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ダヴィンチデータマネージャー
SQLデータマネージャーＧＵＩアプリケーション

ダヴィンチデータマネージャについて

ダヴィンチデータマネージャーは、GUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)によって直感

的に操作することができるSQLデータベース管理としての機能を提供するために作られたSQLデ

ータ管理ツールです。 このアプリは完全に自立型です、独自にデータベースファイルを作成し

それを管理します。 ダヴィンチデーターマネージャーは、SQLに関する知識が無くともSQLユー

ザーの様に簡単にデータベースの管理が出来るほか、SQLユーザーの為へのSQLコマンドによっ

てのデータ管理も可能なSQLコマンドモードがあります。

▲トップへ
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さらにダヴィンチデータマネージャーはMySQLコミュニティサーバーが実行されているリモー

トサーバーを使用し、MySQL形式のデータベースとして管理することが可能です。

　そして、デフォルトのデータベースとMySQLモードでのデータベースは相互に転送、読み込

みが可能です。

ディスプレイオプション

テーブルの行の総数はテーブルリストのコンボボックスメニュー下に表示されます。

環境設定で表示行を設定していた場合それを超えるデータベースは表示を制限し、コントロー

ル性を保ちます。

行の表示範囲は画像で表示されているように、下部のテキストフィールドの値を変更し、「表

示」ボタンをクリックすることで指定できます。

テーブルのすべてのデータを表示したい場合は「リセット」を押すことで全てを表示します。

  

データリストの右下のボックスには、選択しているデータのタイプが表示されます。

ファイルであればファイルの拡張子が表示されます。

検索中であれば、データの検索中の進行状況が表示されます。

▲トップへ
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データベースの作成

新しくデータベースを加えるためには、まず「データーベース作成」ボタンを押します。「新

しいデータ」というウィンドウが出ます。

デフォルト:

 

MySQL:

MySQLコミュニティサーバー上に新しいデータベースを作成するには、最初にデータベースに

ログインする必要があります。

▲トップへ
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データベース名、テーブル名、最初の列名を入力します。　MySQLモードでは列にはタイプの

宣言とサイズの宣言を必要であればいれてください。

データベース、テーブルの名前にスペースを含めることはできません、これらのフィールドに

入力されたスペースは「_」アンダーバーに変換されます。

また、頭文字に半角の数字も使用できません。

デフォルトモードでは、各セルのデータは独立して好きなファイルを保存できます。

MySQLモードでは列のデータタイプを指定し必要であればサイズ制限を指定してください。

また、どちらのモードでも初期値のデータは空白のままにもすることが可能です。

▲トップへ
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データベース取込

このダヴィンチデータマネージャーで作られた他のデータベースファイルか、保存されている

バックアップデータベースファイルを読む込むことも可能です。

メニューからファイルを選択し「データベースを取り込む」を選択します。

デフォルトモードでデータベース取り込みをするには、適切なデータベースファイルを選択し

ます。(.db もしくは .bak)

MySQLモードでデータベース取り込みを選択すると、今 MySQLモードで選択しているデータベ

ースをデフォルトモードに取り込みます。

これによりＭｙＳＱＬ上ではできない操作も可能になります。

データベース転送を選択すると、デフォルトのデータベース一覧が表示され、選択し転送ボタ

ンを押すと、デフォルトモードの選択したデータベースがＭｙＳＱＬモードへ転送されます。

▲トップへ
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テーブルの追加

既存のデータベースにテーブルを追加するためにはデータベースを選択している状態で「テー

ブル追加」を押します。

デフォルト:

MySQL:

新しいテーブル名と列名を指定します。列にはデータ型を選択し、必要であればサイズ制限を

指定してください。　初期値は任意の値を入力してください。　空白のままでも可能です。

▲トップへ
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列の追加

既存のテーブルに列を追加する場合は、データマネージャーのメインウィンドウ右側の管理パ

ネルから　「+　列」ボタンをクリックします。

デフォルト:

MySQL:

ＭｙＳＱＬモードでは列名、列のタイプ、サイズ制限（必要であれば）を指定してください。

▲トップへ
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新しい列に写真やファイルを取り込みたい場合は、初期値に読み込みボタンを押し任意のファ

イルを選択してください。

画像が取り込まれた場合はリストにサムネイルが表示され、ファイルの場合はファイル名が表

示されます。

ＭｙＳＱＬモードで初期値にファイルを読み込む場合は、列のデータ型と、サイズ制限に注意

してください。

行の追加

既存のテーブルに新しい行を追加するには、メインウィンドウの管理パネルの「＋　行」をク

リックすると、データリストの最後の行の下に新しい行を追加します。

リストボックスの表示限界より行が多いときに行の追加を行うと最後の行を先頭にした状態に

ジャンプします。

更新ボタンを押すと通常の表示状態に戻ります。

▲トップへ
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▲トップへ
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データの編集

編集モードが有効になっている場合、テーブルリストボックスにより直接入力とウィンドウ入力

ができるデータ入力ウィンドウが表示されます。

編集モードを有効にするには、メインウィンドウのテーブルデータの下部のアイコンリストの鉛

筆のアイコンをクリックすることで可能です。

セルをクリックすると、選択した行のデータ入力ウィンドウが表示されます。

直接入力のタブがオンになっている時は、テーブルをクリックすると直接入力できます。

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウィンドウ入力モードでは、テキストと読み込みボタンによりバイナリファイルをインポートでき

ます。
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▲トップへ
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誤ってデータを削除したり損傷する危険を低減するために、セルはデフォルトでロックされて

います。　新しい行（または既存のデータ）にデータを追加するには、最初にセルのロックを

解除する必要があります。

個々のセルは、右クリックのコンテキストメニューにより「セルロック解除」をクリックを選

択することで、セルのデータを編集するためのテキストエディタが開きます。写真や、バイナ

リデータは編集することができません。
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▲トップへ
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▲トップへ
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テキストエディタで「編集」ボタンをクリックすると、エディタでの編集が可能になります。

個々のセルのロックを解除する代わりに、管理パネルの「ロック」もしくは、データリストの

下側にあるアイコンリストの鉛筆アイコンをクリックすると、すべてのセルのロック状態を解

除することができます。　ボタンを押すとロック状態になります。

セルをアンロックした後、編集するためには、任意のセルを選択します。

テキストエディタで下部のボタンがビューの場合は編集できます。「実行」をクリックすると

編集が完了します。

セルに画像やファイルを入れたい場合は、セルを右クリックし、コンテキストメニューから画

像やファイルを取り込みを選択してください。

セルデータを追加、編集した後、変更するかどうかを決定してください。

「保存」ボタンで変更を保存し、データベースを上書きします。

「キャンセル」ボタンで変更をキャンセルし、保存されているデータベースをリロードします。

データの管理

データの管理には右クリックのコンテキストメニューに格納されています。

データの種類（テキスト、画像、ファイル）とセルのロック状態アンロック状態によりコンテ

キストメニューは変化します。

▲トップへ
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選択解除 選択した行を解除します。

クリップボードを見る クリップボードにテキストや画像がある場合、内容を表示します。

セルロック解除 セルのロックを解除し、編集するためにテキストエディターを開きます。

ファイル転送 セルに含まれているデータをファイルとして転送します。

ファイル読み込み 選択したセルに対して任意のファイルを読み込みます。

コピー セルのデータをクリップボードにコピーします。

画像貼り付け 画像がクリップボードにある場合、セルに貼り付けます。

セルのデータを削除 選択しているセルのデータが削除されます。　セルが空白の場合、このオ

プションは表示されません。

テキストエディッターを開く 編集や印刷ができるエディターが起動します。

データの種類を表示 選択したセルの使用するメモリー消費量、含まれているデータ情報を表示

します。

ファイルをインポートした場合はファイル名も表示されます。

列順変更 任意の列名をドラッグして順番を変更できます。　「ＯＫ」ボタンを押すと完了、

「リセット」を押すと元の順番に戻します。

▲トップへ
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ファイルを開く 選択したファイルの拡張子の関連付けられているパソコン内のアプリケーショ

ンが起動しファイルを開きます。　セルがファイルデータではない場合、このオプションは表

示されない。

画像ビューを開く 画像ビューが開き、セルデータの確認ができます、画像ビューでは印刷が可

能です。　セルデータが画像ではない場合、このオプションは表示されません。

ロックされたセルが空白であるか、列のデータが数値のみの場合、数値増減オプションが表示

されます:

増加 選択した項目がある列の最初の項目から全てのデータに一つずつ数値を増加させます。

減少 選択した項目がある列の最初の項目から全てのデータに一つずつ数値を減少させます。

列順増加 選択した列のデータに最初のセルに含まれる値から１つずつ増加させる。

列順減少 選択した列のデータに最初のセルに含まれる値から１つずつ減少させる。

▲トップへ
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ロックされたセルが空白の場合は、タイムスタンプがコンテキストメニューに表示されます:

年月日スタンプ：現在の日付を省略した表記で挿入します。

年月日曜日スタンプ：現在の日付を挿入します。

時分秒スタンプ：現在の時刻を挿入します。

日付スタンプ：現在の日付を短縮した表記で挿入します。

時分スタンプ：現在の時刻を短縮した表記で挿入します。

SQL 式タイムスタンプ：SQL文でタイムスタンプを記入します。

SQLコマンドでタイムスタンプを挿入している為、お使いの PCの設定によってはタイムスタン

プに違いが出る可能性があります。

並べ替え 選択した列のヘッダーをクリックすると昇順と降順で交互に並べ替えします。

テーブルビュー データリストだけを隔離したテーブルビューを別のウィンドウで表示します。

データリストと同じように編集できます。

▲トップへ
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レポートツール使用方法

レポートボタンを押すと、現在選択中のテーブル全体のデータを表示することが出来ます。そ

してそのレポートウィンドウでは全体の構成や状態が表示でき、印刷することも可能です。

解像度 (DPI) 設定 プリンターによって解像度を変更したい場合にはこの項目から解像度を変

更することが可能です。　デフォルト

の設定では解像度は72に設定しています。

▲トップへ
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▲トップへ
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もしも、複数の行を選択している状態でレポートボタンを押すと選択している行のレポートを

表示します。

列のタイトルを選択して、列を選択している状態でレポートボタンを押すと選択した列のレポ

ートを表示します。

さらに列を選択した状態で行を選択することで、選択した列のさらに選択行だけを表示します。

列の整列

テーブルリスト内のデータは、整列したい列を選択した状態で並べ替えボタンを押すことで、

選択した列のデータを整列しなおすことができます。

押すたびに、降順、昇順を交互に整列します。

列のヘッダーのアイコンは現在の昇順、降順の向きを表示します。

検索(query)ツール

検索ウィンドウは、キーワードを用いてデータやテーブルを探すツールです、さらにＳＱＬに

詳しい方でしたらＳＱＬ言語をしようして、データを管理することも可能です。

▲トップへ
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特定のデータを検索するために、テキストボックスに検索したいキーワードを入力し、検索を

クリックします。データのみ表示をチェックしている場合は、そのセルだけが表示されます。

一致した行の表示にチェックが入ってる場合、検索したキーワードと一致したセルがある行が

表示されます。

▲トップへ
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検索ツールを使用し後、レポートウィンドウを表示した場合は検索結果のみを表示します。

上級SQLコマンド(SQL Query)

検索ウィンドウのオプションボタンをチェックすると、テキストボックスにＳＱＬコマンドを

入力することができるようになり、テキスト検索モードから高度なＳＱＬコマンドツールにな

ります。

▲トップへ
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検索ツールを使用して、データを一部表現したテーブルリストを元に戻すにはメインウィンド

ウの更新ボタンをクリックします。SQLコマンドを使用した場合はテーブルリストへの変更が

反映されます。

データベースファイルのパスワード化

データベースファイルの中には機密情報や他人からの閲覧・操作を制限したいファイルがある

と思います。　そのような時の為に、ダヴィンチデータマネージャーはデータベースファイル

の暗号化をすることが可能です。そしてアクセスを制限することが出来ます。

パスワードが入力されない限り、暗号化されたデータベースファイルは内容を閲覧されること

はありません。　暗号化がされているファイルは、鍵のアイコンが表示され他のデータを示し

ません。

パスワード化したいデータベースを選択し、メインパネルの暗号化ボタンをクリックしてくだ

さい、パスワードウィンドウが表示されますので四文字以上のパスワードを入力してください。

▲トップへ
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パスワードを入力し、クリックを押すとパスワードを再入力するよう求められます。再度パス

ワードを入力してください。

パスワードの再入力が完了すると、データベースは暗号化されます。

暗号化されたデータベースを閲覧する為には、アンロックする必要があります。データベース

をクリックするとアンロックの為のウィンドウが開かれますそこへ設定されたパスワードを入

力し、「GO」をクリックするとアンロックされます。

暗号化されたデータベースが、アンロック状態になっている時は、開いた南京錠のアイコンが

そのデータベースの隣に表示されます。

データマネージャーが開かれている間、そのデータベースファイルはアンロックのままになり

ます。データマネージャーが再起動された時はこのデータベースは再びロックされます。

手動で鍵をロック状態にする為には再び暗号化の手順を行い暗号化をしなおします。

以前と同じパスワードを入力された場合は再びそのパスワードでロックし、新しいパスワード

を入力した場合はパスワードは新しく変更された状態でロックします。

▲トップへ
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ロック解除した暗号化されたデータベースのデータは通常通り管理できますが、ファイル自体

の管理はできません。　

データベースの名前変更や削除を行うためには、暗号化を解除しデータベースマネージャーを

再起動します。

また、暗号化の必要が無くなったデータベースの暗号化解除の方法は、まず暗号化されている

データベースをアンロック状態にします。

そして暗号化ボタンをクリックしてパスワード設定ウィンドウを開き、設定されたパスワード

を入力し暗号化解除をクリックすると暗号化を完全に解除します。

データベース結合

データベースファイル結合ウィンドウにおいて、結合したいテーブルがあるデータベースが

「結合元」になり、そのテーブルを受け取る結合させたいデータベースが「ターゲット」にな

ります。二つのデータベースのうち、上のデータベース(結合元)は変化せず下のデータベース

(ターゲット)はテーブルが追加されます。もし、データベースのテーブルを他のデータベース

と結合したい時、メインパネルにあるデータベース結合をクリックすることでデータを一つの

データベースに結合します。

そしてMySQLモードでは、結合は使用できません。

▲トップへ
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結合されたデータベースは、別のデータベースが選択されたり、分離のボタンがクリックされ

たり、データベースマネージャーが閉じられると、分離されます。

その場合、テーブルデータに与えられたデータの変更は保存されますので注意してください。

データベースファイル結合ウィンドウにおいて、結合したいテーブルがあるデータベースが

「結合元」になり、そのテーブルを受け取る結合させたいデータベースが「ターゲット」にな

ります。二つのデータベースのうち、上のデータベース(結合元)は変化せず下のデータベース

(ターゲット)はテーブルが追加されます。

結合元データベースとターゲットデータベースが同じ名前のテーブルを持っていた場合、テー

ブルは相反します。　「元データ維持」にチェックを入れている場合は、相反したデータが上

書きされることはありません。　テーブルデータは何も改変を行いません。

▲トップへ
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「データを入れ替える」をチェックしていた場合は、結合元のデータがターゲットデータベー

スの相反するテーブルのデータに置換されます。

データベースファイル結合ウィンドウから「実行」ボタンを押すと、そのターゲットデータベ

ースに結合元データベースのテーブルデータが加えられます。

表の名前を変更

テーブルの名前を変更したい場合は変更したいテーブルを選択し「テーブル名を変更」ボタン

をクリックします。　すると名前を変更する為のウィンドウが表示されます。

データベースバックアップ＆ 再帰

データベースファイルのバックアップを取りたい時はファイルメニューから「データベースフ

ァイルのバックアップ」をクリックします。　dataフォルダの中のサブディレクトリフォルダ

の中へ保存されます。

このバックアップ機能はメインパネル上にある全てのデータベースファイルのバックアップを

保存します。

▲トップへ
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バックアップファイルを取り込むためにはまずファイルメニューから「データベース取り込

み」を選択し、そのまま任意のバックアップファイルを選択します。

ファイルのクリーンアップ

データベースとバックアップファイルはファイルメニューから「ファイルクリア」を選択し、

そのまま任意とバックアップファイルを選択し削除してください。

オート チェックされたすべての期限が切れたバックアップファイルを削除します。ダイアログ

ボックスが表示されます。

マニュアル ファイル管理ウィンドウが開き、削除するファイルを選択することができます。　

削除の項目のヘッダーをクリックすると全チェックと全チェック解除を交互に行います。

▲トップへ
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データベースの削除

データベースを削除する時はまず削除したいデータベースを選択します。　そしてメインパネ

ルのデータベースを削除を選択します。

▲トップへ
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データベースの名前変更

データベースの名前を変更する場合は、変更したいデータベースを選択しその状態で「データ

ベース名を変更」ボタンをクリックします。

テーブルの削除

テーブルを削除したい時は削除したいテーブルを選択します。　そして「テーブルを削除」ボ

タンをクリックします。

列名の変更

列名を変更したい場合は名前を変更したい列を選択し、「列名を変更」ボタンをクリックしま

す。　新しいデータウィンドウが表示されるます。

▲トップへ
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MySQLモードでは、列のタイプとサイズ制限(必要である場合)も変更することができます。

その時、列のデータタイプとマッチングが変わってしまわないようにしてください。

▲トップへ
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行の削除

列内の行を削除したい場合、削除したい行を選択しメインパネルから「- 行」をクリックしま

す。

列の削除

テーブルリストの列自体を削除したい場合は、削除したい列のヘッダーをクリックし、列を選

択した状態でメインパネルの「- 列」をクリックします。

データマネージャープリファレンス

データマネージャープリファレンスパネルは、ウィンドウズやOSX各ファイルメニューの設定メ

ニュー内に格納されているプリファレンスからアクセスできます。

背景画像の項目は、背景画像を用意されている背景画像から設定、ファイル参照からあなたの

持っている任意のファイルを背景へ設定、設定されている背景の解除等ができます。

予め用意されている背景画像は背景画像の項目の下にあるプルダウンメニューから選択できま

す。　そしてセットボタンを押すとメインパネルに背景画像を配置します。

自分で好きな画像を設定したい場合は、プルダウンメニューの下にある参照ボタンから自分の

好きな画像を設定することが可能です。

選択した画像がメインパネルより大きければその画像は縮小され、逆にメインパネルより小さ

ければそれはリピートされタイル状に設置されます。

▲トップへ
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バックグラウンドカラーの項目はメインパネルの背景に画像ではなく色の設置します。もしく

はそれを変更するか背景色を解除します。

バックグランドカラーの項目の下にある「変更」をクリックすることで背景色の変更を行うこ

とができます。　OSのカラーピッカーウィンドウが出現し好きな色を設定することができます。

そしてセットを押すことで、選択した色を背景色に設定することができます。

▲トップへ
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テキストカラーの項目はメインパネルのラベルのテキストの色を変更することができます。

「変更」ボタンを押すことでカラーピッカーウィンドウが現れ、好きな色を選択してください

セットを押すことで選択された色がメインパネルのラベルテキストに反映されます。

画面下部の「テーブルの行表示数」は指定した数字分メインパネルのテーブルリストに表示し

ます。

ここで指定されたより多くのデータがある場合はセクションが分けられ、リストボックスでス

クロールさせるとスクロールの方向にデータが更新され次のセクションが表示されます。

表示行数は1～10000まで設定可能です

プリファレンスパネルの下部にある二つのチェックボックスはデータベースファイルのバック

アップについての項目です。　チェックボックスにチェックを入れることで反映されます。

データマネージャーが起動される度に自動的にデータベースファイルのバックアップを取得す

る場合は左のチェックボックスをonにしてください。

バックアップファイルを一定期間後削除する場合は右のチェックボックスをonにします、そし

てバックアップファイルデータを保存する期間を設定してください。

バックアップファイルを一定期間後削除する場合は右のチェックボックスをonにします、そし

てバックアップファイルデータを保存する期間を設定してください。

この項目がチェックされて、データマネージャーが起動されたときに、バックアップ保存期間

を超えたデータベースがある場合はファイルのクリーンアップウィンドウが表示されます。

プリファレンスパネルで設定した項目をダヴィンチデータマネージャーが起動される度に有効

にさせるためには、最下部の「保存」のボタンを押してください。

MySQLデータベースファイルについて

Davinci Data Manager は mySQLコミュニティ・サーバー上のデータベースにアクセスすること

が可能です。

デフォルトモードとはいくつかの制限があります。

コンフィグ

MySQLサーバーがリモートコントロールを許可し、そしてあなたのアカウントはリモートコント

ロールの権限を許可しなくてはいけません。

Davinci Data ManagerでMySQLをアクセスする為の推奨する 「my.cnf」 ファイルの設定内容は

以下のとおりです。
[mysqld]
skip-character-set-client-handshake 
collation_server = utf8_unicode_ci 
character_set_server = utf8

▲トップへ
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ログインウィンドウ：  MySQLモードをクリックするとログインするためのウィンドウ 

　　　　　　　　　　　　　　が表示されます。

サーバー名かIPアドレス:  アクセスしたいMySQLのホストコンピューターのサ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーバー名かIPアドレスを入力します。

　　　　　　 DavinciDataManagerとMySQLが同コンピューターにインストールされているのであれば、

             "localhost”で構いません。

ポート番号:  MySQLのポート番号です。デフォルトは3306です。

データベース名:  アクセスしたいデータベースの名前を入力してください。

ユーザー名:  アクセスしたいデータベースのユーザー名を入力してください。

パスワード:  ユーザーアカウントのパスワードを入力してください。

      アクセス制限:  データベースにアクセスできなければ、データは閲覧、編集は出来ま 

　　　　　　　　　　　      せん。　パスワードが違う場合や、各情報が間違っている場合はデー 

　　　　　　　　　　　      タベース管理者に問い合わせください。

      ファイル管理権限:  MySQLモード上では、「結合」「名前変更」の機能が使用できませ

　　　　　　　　　　　　       ん。　ですが、MySQLのデータをデフォルトモードに転送し、デ

　　　　　　　　　　　　       フォルトモード上で管理したものを新しいデータベースとして

　　　　　　　　　　　　       MySQLモードに転送することは可能です。

      暗号化の注意:  MySQLモード上でデータベースの暗号化はできません、デフォルトモー 

      ドでロックをかけたデータベースをMySQLに転送すると、MySQLモード

      でそのデータベースは閲覧、編集はできません。　デフォルトモードで

      通常ロックされているデータベースがアンロックされている状態で

      MySQLモードに転送すると、そのデータベースは普通のデータベースの

      ように扱われます。

       ▲トップへ
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メニューバーについて

ファイルメニュー

デフォルトデータベース – デフォルトモードでデータマネージャーを使用します。

MySQL データベース – MySQLモードでデータマネージャーを使用します。

　　　　　　　　  　リモートコントールを許可しているユーザーが存在しているMySQLコミ 

ュニティサーバーである必要があります。

更新データ保存 - 更新、編集されたデータベースを保存します。

変更をキャンセル – データマネージャーで実行した変更をキャンセルして、データベースファ

イルからデータリストをリロードします。

データベース取り込み – 他コンピューターで作られたファイルや別フォルダに入っているデー

タベースファイルの取り込み、バックアップデータベースファイルの

取り込みます。

データベースの転送 - 他フォルダや他コンピュータに外部保存します。

インデックス再構築 - (デフォルトモードのみ) データリストの行の KeyIDを再計算し、イン

デックスを再確保します。　行を削除し、KeyIDが喪失された場合に使

用します。

データベース軽量化 - データベースを軽量化します。

バックアップデータベースファイル – 現在のデータベースファイルをバックアップフォルダに

バックアップファイルとして保存。

ファイルクリア - デフォルトモードではプリファレンスパネルで設定したバックアップ保存期

間より古いバックアップファイルを削除するオートモードか、手動で削除したいデータベース

を選択するマニュアルモードがあります。

終了 - ダヴィンチデータマネージャーを終了します。

編集メニュー

カット - アクティブな状態のテキストフィールドから選択している部分をカットし、クリップ

ボードにコピーします。

▲トップへ
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コピー – アクティブな状態のテキストフィールドから選択している部分をコピーし、クリップ

ボードにコピーします。

貼り付け - クリップボードからアクティブなフィールドへテキストを貼り付け

削除 - アクティブな状態のテキストフィールドから選択している部分を削除

全て選択 - アクティブなフィールドを全て選択

Data Manager (application menu)

プリファレンス - プリファレンスパネルを開く

ビュー - 選択したセルや、データに応じてユーザーのオプションを表示します。

ピクチャービュー - セルに画像が入っていればピクチャービュアーを開きます。

レポートビュー - レポートビュアーを開きます。

テーブルビュー - テーブルデータをウィンドウ化します。

テキストエディター - セルにテキストが入っていればテキストエディターが開きます。

ウィンドウ - ウィンドウが複数開いている場合はそのウィンドウのリストが表示されます。

ヘルプ

ヘルプ - ＰＤＦ形式のヘルプファイルをデフォルトのＰＤＦリーダーで開く

データマネージャーについて - ダヴィンチデータマネージャーについての情報を開く

後記

ダヴィンチデータマネージャーのデータベース機能は、SQLiteに基づきます。

SQLite Queryの命令文や構文に関する情報は “http ://sqlite.org” にて載っています。

MySQLを使用してに関する情報は http://www.mysql.comで見つけることができます。 

ダヴィンチデータマネージャー、ヘルプファイル、そして全てのテキストと画像は著作権で保

護されています。　そして株式会社AOB&DAVINCI internationalからの明確な書面での同意無

しに再配布、コピーを禁じます。
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