
PSQL 既知の問題
PSQL v13 SP2 既知の問題
一般リ リース – 2018 年 11 月

PSQL v13 SP2 （build 13.20.025） には、 リ リース時に以下の既知の問題があ り ました。以前のリ リース と比較して

修正された不具合および機能強化については、 エージーテッ ク  Web サイ トで PSQL v13 SP2 修正履歴を参照して

ください。

また、 PSQL の今回のリ リースや以前のリ リースのリ リース  ノート、および修正プログラムのリ リース  ノート を

ご覧になり、 広範な修正や機能強化を確認されるこ とをお勧めします。 いくつかは、 こ こに記載されている問題

に対処している可能性があ り ます。 

問題はそれぞれ、 次の各見出しセクシ ョ ンに基づいてグループ分けされています。 これらは日付の新しい順に記

載されています。 

クライアン ト  リクエスター / 通信 

インストール 

追跡番号 説明

PSQL-5102 ク ラ イアン ト とサーバー間の通信セッシ ョ ンが有効でな く なった場合に、 ステータス  95 ではな く ス

テータス  170 が返されます。

追跡番号 説明

PSQL-5556 以前に別の PSQL エディシ ョ ンをインス トールし、 ライセンスの認証を解除しないでアンインス トール

した非常に高速なマシンでインス トールを実行した場合、 そのマシンにライセンスが適用される と、 イ

ンス ト ールが応答しな く なる こ とがあ り ます。 それでも  PSQL は正常にインス ト ールされるので、

License Administrator ユーティ リ ティを使用してライセンスを認証するこ とができます。

 「ク ラ イアン ト  リ クエスター / 通信」

 「インス トール」

 「MicroKernel エンジン」

 「SQL および Reporting Engine」

 「各種ユーティ リ ティ」

 「Unicode」

 「ActiveX」

 「DTI」

 「DTO」

 「JCL」

 「OLEDB」

 「PDAC」
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PSQL 既知の問題
MicroKernel エンジン 

PSQL-5131 128 バイ ト よ り長いインス トール先パスを使用してカスタム インス トールを行う と、 MicroKernel が応

答しなくな り ます。

PSQL-6027 Windows IoT Core システムでは、IoT Core のデフォルト  アカウン トが製品キーの場所に書き込みできな

い場合、 Zen のオフライン ラ イセンス認証に失敗します。 

対処

1. IoT Core のプロンプ トで、 次のコマンドを実行します。

clilcadm -g <製品キー > C:\Data\Users\DefaultAccount\Documents\auth.ath.
これは推奨のパスですが、 DefaultAccount が読み取りおよび書き込みアクセスができる場所であれ

ばどこでも  auth.ath を書き込めます。

• コマンドを実行したと き、 アクセスが拒否される こ とがあ り ます。 アクセスを有効にするには、

プロンプ トの指示に従ってください。

• clilcadm -g の実行が失敗した場合は、 次のよ うな絶対パスを入力します。

"C:\Program Files\Actian\PSQL\bin\clilcadm.exe"  -g <製品キー > C:\Data\
Users\DefaultAccount\Documents\auth.ath 

2. auth.ath ファイルを、 フラッシュ  ド ライブなどの手段を介して、 オフラインの IoT システムからオ

ンライン システムにコピーします。

3. オンライン システムで licgetauth auth.ath を実行し、 auth.pky ファイルを生成します。

4. この auth.pky ファイルを IoT システムのディ レク ト リ、たとえば C:\Data\Users\DefaultAccount\
Documents など、 DefaultAccount が読み取り書き込みアクセスができるディ レク ト リにコピーしま

す。

5. clilcadm -a C:\Data\Users\DefaultAccount\Documents\auth.pky を実行します。 

追跡番号 説明

PSQL-5109 ク ライアン トによって排他モードで開かれたファ イルのロール　 フォワードは、エラー　 88　で失敗し

ます。

PSQL-5107 Windows Vista、 Windows 2008、 およびそれ以降の Windows バージ ョ ンで 2 つの異なるシンボ リ ッ ク  リ
ンクを使用してファ イルにアクセスする と、ステータス  85 （ファ イルはロ ッ ク されている）にな り ます。

2 つのアプリ ケーシ ョ ンが 2 つの異なるシンボ リ ッ ク  リ ンクを使用してファイルにアクセスした場合、

2 番目に開いたアプリ ケーシ ョ ンはステータス  85 （ファ イル ロ ッ ク） にな り ます。 たとえば、 1 つのア

プリ ケーシ ョ ンが次のファ イルを開き、 

C:\ProgramData\Pervasive Software\PSQL\Demodata\Class.mkd 

別のアプリ ケーシ ョ ンが次のファ イルを開く と します。 

C:\Users\All Users\Pervasive Software\PSQL\Demodata\Class.mkd

データベース  エンジンはステータス  85 を返します。

回避策 ： 同じパスを使用してファ イルを開きます。

PSQL-5022 読み取り専用の仮想ディ スクにあるファ イルに対して Btrieve の Update オペレーシ ョ ンを実行する と、

予想されるステータス  43 ではなく ステータス  94 が返されるこ とがあ り ます。

PSQL-4662 キーを削除した直後にファ イルを最適化しよ う とする と、 ステータス  125 が返されるこ とがあ り ます。

追跡番号 説明
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SQL および Reporting Engine 

各種ユーティ リテ ィ  

追跡番号 説明

PSQL-5515 Reporting Engine に接続されている ク ラ イアン トは、 ス ト レージ エンジンを停止して再起動した場合、

データにアクセスできません。

PSQL-5116 異なるエンコードのクロス  データベースから引き出されたデータは破損しています。

PSQL-5113 PCC で、既存のセキュ リ ティ保護された DDF を指すデータベースを作成する と き、［辞書ファイルの作

成 （存在しない場合）］ が選択されている と、 ステータス  7011 が返されます。

PSQL-5112 350 を超える列を含むテーブルにリ ンク している と き、 MS Access から  " レコードが大きすぎます " と
いうエラーが返されます。

PSQL-5111 ビューを保存する と、 ユーザーによって指定された列名が失われます。

PSQL-4980 古い 3.x 形式の DDF から一部のインデッ クス定義が正し くエクスポート されないこ とがあ り ます。

PSQL-3907 同じ名前の列がある複数のテーブルにアクセスするクエ リで、その列のエイ リ アスがクエ リに指定され

ていないと、 正し くない結果になる場合があ り ます。

追跡番号 説明

PSQL-5507 Maintenance ユーティ リティでは、200 万件を超えるレコードを含むファ イルのレコード数が負数で表示

されるこ とがあ り ます。

PSQL-5403 Monitor では、 ローカル システム アカウン トでサービス と して実行されているキャ ッシュ  エンジンを

使用するク ライアン トでファ イルが開かれている場合、 ユーザー名が文字化けするこ とがあ り ます。

PSQL-5137 BDU ユーティ リ テ ィは、 セキュ リ テ ィで保護されたデータベースのパスワードが 111 文字を超える場

合には失敗します。

PSQL-5135 DDF Builder では 119 を超えるインデッ クスを持つファ イルを保存するこ とができません。

PSQL-5134 PCC は、 記述が不十分なス ト アド  プロシージャの実行によって導入された無限ループを停止できませ

ん。

PSQL-5133 DDF Builder では、 インターナシ ョナル ソート規則 （ISR） を使用するファ イルのテーブル定義を作成

できません。 DDF Builder は現在、 警告を発しません。

データ  ファ イルが ISR を使用しているかど うかを判断する場合、 キーに ACS フラグの 1 つがある と き

は、 その ACS の 265 バイ ト を調べます。 

• 識別バイ トが 0xAC の場合は、 ユーザー定義 ACS です。

• 識別バイ トが 0xAD の場合は、 ロケール固有の ACS です。 

• 識別バイ トが 0xAE の場合は、 ISR です。

PSQL-5132 Function Executor のオーナー ネームのク リ アは、 正しいオーナー ネームが提供されても  " 不正なオー

ナー ネーム " メ ッセージを返すこ とがあ り ます。

回避策 ： オーナー ネームを指定してファ イルを開いてから、 オーナー ネームをク リ アして ください。

PSQL-5130 butil @commandfile では引用符で囲まれたパスを正し く使用できません。

PSQL-5129 PCC で、 保護されたデータベースの ［バウンド］ プロパティを設定する と、 一般エラーが発生します。

PSQL-5126 DDF Builder は GUID のプレビュー値を表示しません。

PSQL-5124 DDF Builder は、 検出できない Btrieve ファ イルを 「SQL テーブル」 に表示しません。
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Unicode 

ソフ トウェア開発キッ ト （SDK）

ActiveX 

DTI 

PSQL-5123 Rebuild GUI ユーティ リティのキャンセルが機能しません。

PSQL-5122 DDF Builder はデータベース  チェッ ク中に、オーナー ネームを持つテーブルのオーナー ネームを、キャ

ンセル操作しても何度も要求します。

PSQL-5119 bcfg の ［最小の状態に戻す待ち時間］ の範囲の説明が間違っています。

PSQL-5118 DateTime のプレビューはミ リ秒値を表示しません。

PSQL-5117 TIMESTAMP および DATETIME の値 '1900-01-01' は、PCC では '0000-00-00 00:00:00.000' と表示されます。

PSQL-5114 PCC は、PCOMPRESS、DATEPART、SOUNDEX などの、新しい PSQL のキーワードを強調表示しません。

PSQL-4257 PCC は、 プロシージャを作成する際、 プロシージャに含まれるコ メ ン ト に単語 end が入っている と、

<EOF> エラーを返します。

追跡番号 説明

PSQL-5805 アプリ ケーシ ョ ンが ICU （International Components for Unicode） 照合順序のファ イルを読み取ろ う と し

た場合、キャ ッシュ  エンジンはステータス  135 " 指定されたインターナシ ョナル ソート規則（ISR） テー

ブルは破損しているか、 または不正です " を返します。

追跡番号 説明

53785 ActiveX は DateTime データ型をサポート しません。

53784 ActiveX は GUID/UNIQUEIDENTIFIER データ型をサポート しません。

53378 ActiveX は BigInt 値の全部の範囲をサポート しません。

53342 ActiveX コン ト ロールは LONGVARCHAR 型フ ィールド を更新しません。 既存のデータを読み取り、

フ ィールドの変更や、 更新 / 挿入を行う と ステータスは成功を返しますが、 フ ィールドは変更されてい

ません。

52378 リ モー ト ホス ト の接続および切断の後でも、 VAccess プロパテ ィは前に接続していたデータベースの

テーブル名と選択したフ ィールドを表示します。

追跡番号 説明

55423 PvCopyDatabase() は、 参照整合性 （RI） が設定されているデータベースでは RI レベルに関係な く機能

しません。 PvCopyDatabase API は RI 制約を持つテーブルを適切にコピーできません。 コピーされた RI
制約を持つテーブルは、 開こ う とする と ステータス  73 を返します。

追跡番号 説明
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DTO 

JCL 

OLEDB 

PDAC 

追跡番号 説明

52548 DTO は以下の DTI 機能を持ちません。 PvGetTableStat()、データベースの Btrieve セキュ リ ティ  ポ リシー

を示すデータベース  フ ラ グ （P_DBFLAG_DBSEC_AUTHENTICATION、

P_DBFLAG_DBSEC_AUTHORIZATION）。

追跡番号 説明

61583 JCL は、DTI とセキュ リ ティで保護されたデータベースに対して同じ資格情報を使用します。そのため、

接続時に失敗し、 ステータス  コード  20 を返すこ とがよ く あ り ます。

追跡番号 説明

55994 PSQL OLEDB プロバイダーは " 混合 " モード  セキュ リ ティが設定されたデータベースでは動作しませ

ん。

回避策 ： MSDASQL プロバイダーを使用してください。

追跡番号 説明

PSQL-4598 セキュ リティで保護されたデータベースでは、 PDAC アプリ ケーシ ョ ンは、 すべてのテーブルにグロー

バルに付与される権限ではなく、対象テーブルに対する明示的な権限がユーザーに付与されている場合

のみ、 テーブルから行を削除できます。

59437 PDAC の PvTable は、 v2 メ タデータを使用するテーブルを リ ス トする と、 ステータス  12 を返します。

57363 PDAC は BIGINT データ型をサポート しません。

BIGINT データ型は 8 バイ ト の整数です。 PDAC は BIGINT を SQL_DECIMAL にマ ッ プし て、

SQL_C_CHAR 型と してデータを操作します。

48812 DefaultDB にセキュ リ ティが設定されている と、 PDAC はデータベースに接続できません。
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