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MySQL 5.1.51 リリースノート （日本語翻訳） 

 

InnoDB に関する注意事項: 

 InnoDB Pluginはバージョン 1.0.12 にアップグレードされている。本バージョン

は、General Availability（GA）の品質であるとみなされている。 

今回のリリースでは、InnoDB Pluginは、RHEL3、RHEL4、SuSE 9（x86、x86_64、

ia64）、および Linux RPM 汎用パッケージを除き、ソースおよびバイナリディストリ

ビューションに含まれている。また、FreeBSD 6 と HP-UX、および ia64 全般の Linux

では動作しない。 

修正されたバグ: 

 セキュリティ修正: 極値関数（LEAST()、GREATEST()など）への引数の評価時に、

タイプエラーが正しく伝播しなかったために、サーバがクラッシュしていた

（Bug#55826、CVE-2010-3833）。 

 セキュリティ修正: グルーピングのためにテンポラリテーブルを必要とした派生テ

ーブルを実体化した後、サーバがクラッシュする可能性があった（Bug#55568、

CVE-2010-3834）。 

 セキュリティ修正: 論理式コンテキストで評価されるユーザ変数への代入式は、

GROUP BYのためのテンポラリテーブルで事前に計算することができる。ただし、

テンポラリテーブルの作成後に式の値を使用しようとすると、その値をテンポラリ

テーブルから読み取るのではなく、式の再評価を実行し、結果的にサーバがクラッ

シュしていた（Bug#55564、CVE-2010-3835）。 

 セキュリティ修正: タイムゾーン引数が空の SETカラム値だった場合、

CONVERT_TZ()関数によってサーバがクラッシュしていた（Bug#55424）。 

 セキュリティ修正: ビューのプレパレーション中に LIKE述語を事前評価すると、

サーバがクラッシュする可能性があった（Bug#54568、CVE-2010-3836）。 

 セキュリティ修正: GROUP_CONCAT()と WITH ROLLUPを同時に使用すると、サー

バがクラッシュする可能性があった（Bug#54476、CVE-2010-3837）。 

 セキュリティ修正: クエリで使用している GREATEST()関数または LEAST()関数

の引数のリストに数値引数と LONGBLOB引数が混在し、そのような関数を実行した

結果が中間テンポラリテーブルを使用して処理された場合、サーバがクラッシュす

る可能性があった（Bug#54461、CVE-2010-3838）。 
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 セキュリティ修正: ストアドプロシージャまたはプリペアドステートメントで、ネ

スト化された結合を使用するクエリを実行した場合、サーバで無限ループが発生す

る可能性があった（Bug#53544、CVE-2010-3839）。 

 セキュリティ修正: PolyFromWKB()関数に不正な WKB データが渡された場合、サ

ーバがクラッシュする可能性があった（Bug#51875、CVE-2010-3840）。 

 矛盾を含む可能性がある変更: レプリケーション: MySQL 5.5.6 の時点で、CREATE 

TABLE IF NOT EXISTS ... SELECTステートメントで作成するテーブルが既存

の場合の処理が変更されている。 

 以前は、CREATE TABLE IF NOT EXISTS ... SELECTで作成するテー

ブルが既存であることを示す警告が MySQL によって生成されたが、行は挿

入され、このステートメントはバイナリログに書き込まれていた。一方、

CREATE TABLE ... SELECT（IF NOT EXISTSなし）はエラーを生成し

て失敗し、行は挿入されず、このステートメントはバイナリログに書き込ま

れなかった。 

 現在は、どちらのステートメントも作成するテーブルが既存の場合の処理は

同じ（行は挿入されず、ステートメントはバイナリログに書き込まれない）

である。ただし、IF NOT EXISTSがある場合は警告が生成され、ない場合

はエラーが生成される点が異なっている。 

IF NOT EXISTSの処理の変更によって、変更前の動作を行う MySQL 5.1 のマスタ

から変更後の動作を行う MySQL 5.5 のスレーブへのステートメントベースのレプリ

ケーションで矛盾が発生することになる。たとえば、マスタで CREATE TABLE IF 

NOT EXISTS ... SELECT を実行して、作成するテーブルが既存の場合、マスタ

では行が挿入されるが、スレーブでは行は挿入されないという結果になる（行ベー

スのレプリケーションではこの問題は発生しない）。 

この問題を解決するために、MySQL 5.1 では 5.1.51 の時点で CREATE TABLE IF NOT 

EXISTS ... SELECTのステートメントベースのバイナリログについて、以下の変

更が行われている。 

 作成するテーブルが存在しない場合、これまでどおり、ステートメントはそ

のままログに記録される。 

 作成するテーブルが存在する場合、ステートメントはそれと等価な CREATE 

TABLE IF NOT EXISTSステートメントと INSERT ... SELECTステー

トメントのペアとしてログに記録される（元のステートメントの SELECT

の前に IGNOREまたは REPLACEが置かれ、INSERTはそれぞれ INSERT 

IGNOREまたは REPLACEに置き換えられる）。 
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この変更によって、作成するテーブルが既存の場合にマスタとスレーブの両方に行

が挿入されるので、MySQL 5.1 から 5.5 へのステートメントベースのレプリケーショ

ンに前方互換性が提供される。この互換性対策を有効にするには、5.1 サーバで 5.1.51

以降を、5.5 サーバで 5.5.6 以降を使用する必要がある。  

既存の 5.1 から 5.5 へのレプリケーションシナリオをアップグレードするには、最初

にマスタを 5.1.51 以降にアップグレードする。通常のレプリケーションのアップグ

レードでは最初にスレーブをアップグレードするように勧告しているが、この場合

はそれとは違うので注意すること。  

元の動作（作成するテーブルが既存かどうかに関係なく行を挿入する）を使用する

必要があるアプリケーションでは、CREATE TABLE IF NOT EXISTS および

INSERT ... SELECT ステートメントの代わりに CREATE TABLE IF NOT 

EXISTS ... SELECTステートメントを使用することで対応できる。  

この変更に関連して、もう 1 つの変更が同時に行われた。以前は、CREATE TABLE 

IF NOT EXISTS ... SELECT で作成するテーブルと同じ名前のビューが既存だ

った場合、基礎となるベーステーブルに行が挿入され、このステートメントはバイ

ナリログに書き込まれていた。MySQL 5.1.51 および 5.5.6 の時点では、行は挿入され

ず、ステートメントはログに記録されない（Bug#47442、Bug#47132、Bug#48814、

Bug#49494）。 

 矛盾を含む可能性がある変更: 以前は、mysqld がファイルにエラーログを書き込ん

でいる場合（たとえば--log-errorオプション付きで起動されていた場合）、

FLUSH LOGSまたは mysqladmin flush-logs を使用してログをフラッシュすると、

現在のログファイルの名前をサフィックス-old付きの名前に変更して、新しい空

のログファイルを作成していた。この場合、もう一度ログフラッシュを実行すると、

元のエラーログファイルは、別の名前で保存した場合を除いて失われていた。たと

えば、ファイルを保存するには、以下のコマンドを使用する。 

 shell> mysqladmin flush-logs 

 shell> mv host_name.err-old backup-directory 

ファイルが失われる問題を回避するために、名前の変更は行わずに、サーバはログ

ファイルのクローズと再オープンだけを行うように変更された。ファイルの名前の

変更は、フラッシュの前に手動で実行できる。その後でフラッシュを実行すると、

元のファイル名で新しいファイルが再オープンされる。たとえば、ファイルの名前

を変更してから新しいファイルを作成するには、以下のコマンドを使用する。 
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shell> mv host_name.err host_name.err-old 

shell> mysqladmin flush-logs 

shell> mv host_name.err-old backup-directory 

（Bug#29751） 

Bug#56821 も参照。 

 InnoDB ストレージエンジン: クラッシュの後にオプションで

innodb_force_recovery=6を指定して MySQL を再起動すると、InnoDBテーブ

ルに対する一部のクエリが、WHERE句または ORDER BY句によって失敗する可能性

があった。 

ディザスタリカバリのような状況では、通常はそれらの句を含まないクエリを使用

して、テーブル全体をダンプする。高度なトラブルシューティングの実行中は、そ

れらの句を含むクエリを使用して、破損したデータの所在を診断したり、破損した

部分に応じてデータをリカバリすることができる（Bug#55832）。 

 InnoDB ストレージエンジン: CHECK TABLEコマンドによって、長い時間がかかる

InnoDB適応ハッシュインデックスメモリ構造の検証が行われる可能性があった。

現在は、このチェックは、デバッグ用にビルドされたバイナリでのみ実行される

（Bug#55716）。 

 InnoDB ストレージエンジン: デバッグバージョンのサーバでは、スレッドが大量

に存在して高負荷になると、クラッシュする可能性があった（Bug#55699）。 

 InnoDB ストレージエンジン: InnoDBテーブルに対する RENAME TABLE操作中に

サーバがクラッシュした場合、その後に行うクラッシュリカバリが失敗する可能性

があった。この問題は、内部的に名前変更操作が行われる ALTER TABLEステート

メントにも影響する可能性があった（Bug#55027）。 

 InnoDB ストレージエンジン: 外部キーを経由して子テーブルの長いチェーンにリ

ンクされている InnoDBテーブルをオープンすると、サーバがクラッシュする可能

性があった（Bug#54582）。 

 パーティショニング: パーティションドテーブルの作成に使用したストレージエン

ジンが無効な場合、そのテーブルを削除しようとすると、サーバがクラッシュした

（Bug#46086）。 

 CREATE TABLE ... SELECTで作成しようとするテーブルと同じ名前のビューが

既存の場合、IF NOT EXISTSが使用されたかどうかに関係なく、サーバが警告を

http://bugs.mysql.com/bug.php?id=29751
http://bugs.mysql.com/bug.php?id=56821
http://bugs.mysql.com/bug.php?id=55832
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生成した。現在は、IF NOT EXISTSが使用された場合だけ警告が生成され、使用

されなかった場合はエラーが生成される（Bug#55777）。 

 Bug#39653 を修正した後は、フルテーブルスキャンに使用されるのは使用可能な最

も短いセカンダリインデックスであり、使用できるセカンダリインデックスが存在

しない場合にかぎり、クラスタ化プライマリキーが使用された。しかし、選択され

たセカンダリインデックスにスキャンするテーブルのすべてのカラムが含まれる場

合は、スキャンするデータ量は同じだがプライマリインデックスはクラスタ化され

ているという理由で、プライマリインデックスを使用するほうが適切である。現在

はこのことが考慮されるようになっている（Bug#55656）。 

 サーバが、GROUP BY、ORDER BY、または DISTINCT で使用するテンポラリテーブ

ルの行にデータをコピーするときに、Item::val_xxx()メソッドの実行中に生成

されるエラーをチェックしていなかった（Bug#55580）。 

 ユーザ変数式を含む ORDER BY句によってデバッグ表明が発生する可能性があった

（Bug#55565）。 

 InnoDBスカラサブクエリの代入によって、READ COMMITTEDトランザクションア

イソレーションレベルで予期しない Sロックが発生した（Bug#55382）。 

 const NOT BETWEEN not_indexed_column AND indexed_columnと

いう形式の述語を含むクエリが、範囲オプティマイザによる不正な処理のために正

しくない結果を返す可能性があった（Bug#54802）。 

 MIN()または MAX()にサブクエリ引数を渡すと、デバッグビルドの場合はデバッグ

表明が発生する可能性があった。また、非デバッグビルドの場合は正しくないデー

タを返す可能性があった（Bug#54465）。 

 INFORMATION_SCHEMAプラグインに deinit()メソッドが存在しない場合、メモ

リリークが発生する可能性があった（Bug#54253）。 

 LOCK TABLESによってロックされたテンポラリトランザクショナルテーブルに対

して ALTER TABLEを実行した後で、LOCK TABLESまたは UNLOCK TABLESを実

行しようとすると、サーバがクラッシュした（Bug#54117）。 

 INSERT IGNORE INTO ... SELECTステートメントによってデバッグ表明が発

生する可能性があった（Bug#54106）。 

 INFORMATION_SCHEMA.COLUMNSが BIGINT UNSIGNEDのカラムの精度として正

しくない情報をレポートした（Bug#53814）。 

 Bug#30234 の修正によって、複数テーブルに対する DELETEステートメントのアク

セス互換性構文である DELETE tbl_name.* ...をサーバが拒否するようになっ

た（Bug#53034）。 

 XA STARTに、サーバをクラッシュさせる可能性がある競合状態が存在していた

（Bug#51855）。 
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 列挙プラグイン変数が、型キャストエラーの影響を受けて、異なるプラットフォー

ム間で一貫性のない結果を生成していた（Bug#42144）。 

 Solaris の PKG インストールで、いくつかのファイルが正しくない位置に置かれてい

た（Bug#31058）。 

 アトミックオペレーションの実装に問題があり、サーバがクラッシュする可能性が

あった（Bug#22320、Bug#52261）。 

 

 

※本翻訳は、理解のための便宜的な訳文として、オラクルが著作権等を保有す

る英語原文を NRI の責任において翻訳したものであり、変更情報の正本は英

語文です。また、翻訳に誤訳等があったとしても、オラクルには一切の責任

はありません。 
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