctl start postgresql

手動で停止するには、次のコマンドを実行します。

$ sudo systemctl stop postgresql
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