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MySQL 5.5.35 リリースノート （日本語翻訳） 

 

パッケージングノート 

 これまで、MySQL Serverの配布に MySQLリファレンスマニュアルが Info形式

（Docs/mysql.infoファイル）で含まれていた。マニュアルのライセンスで再配

布が制限されているため、コミュニティパッケージに含まれていることで、

Linuxシステムを構築する場合など、ダウンストリームの再販業者で問題を招い

ていた。現在、MySQL Serverのコミュニティパッケージには、再パッケージン

グおよび再配布プロセスを容易にするため（たとえば、ソース tarballおよびそ

のチェックサムを直接使用できるよう）、mysql.infoファイルが含まれないよう

になっている。この変更はすべてのソースおよびバイナリのコミュニティパッ

ケージ形式に適用される。コマーシャル（エンタープライズ）パッケージでは

変更はない。 

Info形式の MySQLリファレンスマニュアルは、引き続き使用できるよう、

http://dev.mysql.com/doc/で提供されている。 

機能の追加と変更 

 新しい CMakeオプション WITH_ASANにより、対応しているコンパイラでは、

アドレスのサニタイズを有効にできるようになった（Bug #17435338）。 

 thread_concurrencyシステム変数（Solaris 8およびそれ以前にのみ効果を

もたらす）の使用時に、効果をもたらさない場合はその旨を示すようになった

（Bug #67944、Bug #16032946）。 

修正されたバグ 

 InnoDB: 1つの接続スレッドで SHOW ENGINE INNODB STATUSを実行し、別

の接続スレッドから KILL CONNECTIONステートメントを実行することにより、

そのスレッドを強制終了すると、重大なエラーを招いていた（Bug #17474166）。 

 InnoDB: CHECK TABLEがQUICKオプションを無視していた（Bug #17513737）。 

http://dev.mysql.com/doc/
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/source-configuration-options.html#option_cmake_with_asan
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/server-system-variables.html#sysvar_thread_concurrency
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/show-engine.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/kill.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/check-table.html
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 InnoDB: デバッグビルドで、ibuf_change_buffering_debugが有効になっ

ている場合、ibuf_contract_extがマージを行い、dict_stats_update

が除外されたページをバッファプールに戻すため、テストケースの障害が発生

していた（Bug #17446090）。 

 InnoDB: テーブルスペースを破棄した後にクエリを実行した場合、InnoDBは

エラーを返さなかった（Bug #17431533）。 

 InnoDB: 変更バッファが有効であると、挿入が「update-in-place」として実行さ

れた場合、挿入バッファからセカンダリインデックスページにレコードをマー

ジする際、InnoDBはトランザクションログレコードを書き込まなかった（Bug 

#16752251、Bug #69122）。 

 InnoDB: index_read_mapが完全一致検索のために呼び出され、検索条件の不

一致によりレコードを返すことができなかった場合、検索されたキーの次のレ

コードにカーソル位置が来ていた。その後 index_nextを呼び出すと、前回不

一致だった行ではなく、次のレコードが返され、レコードがスキップされてい

た（Bug #14621190、Bug #15965874、Bug #17314241、Bug #70038、Bug 

#17413093、Bug #12860669、Bug #60220）。 

 InnoDB: カラム数が多いテーブルを MyISAMから InnoDBに変換すると、ログ

バッファスペースが不十分であるために、アサーションが発生していた。現在

は、REDOログサイズが大きすぎる場合、表明の代わりに、InnoDBは自動的

にログバッファサイズの拡大を試行する（Bug #11758196、Bug #50366）。 

 パーティショニング: ALTER TABLE ... DISABLE KEYSで親テーブルのイン

デックスを無効にした後、そのいずれかのパーティションを再構築すると、そ

のパーティションのインデックスが有効になり、該当するインデックスの 1つ

をオプティマイザが使用しようとすると、エラーが発生し MyISAMが失敗して

いた。 

現在このような場合、いずれかのパーティションを再構築する前に、テーブル

で無効になっているインデックスがないかチェックする。インデックスが無効

になっている場合は、パーティションでインデックスを無効にしてから再構築

を行う（Bug #16051817）。 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/myisam-storage-engine.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/innodb-storage-engine.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/alter-table.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/myisam-storage-engine.html
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 レプリケーション: レプリケーションマスタがマスタおよびスレーブでの

semisyncプラグインの無効化を正しく処理せず、それ以降スレーブの停止を招

いていた（Bug #17460821、Bug #70349）。 

 レプリケーション: LOAD DATA ... SETステートメントの SET句の最後の引

数がバイナリログで繰り返されていた（Bug #17429677、Bug #70277）。 

 レプリケーション: アクティブなバイナリログファイルからのイベントの読み

取り中にダンプスレッドによって検出されたエラーが一時的なエラーである場

合、ダンプスレッドがイベントを読み取ろうとするため、ダンプスレッドが間

違った位置をシークする可能性があり、1つまたは複数のイベントが再送信され

ることがあった。これを防ぐため、イベントが正しく読み取られるたびに、ス

レッドの位置が取得される。 

さらに、この修正では、正常にクローズされないバイナリログだけが、破損の

可能性があるものとしてマーキングされる。 

最後に、2つの警告が追加され、ダンプスレッドが一時的なエラーを検出すると、

返されるようになっている（Bug #17402313）。 

 レプリケーション: マスタがスレーブからの応答を待機している状態で

rpl_semi_sync_master_enabledを設定すると、場合によって、マスタが

失敗する可能性があった（Bug #17327454、Bug #70045）。 

 レプリケーション: スレーブでフィルタリングルールを使用すると、

LAST_INSERT_ID()の値が正しくレプリケートされなかった（Bug #17234370、

Bug #69861）。 

 インデックスマージオプティマイザスイッチを有効にし、小さい

sort_buffer_size値を設定すると、サーバの終了を招く可能性があった

（Bug #17617945）。 

 一部のライセンスおよびドキュメンテーションファイルがWindows MSIパッケ

ージから抜けていた（Bug #17584523）。 

 mysql_options() C API関数を MYSQL_SET_CLIENT_IPオプションで複数

回呼び出した場合、メモリリークが発生する可能性があった（Bug #17297012）。 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/load-data.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/server-system-variables.html#sysvar_rpl_semi_sync_master_enabled
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/information-functions.html#function_last-insert-id
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/server-system-variables.html#sysvar_sort_buffer_size
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 CONV()関数が未定義の abs(INT_MIN)を呼び出し、サーバが終了する可能性

があった（Bug #17296644）。 

 SSLコードのエラー配列にコンマがなく、隣接するメッセージが暗黙的に連結

され、エラー番号とメッセージ間の関係で off-by-oneエラーが発生していた

（Bug #17294150）。 

 filesort実装で十分なバッファスペースを割り当てることができず、サーバ

が終了する場合があった（Bug #17326567）。 

 GROUP_CONCAT()に無効な区切り文字があると、サーバが終了する可能性があ

った（Bug #16870783）。 

 内部の InnoDB文字列ルーチンがバッファの終端を超えても書き込みを行う可

能性があった（Bug #16765410）。 

 バイナリのクライアント/サーバプロトコルを使用し、LIMIT句にパラメータが

あるクエリに対するプリペアドステートメントの 2番目の実行でアサーション

が発生していた（Bug #16346241）。 

 通常のログイン試行の失敗回数の計算が、COM_CHANGE_USERコマンドの失敗

には適用されなかった（Bug #16241992、Bug #17357535）。 

 クエリのデータベース名が非常に長いと、サーバが終了する可能性があった

（Bug #15912213、Bug #16900358）。 

 スタンドアロンのWindows MSIパッケージで ALLUSERSプロパティが設定さ

れていなかった。現在は ALLUSERS=1が設定されている。この MySQLシリー

ズの以前の MSIパッケージでは、回避策として以下のコマンドを使用する。 

C:¥> msiexec /i msi_installer_name ALLUSERS=1 

（Bug #14647206） 

 64ビットシステムにおいて長整数の場合、my_b_vprintf()関数が間違った結

果を生成する可能性があった（Bug #67386、Bug #16978278）。 

 COUNT(DISTINCT)で NULL値をカウントすべきでないにもかかわらず、オプ

ティマイザがルーズなインデックススキャンを使用した場合カウントされてい

た（Bug #69841、Bug #17222452）。 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mathematical-functions.html#function_conv
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/group-by-functions.html#function_group-concat
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/group-by-functions.html#function_count
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 UPDATE ... WHERE unique_key ORDER BY ... LIMIT ...形式のクエ

リの場合、間違った行が更新される可能性があった。ユニークキーでは複数の

NULL値が許容されるにもかかわらず、オプティマイザは必ずしもすべての値を

考慮していなかった（Bug #68656、Bug #16482467）。 

 権限テーブルでのホスト名は小文字で格納されるにもかかわらず、

mysql_install_dbはこの規約を守らず、DROP USERでアカウントをドロップ

できない可能性があった（Bug #62255、Bug #12917164、Bug #62254、Bug 

#12917151）。 

 filesort操作を実行しているクエリを強制終了すると、

ER_SERVER_SHUTDOWN（サーバのシャットダウンの実行中）エラーを招いてい

た（Bug #18256、Bug #11745656）。 

 

※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。 

 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/drop-user.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/error-messages-server.html#error_er_server_shutdown

