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1 はじめに

Altova website:  差分 ツール

Altova DiffDog 2021 は、ディレクトリのペア、および、ファイルのペア間の差分をインテリジェントに検索する、パワフルな差分アプリケーショ

ンです。3方向のファイル比較もサポートされています。 更に、Microsoft W ord ドキュメント、 XML スキーマ または データベーススキーマ

の構造、データベース、または CSV ファイルからのデータ を比較することができます。CSV ファイルとデータベース、または、異なる種類のデー

タベース間の比較が可能です。  

DiffDog は、 プラットフォーム更新済みの W indows 7 SP1、W indows 8、W indows 10 と プラットフォーム更新済みの W indows

Server 2008 R2 SP1 または以降 上で作動する 32/64 ビット W indows アプリケーションです。サポートメモも参照してください。

データは異なるベースで比較され、視覚的なユーザーインターフェイス内で素早く変更することのできるオプションにより比較することができます。

更に、 DiffDog はファイルの差分をマージし、2つのディレクトリのコンテンツを同期化し、 XML スキーマのために XSLT スタイルシートおよび

MapForce® マッピングを生成し、データベーステーブルの構造またはデータをマージし、 変更されたファイルをコピーまたは削除することができ

ます。

最終更新日: 2021 年 02 月 24 日

https://www.altova.com/ja/diffdog
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1.1 サポートメモ

DiffDog は次のオペレーティングシステムで作動します:

· プラットフォーム更新済みの W indows 7 SP1、W indows 8、W indows 10

· プラットフォーム更新済みの W indows Server 2008 R2 SP1 または以降

32 ビット と 64 ビット プラットフォームがサポートされています。

DiffDog は Microsoft Office 製品を以下のように統合します:

· Access データベースを比較するために使用されます。サポートされるバージョンに関しては次を参照してください サポートされるデ

ータベース。

· W ord 2003 または以降のドキュメントを比較するために使用することができます。Microsoft W ord ドキュメントの比較も参照

してください。
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1.2 サポートされるデータベース

次のデータベースはサポートされています。各データベースの使用できるルート オブジェクトもリストされています。Altova  は他の

ODBC/ADO データベースへのサポートの向上のための努力をしていますが、以下にリストされたデータベースのみで接続とデータ処理のテス

トに成功しています。使用中の Altova アプリケーションが、 64 ビット バージョンの場合、接続されているデータベース特定の 64 ビットデー

タベース　ドライバーにアクセスしてください。Altova アプリケーションは IBM iSeries データベースのロジカル ファイルをサポートし、ロジカル

ファイルを表示します。

データベース メモ

Firebird 2.5.4, 3.0

IBM DB2 8.x, 9.1, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5

IBM Db2 for i 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ロジカルファイルはサポートされ、ビューとして表示されています。

IBM Informix 11.70, 12.10, 14.10

MariaDB 10.2, 10.3, 10.4, 10.5

Microsoft Access 2003, 2007, 2010,

2013, 2016, 2019

ドキュメントの作成時 ( 2019 年9 月初旬) Access 2019 のために使用可

能な Microsoft Access Runtime が存在しませんでした。Microsoft

Access 2016 Runtime がインストールされており、データベースが「大量」の

データ型を使用しない場合のみ Altova 製品から Access 2019 にデータベ

ース接続することができます。

Microsoft Azure SQL Database SQL Server 2016 codebase

Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012,

2014, 2016, 2017, 2019

Microsoft SQL Server on Linux

MySQL 5.0, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8.0

Oracle 9i, 10g, 11g, 12c, 18, 19

PostgreSQL 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 9.0.10,

9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.5, 9.6, 10, 11, 12.1

PostgreSQL 接続は、 ODBC または JDBC などのインターフェイス（ドライ

バ）によりネイティブとドライバーベースの接続でサポートされています。ネイティブな

接続はドライバを必要としません。

Progress OpenEdge 11.6

SQLite 3.33.0 SQLite 接続は、ネイティブとしてサポートされます。SQLite データベースファイ

ルへの直接の接続です。

Sybase ASE 15, 16

Teradata 16
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1.3 製品の機能

DiffDog には以下の主要な機能が搭載されています。

ファイルの比較

DiffDog 内のファイルの比較は、ファイルの比較ウィンドウで実行されます。比較するファイルは、 W indows Explorer に類似したウィンド

ウから参照、または、以前に開かれたファイルのドロップダウンリストから開くことができます。 DiffDog は、ファイルの比較の組み合わせを記憶

しており、比較のためにファイルを選択すると、前に比較された選択されたファイルのリストを表示します。

ファイルはテキストまたは構造化された XML として比較されます。バイナリファイルを比較することもできますが、  DiffDog は、—

Microsoft W ord (*.doc または *.docx) ドキュメントを除いて、—  バイナリファイル内の変更を表示することはできませんが、バイナリファ

イルの組み合わせが等価であるかを検知することができます。 ナビゲーションコントロール の広い範囲で、差分の間を移動することができます。

広い範囲の 比較オプション を使用することができ、ファイルのどのアスペクトを比較し、どのアスペクトを無視するかを定義することができます。

比較オプションには、空白スペースと空白行の扱いかた、大文字と小文字の区別、差分が列、または、文字別に表示されるか、ノード型、名

前空間、属性および/または要素の順序が無視されるか、エンティティが解決されるかなどが含まれます。 

DiffDog の外部でファイルが変更されると、ファイルの比較ウィンドウ内で開かれているにもかかわらず、 DiffDog は変更に注意し、必要に

応じてファイルを再ロードします。

ファイル内の差分は、背景色と2つのペインの間の差分を接続するラインによって表示されているため、視覚的な分析を簡単に行うことができ

ます。 バイナリファイルにはこの機能を適用できない点に注意してください! 比較ウィンドウ内の2つのファイルの上下、および、左右のスクロール

を同期化することができます。 これにより対応する差分が常に表示されます。

DiffDog Enterprise Edition を使用することにより、3方向のファイル比較をおこなうことができます (この機能は W ord ファイルに適用す

ることはできません)。このような比較は2つのファイルからの差分を3番目のファイルにマージする際に使用することができます。3方向の比較を

参照してください。 

ファイルの比較ウィンドウ内の編集とマージ

ファイルの組み合わせを比較した後、ファイルの比較ウィンドウ内から直接ファイルを編集 および 保存することができ、 ファイルのバックアップ が

どのように編集され保管されるかを指定することができます。編集中に動的に比較を行うことができます。 

DiffDog は、正規表現へのサポートも含むハイレベルの検索と置換の機能を搭載しています。ファイル間の差分をマージすることができます。

すなわち、１つのファイル内の異なるブロックを他のファイル内の対応するブロックを置き換えるためにコピーすることができます。 ファイル内の編

集とマージは、無制限に やり直すことができます。

ディレクトリ比較

DiffDog 内のディレクトリ比較は、ディレクトリの比較ウィンドウ内で作成されます。 比較するディレクトリは、ディレクトリの比較ウィンドウの個

別のペイン内で開かれます。 DiffDog には、選択することのできる最近比較されたディレクトリのドロップダウンリストが表示されます。 更に、

ディレクトリがペイン内で開かれると、 DiffDog は、そのディレクトリが前に比較されたディレクトリのリストを提供することができます。生成された

結果のペアはディレクトリの比較ウィンドウ内で素早く開かれます。 ディレクトリ比較内で比較する、または、無視するファイル型を指定するフィ

ルターを定義することができます。

クイック比較モード)内のファイルのサイズとタイムスタンプをベースにしてディレクトリは比較されます。または、ファイルのコンテンツをベースにして比

較されます。 比較されたディレクトリは、展開または折りたたむことのできるツリーとして表示され、ファイルサイズと最終更新日などの詳細と共

に表示されます。比較されたディレクトリのビューは、比較の結果をベースにして、比較することができます。例えば、 等しいディレクトリとファイル

を非表示にし、等しくないファイルのみを表示することができます。ディレクトリとファイル間の差分は、色分けされた、簡単に識別することのでき

るアイコンにより 表示 されます。

 DiffDog の外部でディレクトリが変更されると、ディレクトリの比較ウィンドウ内で開かれますが、必要であれば、  DiffDog は変更を確認

し、ディレクトリを再ロードすることができます。 等しくない ディレクトリとファイルを1つのペイン (ディレクトリ) から他のペインにコピーすることができ



(C) 2015-2021 Altova GmbH

製品の機能 15はじめに

Altova DiffDog 2021

ます。ディレクトリを 同期 することもできます。 すなわち、すべての 不足している、または、更新されたファイルを1つのディレクトリを他のディレク

トリにコピーし、不必要なファイルを削除することもできます。

M icrosoft W ord ドキュメントの比較

W ord 比較ウィンドウ内で、 Microsoft W ord ドキュメントの比較 が行われます 。 Microsoft W ord が使用中のコンピューターにイン

ストールされている必要があり、 DiffDog の 64 ビット バージョンと、 Microsoft W ord の 32 ビット バージョンまたは、その反対の組み合

わせが、 DiffDog 内で Microsoft W ord ドキュメントを比較するために必要になります。 DiffDog は、Microsoft W ord の 2つの イ

ンスタンスを横に並べ、それぞれに空のドキュメントを表示します。対応する ツールバー 内で 「開く」 ボタンをクリックして、または、 ドロップダウ

ンリストボックスから前に開かれたドキュメントを選択すると、ドキュメントは左側と右側のペインに個別に開かれます。

XML スキーマ比較

XML スキーマ比較ウィンドウ内 XML スキーマ比較では行われます。比較される XML スキーマは XML スキーマ比較ウィンドウの 2つの コ

ンポーネント内で開かれます。場合によっては、比較のためにルート要素を設定する必要があります。表側のルート要素は、マップされ、

DiffDog は対応する(子) 要素を検索しようと試みます。マッピングを手動で変更することができます。

ファイル内の XML スキーマ比較のマッピングと設定を保存することができます。 XML スキーマ比較ウィンドウ内で開かれている間に、このよう

な XML スキーマ比較ファイルが DiffDog の外部で変更されると、必要であれば DiffDog は変更を確認しファイルを再ロードします。

DiffDog により、比較された XML スキーマのために XSLT スタイルシート と MapForce マッピング を生成することができます。 XSLT ス

タイルシート、または、 MapForce マッピングは、 XMLSpy®  で開かれている XSLT スタイルシート のためにそれぞれ保存されることがで

きます。

データベーススキーマ比較

データベーススキーマ比較により、2つの異なるデータベーススキーマのオブジェクトを、構造またはサイズに関して、比較することができます。比

較することのできるデータベースオブジェクトには、テーブル、列、ビュー、関数、および、ストアドプロシージャが含まれます。テーブルの比較はビュ

ー、関数、ストアドプロシージャの比較と異なります。 具体的には、テーブルの比較の場合、比較結果は(異なる列、制約、データ型など)構

造上の差分をレポートします。ビュー、関数、ストアドプロシージャの比較の場合、比較の結果はデータベース A (比較の左側) がデータベー

ス B (比較の右側)と比較された際、オブジェクトのサイズが同じであるかをレポートします。詳細に関しては、データベーススキーマの比較を参

照してください。 

データベースデータ比較

2つまたは以上のテーブルからのデータを比較、または、列を横に並べて比較することができます。比較されるオブジェクトは、同じデータベース、

または、2つの異なるデータベースに存在することができます。 データベース比較は、ファイルの比較に類似しており、左側と右側のコンポーネン

トを含んでいます。 「コンポーネント」は、テーブル、または、比較する列を便利に選択することのできるデータベース構造の表示です。

データベースデータの比較後、右から左へ、または、左から右へ差分をマージすることができます。全ての差分をバッチで1度に、または、データ

グリッド内の各テーブルの差分を表示し行レベルで各差分をマージすることができます。詳細に関しては、データベースデータの比較を参照して

ください。 

インターフェイス

複数の比較ウィンドウ (ディレクトリ、 ファイル、 XML スキーマ、 データベーススキーマ,  とデータベースデータ) を１度に DiffDog で開くことが

できます。 ディレクトリの同期 は、ディレクトリ比較を実行後ディレクトリ比較ウィンドウから開くことのでき、必要に応じてデフォルトの同期の設

定をカスタマイズすることのできるダイアログボックスで行うことができます。

GUI には、ユーザーの使いやすい メニューレイアウト、直感的なツールバーアイコン、クイックメニューの右クリック、および比較の結果をまとめる

ステータスバーが搭載されています。差分をハイライトするために使用される 背景色 を含む、ディレクトリの比較ウィンドウ、 ファイルの比較ウィ

ンドウ 、XML スキーマ比較ウィンドウ、データベーススキーマ比較ウィンドウ、とデータベースデータ比較ウィンドウの外観をカスタマイズすることが

できます。 ファイルを テキストビュー または Altova の グリッドビューで閲覧することができます。
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ファイルの比較ウィンドウ内のドキュメントのテキストビューには、行番号、ソースの折たたみ (すなわち、 拡張と折りたたみが可能な要素)、 イ

ンデントガイド、 ブックマーク、 構文の色分け、および空白文字 とラインフィードインジケーターが搭載されています。 構文の色分け は、ファイ

ルの型に従い調整することができます。

グリッドビューは、 XML ドキュメントなどの構造化されたドキュメントをテーブルで表示します。これにより、大きなスケールの変更を簡単に行う

ことができます (例えば、 列の挿入は、グリッドの行により示される全てのノード内の列により示されるノードを挿入します)。

コマンドライン

DiffDog を コマンドラインから呼び出すことができます。  DiffDog 実行可能ファイルへのパスを設定する可能性を提供するソースコントロー

ルシステムにアプリケーションを統合することができます。
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1.4 DiffDog 用語

このドキュメントで使用されている用語は以下に定義されているとおりです。

比較

DiffDog には 5つの 比較の種類が存在します:  ファイルの比較、 ディレクトリ比較、Microsoft W ord ドキュメントの比較、XML スキー

マ比較、 データベーススキーマ比較、 とデータベースデータ比較 。

ファイルの比較

ファイルの比較は、2つのファイルを比較する処理です。 用語は、比較の結果の表示を参照するためにも使用されます。

ファイルの比較ウィンドウ

各ファイルの比較は、ファイルの比較ウィンドウに表示されます。DiffDog 内で1度に複数のファイル比較を開くことができますが、一度には1

つの比較だけをアクティブ化することができます。

M icrosoft W ord ドキュメントの比較

Microsoft W ord ドキュメントの比較は、2つの Microsoft W ord (*.doc または *.docx) ファイルを比較する処理です。用語は、比

較の結果の表示を参照するためにも使用されます。

W ord 比較ウィンドウ

各 Microsoft W ord ドキュメントの比較 は、 W ord の比較ウィンドウに表示されます。 複数の Microsoft W ord ドキュメントの比較

を DiffDog 内で開くことができますが、その都度アクティブ化する必要がります。

ディレクトリ比較

ディレクトリ比較は、2つのディレクトリを比較する処理です。 用語は、比較の結果の表示を参照するためにも使用されます。

ディレクトリの比較ウィンドウ

ディレクトリの比較ウィンドウ内で、各ディレクトリ比較が表示されます。 DiffDog 内で1度に複数のディレクトリ比較を開くことができますが、

一度には1つの比較だけをアクティブ化することができます。

データベースデータ比較

 データベースデータ比較は、2つのデータベース内に含まれるテーブルのコンテンツを比較する処理です。

データベースデータ比較ウィンドウ

各データベースデータ比較は、 データベースデータ比較ウィンドウ内で表示されます。 DiffDog 内で1度に複数のデータベースデータ比較を

開くことができますが、一度には1つの比較だけをアクティブ化することができます。

データベーススキーマ比較

データベーススキーマ比較は、2つのデータベーススキーマ内に含まれるテーブルの構造を比較する処理です。 

データベーススキーマ比較ウィンドウ
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各データベーススキーマ比較が データベーススキーマ比較ウィンドウ内で表示されます。  DiffDog 内で1度に複数のデータベーススキーマ比

較を開くことができますが、一度には1つの比較だけをアクティブ化することができます。

XML スキーマ比較

XML スキーマ比較は、2つの XML スキーマを比較する処理です。 用語は、比較の結果の表示を参照するためにも使用されます。

XML スキーマ比較ウィンドウ

各 XML スキーマ比較は、 XML スキーマ比較ウィンドウ内に表示されます。 DiffDog 内で1度に複数のXML スキーマ比較を開くことがで

きますが、一度には1つの比較だけをアクティブ化することができます。

コンポーネント

データベース比較内では、 データベース構造 比較、と XML スキーマ比較、 比較されるアイテムは、対応する比較ウィンドウ内の2つのコンポ

ーネント内に含まれています。 コンポーネントは比較のアイテムを選択し、マップするために使用されます。

データソース

データベースデータ または データベーススキーマ 比較内で比較されるテーブルをホストするデータベースはデータソースとして称されます。

DiffDog 内でデータベースデータ または データベーススキーマ 比較を開始するためにデータソースに接続する必要があります。

データベースデータ比較結果ウィンドウ

ファイルとディレクトリの比較と比較して、データベースデータ比較の結果は、データベースデータ比較ウィンドウには直接表示されず、データベー

スデータの比較結果ウィンドウと呼ばれる個別のウィンドウに表示されます。データベースデータ比較ウィンドウ自身は、2つのテーブル内のデータ

が同じか、または、異なる行数、または、比較の一方にのみ存在する内容など、の簡単長いようのみを提供します。 

ディレクトリとフォルダー

これら2つの用語を互いに入れ替えることができます。

差分

6つの 差分の型が識別されます:  (1) 2つの比較された ファイル間の差分、(2) 2つの 比較されたディレクトリ間の差分、 (3) 2つの比較さ

れた Microsoft W ord ドキュメント間の差分、(4)  2つの 比較されたデータベースのテーブル内のデータ間の差分、 (5) 2つの比較された

データベース間のスキーマ内の構造の差分、および、 (6) 2つの比較された XML スキーマ間の差分。

(1) テキストとして比較される2つのファイルの差分は、 (存在する場合)対応するファイル内の対応する行と異なるファイル内の行を表します。

行内の差分を表示するオプションが選択されている場合でも、行全体は単一の差分として考えられます。(行全体がマージされるため、この点

は、差分をマージする際にとても重要です。マージは文字レベルで実行されません)。 

テキストの1つ、または、複数の文字が異なる場合、テキストが不足する場合、比較されるファイル内に対応する行が存在しない行が存在す

る場合、テキストの行は対応する行から異なるものとして考えられます。XML として比較される2つのファイルの差分は、比較されたファイル内

の対応するノードとは異なるノードを表します。一般的には、対応するテキストの値が一致しない場合、ノードは異なるものとして考えられま

す。 「比較オプション」 ダイアログボックス内で差分の内容を詳細設定 することができます。

(2) 2 つの比較されたディレクトリ間の差分は2つの比較されたディレクトリ内の対応するファイルを比較することにより決定されます。クイック比

較モードでは、対応するファイルのファイルサイズとタイムスタンプが比較されます。 これらの1つが異なる場合、ファイルは異なるものと考えられま

す。 または、ディレクトリ内の対応するファイルがコンテンツをベースに比較されます。このような比較は通常の DiffDog ファイルの比較として

実行され、差分によりファイルが異なるものとしてフラッグされます。等しいファイル と 等しくないファイルの定義を参照してください。

(3) (W ord 比較オプション 内で定義されている設定に基づき)2つの Microsoft W ord ドキュメント間の差分は、対応する文章、また

は、段落と異なる文章または段落を(存在する場合)比較された文書内で表します。ライン間の差分を表示するオプションが選択されている



(C) 2015-2021 Altova GmbH

DiffDog 用語 19はじめに

Altova DiffDog 2021

場合でも、文章または段落全体は単一の差分として考えられることに注意してください (この点は、文章または段落全体がマージされるた

め、差分をマージする時に重要です。マージは文字レベルでは行われません)。テキスト内の1つまたは複数の文字が異なると、または、比較さ

れるファイル内で対応するラインが存在しない場合、文章または段落は対応する文章または段落と異なると考えられます。

(4) フィールドに含まれるデータの文字列の表記が2つのテーブル間で異なる場合、2つのデータベース間のテーブル間に差分が発生します。

データベースの内部データ型を使用してデータベースのコンテンツが比較(ネイティブな比較)され、最初のテーブル内のフィールド自身(異なるデ

ータベース内の同じコンテンツでは文字列の表示が異なる可能性のある)のコンテンツが2番目のテーブル内の対応するフィールドのコンテンツに

一致しない場合、2つのデータベース内のテーブル間に差分が発生します。

(5) 2つの 比較されたデータベース内で、データベースアイテムの名前またはデータ型が異なる場合、または、1つのスキーマで存在するデータ

ベースアイテムが他のスキーマで存在しない場合に、スキーマの構造間の差分は発生します。

(6) 2つの比較された XML スキーマ間の差分は、1つの XML スキーマ内で存在するアイテムが他の XML スキーマ内で存在しない場合、

または、アイテムの名前が異なる場合に発生します。

等しいファイル

ディレクトリ比較内の比較オプションに従い同一のファイルは、等しいファイルとみなされます。

等しくないファイル

ディレクトリ比較内には2つの種類の等しくない ファイルが存在します:  (1) 異なるファイル (次を参照してください:  差分 の定義)、と (2)

ファイルは1つのディレクトリ内に存在するが、他のディレクトリには存在しない場合。等しくないファイルは異なるファイルとは限らないことに注意

してください。

マッピング

データベースデータ比較、データベーススキーマ比較、およびスキーマ比較では、右側の比較コンポーネントと比較するために、左側の各テーブ

ル、列、または、アイテムにそれぞれテーブル、列、アイテムが与えられている必要があります。このプロセスは、 DiffDog 内でマッピングと呼ば

れ、 アプリケーションベースの列名、および/または型、により自動的に、または、ユーザーがマウスを使用して手動で行うことができます。

マージ

ファイル、データベースデータ、または、 データベーススキーマ 比較 内で検出される差分をマージすることができます。 すなわち、1つのファイルか

ら または、 テーブルからそれぞれ 他にコピーすることができます。コピーされるブロックは、比較されたファイル/データベース内の対応するブロッ

ク、または、スペースを上書きします。 ファイルの比較では、アクティブな (現在の) 差分のためにマージが行われ、両方向にマージを行うことが

できます。データベース比較内では、マージは全てのアイテム、または、選択されたアイテムのために行われます。 ディレクトリ比較内の等しくな

いファイルは、ペイン (ディレクトリ) から他にコピーすることができます。 そして、データベースデータ比較の1つの再度のみに存在する行は、他の

サイドにコピーすることができます。

同期

異なる2つのディレクトリは、それぞれ全ての等しくないファイルとサブフォルダーを1つのディレクトリから他のディレクトリにコピー、または、削除し

て、または、1つのディレクトリのみに存在するファイルを削除することにより、同期されます。 デフォルトの同期 オプションは、ディレクトリ全体の

ために変更することのできる ディレクトリの同期 ダイアログボックス内に表示されます。更に、個々のファイル または サブフォルダーのために同期

のアクションを編集することができます。



20 はじめに 比較モード

(C) 2015-2021 Altova GmbH

Altova DiffDog 2021

1.5 比較モード

ファイル、 ディレクトリ とデータベースデータ を DiffDog 内で複数の方法で比較することができます。 比較モードは、比較モード内のアイコン

とデータベースデータ比較モードツールバーにより表示されます。異なるツールバーアイコン または 「比較とマージ」 メニューから希望するモード

を選択することにより比較モードを変更することができます。

 使用することのできる比較モードは、下で説明されています。

ファイルの比較

ファイルの比較ウィンドウがアクティブな場合、または、ディレクトリの比較ウィンドウ内でクイック比較モードがオフに切り替えられている場合、次

の４つのファイルの比較モードから選択することができます:

· テキスト: ファイルをテキストファイルとして比較します。 テキストファイルとして扱われるコンテンツを持つディレクトリを比較

します。

· XML: ファイルを XML ファイルとして比較します。XML ファイルとして扱われるコンテンツを持つディレクトリを比較しま

す。

· Binary: ファイルをバイナリファイルとして比較します。  バイナリファイルとして扱われるコンテンツを持つディレクトリを比較

します。

· ファイル拡張子: ファイル拡張子のための設定に従い、ファイルをテキストまたは XML として比較します。 DiffDog

オプション) ダイアログ (「ツール | DiffDog  オプション」)のファイル型 タブ内でこの設定を行うことができます。 ディレクトリを、ファイ

ルの拡張子に従い、テキストファイル、XML ファイル、Microsoft Word ファイル、または、 バイナリファイルとして扱われるコンテ

ンツと比較します。

ディレクトリ比較

ディレクトリ比較 ウィンドウがアクティブな場合、クイック比較モードと、上のファイルの比較セクションで説明されている４つの ファイルの比較モー

ドから選択することができます。

·  クイック比較: ディレクトリとサブディレクトリ内のファイルを変更されたサイズと日付に基づき比較しま

す。 このモードをオン、または、オフに切り替えることができます。 オフに切り替えられると、 ４つのファイ

ルの比較モード が使用できるようになります。 ファイルの比較モードの１つを選択すると、ディレクトリは テキスト、XML、

または、バイナリファイルのコンテンツとして比較されます。

データベースデータ比較

データベースのデータ比較 ウィンドウがアクティブな場合、 文字列の比較、または、ネイティブな 比較から選択することができます。

· 文字列: データベース内でのコンテンツの保存法に関わらず、データベーステーブルのコンテンツを文

字列として比較します。

· ネイティブ: テーブルを比較する際、データベース列のデータ型を考慮します。例えば、同じデータ

は、異なるデータ型を使用して2つの列に保管されている場合、異なるものとして考えられます。

· XML ネイティブ: XML 列のコンテンツを XML ファイルとして扱います。 この比較モードは、 ネイ

ティブな比較モードと共にのみ使用することができます。

現在の比較モード

DiffDog は、 現在の比較モード の概念を使用しています。これは与えられた時点で最も新しい比較モードです。比較ウィンドウの型(ファ

イル、 ディレクトリ、とデータベースデータ)のために、個別の現在のモードが存在します。それぞれの比較ウィンドウのための現在の比較モード
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は、その型の比較ウィンドウのために最後に選択されたモードです。アプリケーションが開始されると、現在の比較モードは、最後にアプリケー

ションが閉じられた時に使用されていた比較モードです。

各ファイルの比較ウィンドウ、 ディレクトリの比較ウィンドウ、 とデータベースデータ比較ウィンドウ には比較モードがあります。

新規の比較ウィンドウ (ファイル、 ディレクトリ、または、 データベースデータ) が開かれると、比較ウィンドウのその型 (ファイル、 ディレクトリ、ま

たは、 データベースデータ)のための現在の比較モードが存在します。クイック比較モードがディレクトリ比較のための現在の比較モードではない

場合、ファイルの比較のための現在の比較モードは新規のディレクトリ比較ウィンドウに適用されます。

ディレクトリの比較のためにクイック比較モードが現在の比較のモードとして選択されていない場合、ファイルの比較のための現在の比較モード

は、新規のディレクトリに対して適用されます。比較ウィンドウの比較モードを変更すると、比較モードは、特定の比較ウィンドウに適用されま

す。 開かれている他の比較ウィンドウには影響はありません。しかしながら、 新規に選択された比較モードは現在の比較モードになり、次に

開かれる全ての比較ウィンドウに適用されます。



22 はじめに DiffDog インターフェイス

(C) 2015-2021 Altova GmbH

Altova DiffDog 2021

1.6 DiffDog インターフェイス

DiffDog インターフェイスは、複数のファイルの比較ウィンドウ、 ディレクトリの比較ウィンドウ、 W ord 比較ウィンドウ、 データベースデータ比

較ウィンドウ、 データベーススキーマ比較ウィンドウ、および XML スキーマ比較ウィンドウ を DiffDog アプリケーション ウィンドウ内で表示しま

す。 下のスキーマのダイアグラム は、 はインターフェイスの主要な部分を表示しています 複数のインターフェイスの部分の短い説明と共に表

示されています。

データベースデータ, データベーススキーマ、および XML スキーマ比較ウィンドウは、ファイルの比較とディレクトリの比較ウィンドウとは若干異なり

ます。データベース または XML スキーマ比較のためのデータソースのテーブルの選択のために使用される、右側と左側にコンポーネントが存在

するペインにより構成されます。
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タイトルバー

タイトルバーは、アプリケーション名 を表示します。(すなわち、 DiffDog) の後に、アクティブな ファイルの比較ウィンドウの名前、 ディレクトリ

の比較ウィンドウ、W ord 比較ウィンドウ、 XML スキーマ比較ウィンドウ、 データベーススキーマ比較ウィンドウ、または、 データベースデータ比

較ウィンドウが表示されています。 右側のボタンにより、 DiffDog アプリケーション ウィンドウを最小化、最大化、または閉じることができます。

メニューバーとツールバー

メニューバーはメニューを表示します。 各ツールバーは、 DiffDog コマンドのためのアイコンのグループを表示します。メニューバーとツールバー

のハンドラーを希望する場所にドラッグすることにより位置を変更することができます。 右側には、アクティブな比較ウィンドウを最小化、縮小、

最大化、または閉じるボタンがあります。

ファイル/ディレクトリ/M icrosoft W ord/XML スキーマ/データベーススキーマ/データベースデータ 比較ウィンドウ

複数のファイルの比較ウィンドウ および/または ディレクトリの比較ウィンドウ および/または W ord 比較ウィンドウ および/または データベースデ

ータ比較ウィンドウ および/または データベーススキーマ比較ウィンドウ および/または XML スキーマ比較ウィンドウ can be を同時に開くこと

はできますが、そのうちの1つのみがアクティブです。アクティブな比較ウィンドウの名前がタイトルバーに表示され、名前タブがハイライトされ、

( DiffDog アプリケーションウィンドウの下に) 名前が太字で表示されます。他の開かれた比較ウィンドウの名前タブは、灰色で表示され、名

前は標準のフォントで表示されます。  他の比較ウィンドウをアクティブな比較ウィンドウにするには、名前タブをクリックします。
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各比較ウィンドウ (ファイル/Microsoft W ord または、ディレクトリ) には、横に並べられた等しい幅の 2つの ペイン、2つのペインの下の比較

ウィンドウのためのステータスバー があります。各ペインの上はファイル/ディレクトリ 選択エリアです。これは、比較するファイル/ディレクトリ名、を

入力するコンボボックス、または前に開かれたファイルまたはディレクトリを選択することのできるドロップダウンメニューにより構成されています。こ

のエリアの右側のボタンにより、ファイルとディレクトリを参照し、ファイルを開き、保存し、更新することができます。各ペインで開かれているファイ

ルと ディレクトリは、このための他のペインのファイルとディレクトリに関連せず開くことができます。両方の比較ウィンドウのペインでファイル/ディレク

トリが開かれると、比較を行うことができます。

ディレクトリの比較ウィンドウ内で、ディレクトリはツリーとして表示されます。ツリーのレベルはディレクトリレベルでダブルクリックすることにより、展

開または折りたたむことができます。更に、個別の列の幅は希望する幅に枠をドラッグすることにより調整することができます。ファイルの比較ウィ

ンドウ内では、 ドキュメントのビューは、 「表示」 と テキストビュー メニュー内のコマンドを使用してカスタム化することができます。

XML スキーマ比較ウィンドウ内で、比較ウィンドウのペインの1つに表示されている2つのコンポーネント内で XML スキーマが選択されていま

す。各コンポーネントには、コンポーネントに現在ロードされている XML スキーマのファイル名を表示するタイトルバーと、 左側と右側の比較コ

ンポーネントのためのスキーマを選択し変更することのできる、「開く」 ダイアログボックスを開く参照ボタンがあります。コンポーネントの幅はコンポ

ーネントの右下の角のハンドルをドラッグすることにより調整することができます。コンポーネント内の要素は、ツリーとして表示されます。要素を

ダブルクリック、または、要素名の横のプラスのシンボルをクリックすると、子要素を表示するために展開することができます。 他のコンポーネント

内の対応する要素にマップされている要素は、接続ラインで接続されています。 これらのマッピングをマウスを使用して、他のテーブル/列にド

ラッグすることにより、選択、削除、ドラッグすることができます。 

データベース比較ウィンドウ (スキーマまたはデータ)内では、データソースとテーブルは、比較ウィンドウの1つのペイン内に表示される2つのコンポ

ーネント内で選択各コンポーネントには、コンポーネントが現在接続されているデータソース、左側と右側の比較コンポーネントのためのデータソ

ースとテーブルを選択、変更するための 「データ比較のためのテーブルを選択」 ダイアログボックスを開く参照ボタンを示すタイトルバーがありま

す。 コンポーネントの幅は、コンポーネントの右下の角をドラッグすることにより調整することができます。コンポーネント内の テーブル と列はツリ

ーとして表示されます。 テーブルをダブルクリック、または、テーブル名の横のプラスシンボルをクリックして、テーブル列を表示するようにテーブルを

展開することができます。 他のコンポーネント内の対応する先にマップされているテーブル と列は接続線によりコネクトされています。  これらの

マッピングは、マウスを使用して、選択、削除、または、他のテーブル/列にドラッグすることができます。

比較ウィンドウ ステータスバー

ファイル/Microsoft W ord または、ディレクトリ 比較ウィンドウのステータスバーは、その比較のステータスを示します。 ファイルとディレクトリが

開かれていない場合、これは表示されます。 比較が実行されると、比較の種類が比較の結果と共に報告されます。 比較ウィンドウ ステータ

スバー は XML スキーマ比較ウィンドウ内、データベースデータ比較ウィンドウ、 とデータベースデータ比較ウィンドウで使用することはできず、ア

プリケーション ステータスバーと区別される必要があります。

アプリケーション ステータスバー

アプリケーション ステータスバーは、アプリケーションウィンドウの下に表示され、アプリケーションレベルの情報を表示しています。最も役に立つ情

報は、ツールバーアイコンにマウスをかざすと表示されるヒントです。 アプリケーション ステータスバーと比較ウィンドウ ステータスバーを区別するこ

とは重要です。DiffDog の 64 ビット バージョンを使用する場合、これは、ステータスバー内のアプリケーション名の後に付くサフィックス (x64)

により示されています。サフィックスが存在しない場合は、 32 ビット バージョンです。
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2 ファイルの比較

Altova W eb サイト:   ファイル比較ツール

このチャプターでは、 DiffDog を使用して2つのファイルを比較する方法について説明されています。ここで含まれる情報は、ファイル型の大

部分に適用することができます。 しかしながら、Microsoft W ord ドキュメント と XML スキーマを比較するには、次のセクションを参照して

ください:

· XML スキーマの比較

· Microsoft W ord ドキュメントの比較

メモ: ZIP に準拠する ファイルと Office Open XML (OOXML) ファイルを比較するには、 (ZIP と OOXML ファイルには複数の

ファイルが含まれるため)ファイルの比較ではなくディレクトリ比較を実行してください。 それ以外の場合、 ZIP に準拠する ファイルを

ファイルの比較を使用して比較しようとすると、 DiffDog は代わりにディレクトリ比較を使用するようにプロンプトします。 詳細に関

しては、次を参照してください:  ディレクトリの比較。

DiffDog 内でファイルの比較を行うには、ファイルをファイルの比較ウィンドウに追加する必要があります。 ファイルの比較ウィンドウにより、ファ

イルの差分を左右に並べて確認することができます。順序を追った説明は、次を参照してください:  ファイルの比較の実行。

ファイルの比較ウィンドウ

上記のように、ファイルの比較ウィンドウは、 テキストビューとグリッドビューという2つのペインから構成されています。 テキストビューは、多くのファ

イル型のデフォルトのエディターです。ワードラップ、コードの折りたたみ、行番号、複数のファイル型のための構文のハイライト、テキストの検索と

置換機能、または、正規表現を使用した検索などの複数のナビゲーション補助を提供するファイルのコンテンツを表示します。 XML 比較の

場合、ファイルとテキストビューには、開始および終了タグの自動ハイライト、および、整形出力などの多くの機能が搭載されています。詳細に

関しては、次を参照してください:  テキストビュー。

グリッドビューは、整形式の ファイル、通常 XML ドキュメントに適用することができます。特定のセクションを簡単に展開、または、折りたたむ

ことができ、 XML タグを誤って変更することがなく、テーブル内で行うようにコンテンツを変更することができ、ドキュメントの構造が一目でわかる

ためとても役に立ちます。詳細に関しては、次を参照してください:  グリッドビュー。

https://www.altova.com/ja/diffdog
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必要な場合は、テキストビューまたはグリッドビューで直接ファイルを編集することができます (次を参照してください:  ファイルの編集)。変更を

元のファイルに保存することができます。または、変更を(「元に戻す」を使用して、または、元のファイルをディスクから再ロードして)元に戻すこ

ともできます。１つのファイルから他のファイルへのマージ 差分に関する情報は、次を参照してください:  差分のマージ。

同じ または 同様のファイルを頻繁に比較する場合、ファイルとして比較を保存し、後に開くことができます (次を参照してください:  比較の保

存とロード)。

多種の比較オプションをカスタマイズすることができます (次を参照してください:  ファイルの比較 オプションの変更)。
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2.1 ファイルの比較の実行

DiffDog 内でファイル比較を開始するには2通りの方法があります:

1. DiffDog グラフィカルなユーザーインターフェイスから開始する

2. W indows Explorer から DiffDog  を使用して比較する  コンテキストメニューコマンドを使用してファイルを右クリックします。

設定に従い、比較は両方のファイルが開かれると自動的に行われます。ボタンクリックにより比較を明示的に開始することを選択することもでき

ます。

これらの詳細は以下で説明されています。

DiffDog から比較を開始する方法

DiffDog を使用したファイルの比較の実行:

1. メニューオプション 「ファイル | ファイルの比較」を選択、 または、「ファイルの比較」  ツールバーボタン をクリックします。

2. 比較されているファイル型  (バイナリ、 テキスト、 XML、 または 拡張子-ベースの) に適切な比較モードを選択します。詳細に関

しては、次を参照してください:比較モード。

3. 比較するファイルを選択します。比較方法が以下に上げられるようにいくつかあります:

· 既存のファイルの比較ウィンドウの左側のペインから、 「開く」  ボタンをクリックし、 「開く」 ダイアログボックス内のファイルを選

択します。URL からファイルを開くこともできます (次を参照してください:URL からファイルを開く)。

· ファイルのフルパスを入力し、 「適用」  ボタンをクリックします。

· W indows Explorer からファイルをペインにドラッグします。
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· ドロップダウンリストから前に比較されたファイルを選択します。

4. 右側のペインのために同様のステップを繰り返します。

または、ファイルの比較を以下のように実行します:

1. ファイル メニューからをクリックします。「開く」 (または、Ctrl+O を押します。)。

2. 比較を開くダイアログボックス内で 「ファイルの比較」 を選択します。

3. 比較するファイルを参照し、 「OK」 をクリックします。

W indows Explorer からファイル比較を開始する:

ファイルの比較の別の方法は、以下のとおりです:

1. W indows Explorer 内で、2つの比較するファイルを選択します。(W indows Explorer 内で、複数のファイルを選択するに

は、ファイルを選択中に Ctrl キーを押します。

2. ファイルの1つを右クリックし、 コンテキストメニューから、「Altova DiffDog  を使用して比較する」 コマンドを選択します。

SQLite と Microsoft Access データベースでこのアプローチを使用することができます。SQLite と Access データベースのクイック比較を

参照してください。

自動的な比較

デフォルトで、比較される2つのドキュメントが比較ウィンドウにロードされると、 比較は、自動的に行われます。自動比較を有効化、または、

無効化するには、以下を行います:

· 「比較とマージ」 メニューから、比較を自動的に開始する メニューコマンドを開きます。
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· 比較を自動的に開始する  ツールバー ボタンをクリックします。

更に、 比較は明示的に複数回開始することができます。比較を明示的に開始する場合、 以下を行います:

· 「比較とマージ」 メニューから、「比較の開始」 コマンドを開きます。

· 「比較の開始」  ツールバー ボタンをクリックします。

ドキュメントを編集する際、 編集中に比較する コマンドがオンに切り替えられている場合、入力中に動的に比較されます 。このオプションを

オンまたはオフに切り替えるには、 以下を行います:

· 「比較とマージ」 メニューから、編集中に比較する コマンドを開きます。

· 編集中に比較する  ツールバー ボタンをクリックします。

「比較の前にオプション設定を表示する」 コマンドがオンに切り替えられると、「比較オプション」 ダイアログボックスが比較が実行される前

に表示されます ( DiffDog により動的に編集中に実行される場合を除外します)。異なるオプションを使用して比較を実行する場合、これ

は役に立ちます。このオプションをオンまたはオフに切り替えるには、 以下を行います:

· 「比較とマージ」 メニューから、比較の前にオプション設定を表示する コマンドを開きます。

2 .1 .1 URL からファイルを開く

ローカルの ファイルを開く他に、 URL からファイルを開くことができます。サポートされるプロトコルは HTTP、HTTPS、 と FTP です。下で示

されるように、ファイルが Microsoft®  SharePoint®  Server からチェックアウトされている場合を除き、 URL からロードされたファイルは、

元の場所に保存することはできません (すなわち、ファイルへのアクセスは読み取り専用です)。

URL を使用してファイルを開く :

1. 「開く」 ダイアログボックスから、「URL に切り替える」をクリックします。
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2. 「ファイル URL」 テキストボックスにファイルの URL を入力し、「開く」 をクリックします。 

サーバーがパスワードを使用した認証を必要とする場合、ユーザー名とパスワードを入力するように問われます。次回 DiffDog を開くために

ユーザー名とパスワードを記憶させるためには、 「開く」ダイアログボックス内の 「アプリケーションの開始時にパスワードを記憶する」 チェック

ボックスを選択します。

ロードするファイルが変更される可能性が低い場合、 「キャッシュ/プロキシの使用」 オプションを選択して、データをキャッシュし、ファイルのロ

ードをスピードアップすることができます。それ以外の場合、 DiffDog が開かれる都度ファイルを再ロードする場合は、「再ロード」を選択しま

す。

W eb Distributed Authoring and Versioning (W ebDAV) をサポートするサーバーに関しては、「 サーバー URL」 テキストボック

ス内にサーバー URL を入力した後に、「参照」をクリックしてファイルを参照することができます。 

メモ: 「参照」関数は Microsoft SharePoint Servers 上で W ebDAV をサポートするサーバーでのみ使用することができます。

サーバーが Microsoft®  SharePoint®  Server の場合、 「これは Microsoft®  SharePoint®  Server です」チェックボックスを

選択してください。これを行うことにより、プレビューのエリアでファイルのチェックインとチェックアウトの状態を確認することができます。
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ファイルの状態は以下の状態の1つです:

チェックイン済み。チェックアウトすることができます。

チェック アウト可能。他のユーザーによりチェック アウト状態。

チェック アウト不可能。ローカルに対してチェック アウト。

DiffDog 内でファイルを変更するには、ファイルを右クリックし、「チェックアウト」 を選択します。Microsoft®  SharePoint®  によりファイ

ルが既にチェックアウトされている場合、 DiffDog 内でファイルを保存すると、変更がサーバーに送信されます。ファイルをサーバーにチェックイ

ンするには、上のダイアログボックス内のファイルを右クリックし、コンテキストメニュー内から 「チェックイン」を選択します (または、サーバーにログ

オンして、この操作をブラウザーから直接おこないます)。チェックアウトされているため、ファイルへの変更を破棄するには、ファイルを右クリックし、

「チェックアウトを元に戻す」を選択します (または、この操作をブラウザーから行います)。

以下の点に注意してください:

· ファイルが既に他のユーザーによりチェックアウト済みの場合、チェックアウトすることはできません。

· Altova アプリケーションでファイルを既にチェックアウトしている場合、他の Altova アプリケーション内でチェックアウトすることはできま

せん。ある Altova 製品でファイルをチェック アウトした場合、他の Altova 製品で同じファイルをチェック アウトすることはできませ

ん。
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2.2 3 方向比較

DiffDog を使用すると、2つのファイルだけではなく3つのファイルも横に並べて比較することができます。この種類の比較は2つのファイルを元と

なるコピーに対して比較することができ、大変役にたちます。 例えば、アリスとボブの両者が元のファイルのコピーをそれぞれ作成下と仮定しま

す(「共通の祖先ファイル」または「ベースファイル」とこのファイルを呼ぶことにします)。ボブとアリスはそれぞれのコピーに編集を加えます。

DiffDog を使用するとこれら3つのファイルを横に並べて開き比較することができます。 

3方向の比較を使用すると、ベースファイルと比較してアリスとボブ両者により加えられた変更を表示し、差分すべてをナビゲートすることが可

能になります。発生する全ての差分について、保管する変更 (「左側」、「右側」または 「中央」) を選択することができます。 上のダイアグラ

ムのシンボルは特定の変更をマージする方向を示しています (例えば、アリスのファイルからベースファイルへ、または、ベースファイルからボブの

ファイルへなど)。

重要な点は、ボブとアリスが同じテキストの同じ文章を編集した場合、競合が発生する点です。DiffDog により全ての競合は識別され、ハ

イライトされます。アリス、または、ボブの編集を選択して、最後のバージョンにマージします。 競合とは、基本的には、プログラムがどの変更

(「左側」、「右側」または 「中央」)が最後のバージョンで保管されるかを理論的に決定できないことを意味します。競合を解決するには、

DiffDog にアリスのファイルからベースファイルに(またはベースファイルからアリスのファイルに)、または、ボブのファイルからベースファイルに(または

ベースファイルからボブのファイルに)差分がマージされるように命令しなければなりません。  
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3方向比較

上のイメージでは、中央のペインは共通の祖先ファイルを表示し、左側のペインはアリスのバージョンを、右側はボブのバージョンを表示していま

す。 3方向比較を実行した後、 DiffDog は差分と競合を以下のように表示します:

· 「左側」のファイル と 「中央」のファイルの差分。 例えば、アリスのバージョンで変更としてハイライトされているライン 3 が変更されて

います。 

· 「右側」のファイル と 「中央」のファイルの差分。 例えば、ボブのバージョンで変更としてハイライトされているライン 2 が変更されて

います。 

· 3 つのファイル間で競合が検知された場合、競合もハイライトされます。 例えば、アリスとボブのバージョンで変更としてハイライトさ

れているライン5 が変更されています。 

3方向比較の実行方法:
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1. 「ファイル」 メニューから、「3方向の比較」をクリックします。 (または、 「2方向/3方向比較の切り替え」  ツールバー ボタン

をクリックします。 Windows Explorer 内で 3 つのファイルを選択することもできます。右クリックしてコンテキストメニューから

「Altova DiffDog  を使用して比較する 」を選択します)。

2. 各比較ペインの右角の「開く」  をクリックして、比較に必要なファイルを追加します。W indows Explorer から3つのペイン

にそれぞれファイルをドラッグすることもできます。

メモ: 2 つのバージョンから変更をマージするファイルは中央のペインで開きます (これはマージを可能二するためです。たとえば右側から中

央に、または、左側から中央にマージすることができます。しかし、右側から左側に、または、左側から右側にはマージすることはでき

ません)。次も参照してください:  ペインのスワップ。

3. 「差分とマージ」 メニューから、をクリックします 「比較の開始」 (または、「比較」  をクリック、 「F5」を押します)。 「自動的

な比較の開始」  オプションが有効化されている場合、このステップは必要ありません。

2方向から3方向比較への切り替え、または、その逆の方法:

· 「表示」 メニューから、「2方向/3方向比較の切り替え」をクリックします  (または、 「2方向/3方向比較の切り替え」  ツ

ールバー ボタンをクリックします)。 これによりファイル比較ウィンドウに2つのファイルの代わりに3つのファイルが含まれます。

3方向比較を実行すると、状態バー内に差分と競合の総数が表示されます。DiffDog により差分と競合を表示するために使用される色は

 「ツール | DiffDog  オプション | ファイル比較 」タブを使用して調整することができます。

3方向比較は、 XML ファイルを含む他のファイル型にも同様に作動します。XML ファイルの場合、テキストビューに加えグリッドビュー内でも

差分を確認できることに注意してください。

メモ: 3方向比較は W ord ドキュメントまたはディレクトリのためにサポートされていません。

3方向比較は、 . filedif ファイルで保存することができ、後に、2方向の比較と同様開くことができます。 次を参照してください:  比較の保存と

ロード。

2 .2 .1 3 方向差分のナビゲートとマージ

3 方向比較を使用して、3つのペイン内の差分を2 方向比較と同様に 「差分とマージ」 メニューとツールバーからナビゲートすることができま

す。例えば、「次の差分」 (Alt+Down)  コマンドを使用して、次の差分に移動することができ、 「前の差分」 (Alt+Down) 

を使用して、反対の方向に移動することができます。次を参照してください:  差分のナビゲート。

2 方向比較とは異なり、3 方向比較は競合を結果に含む可能性があり、特別なマージコマンドを必要とします (例えば、左側から中央のペ

インへ、または、 中央から右側に差分をコピーする場合などが挙げられます)。 3方向の比較がオンに切り替えられると、 3 方向比較に適用

することのできるすべての特定のコマンドは、 3 方向比較ツールバーこのツールバーに自動的に表示されます。 「ツール | カスタム化 | ツー

ルバー」 タブから明示的に表示または非表示にすることもできます。

 3 方向比較  ツールバー
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 3 方向比較ツールバーは次のコマンドから構成されています:

前の競合 前の競合に移動します。

次の競合 次の競合に移動します。

左側から中央にコピーする 左側のペインから中央のペインに現在の差分をコピー(マージ)します。

中央から左側にコピーする 中央のペインから左側のペインに現在の差分をコピー(マージ)します。

中央から右側にコピーする 中央のペインから右側のペインに現在の差分をコピー(マージ)します。

右側から中央にコピーする 右側のペインから中央のペインに現在の差分をコピー(マージ)します。

ドキュメントの順序を変更する (ペ

インのスワップ)

中央のペインと左側、または、右側のペインをスワップすることができるようになります。次

を参照してください:  ペインのスワップ。

次の点に注意してください:

· 上のコマンドは、現在の差分、または、競合のために意味をなさない場合、無効化されています。例えば、現在の差分が(左側の

ペンではなく)  中央の右側のペイン内に存在する場合、 コマンド 「左側から中央にコピーする」 と 「中央から左側にコピーする」

は無効化されます。

3 方向マージのコンテキスト内で使用することのできる他のコマンドは、2方向の比較のためのマージと同じです。具体的な例:

· マージの変更を元に戻すには、変更を元に戻すペイン内をクリックし、 「編集 | 元に戻す」 メニューコマンド (または、 Ctrl+Z キ

ーボードのショートカット)を実行します。「編集 | やり直し」 メニューコマンド(または、 Ctrl+Y キーボードのショートカット)を同様

に適用することができます。 

· DiffDog からファイルへのマージを保存するには、各ペインの右上の 「保存」 をクリック、または、 「名前を付けて保存」

 ボタンをクリックします。ディスクからファイルのコンテンツを再ロードするには、「更新」 をクリックします  (DiffDog からの保

存されていない変更が失われます))。 次も参照してください:  ファイルの編集 と ファイルの保存。

· 3 方向比較から結果する差分を XML、または、 テキストファイルにエクスポートすることができます。次を参照してください:  差分の

エクスポート。

2 .2 .2 ペインのスワップ

デフォルトでは、比較のために3つのファイルを開くと、中央のペインが「共通の祖先」またはベースファイル (すなわち、2つのソースから変更をマ

ージするファイル)として扱われます。 前のサンプルを使用して、ボブ、または、アリスのバージョンを共通の祖先ファイルにマージする場合、ファイ

ルは中央のペインで開かれル必要があります。これにより、左側と右側のペインからの差分をマージできるようになります。
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しかしながら、ペインを必要に応じてスワップすることができます。例えば、アリスのバージョンを保存する場合、アリスのバージョンをベースのファイ

ルとスワップすることができます (これによりアリスのファイルが中央のペインになります)。このようにして、ベースのファイルとボブのファイルからの変

更をアリスのファイルにマージすることができます。W indows Explorer から右クリックして3つのファイルを開いた場合、スワップが必要になる

場合があります。 

ペインのスワップの方法:

1. 3方向比較 ツールバーの 「ドキュメントの順序を変更する」  ボタンをクリックします。 ダイアログボックスが表示されます。

2. 各ファイルの横 (中央、右側、左側) のターゲットペインを選択して、「OK」をクリックします。



(C) 2015-2021 Altova GmbH

ファイルの比較オプションの変更 37ファイルの比較

Altova DiffDog 2021

2.3 ファイルの比較オプションの変更

ファイルの比較のオプションは、「比較オプション」 ダイアログボックス内で変更することができます。このダイアログボックスは、XML 比較のために

個別のタブを与えます。「比較オプション」 ダイアログボックスを開くには以下を行います:

· 「ツール」 メニューから「比較オプション」をクリックします。 

更に、 「比較とマージ」 メニューには、メニューを使用してオン、または、オフに切り替えることのできる切り替えコマンドがあります:

· 比較の前にオプション設定を表示する

· 比較を自動的に開始する

· 編集中に比較する

· 「最近比較された組み合わせ」をサポートする

ファイルの比較のための全般のオプションは、DiffDog オプション ダイアログボックスのファイルの比較 タブで使用することもできます。

2 .3 .1 テキストの比較のためのオプション

「比較オプション」 ダイアログボックスのテキスト タブは、テキストの比較のために使用されるオプションを表示します。
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結果の表示

「ライン内で差分を表示する」 チェックボックスを選択して、文字レベルで差分を表示することができます。  「テキストとして比較する」

 ボタン は、行内の差分を表示するために有効化されている必要がある点に注意してください (次を参照してください:  比較モード)。

チェックボックスが無効化されていると、 差分は、行レベルのみで表示されます。 すなわち、文字レベル 差分は、ハイライトされません。行全

体が差分を含むと表示されます。

空白文字

次を参照してください:空白文字のための比較オプション。

大文字と小文字の区別

差分をチェックする場合、大文字と小文字の区別が無視される場合、 「大文字と小文字を区別しない」 ボックスを有効化します。

ライン

空白行が無視されるかどうかを定義することができます。
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2 .3 .2 XML 比較のためのオプション

 「比較オプション」 ダイアログボックスの XML タブは、XML をベースにした比較のために使用されるオプションを表示します。

結果の表示

「詳細差分」 オプションにより、差分を詳細に表示することができます。または、削減された項目の差分を表示することができます (ナビゲー

ション をより速く行うことができます)。 詳細差分がオフに切り替えられていると、異なる連続したノードは単一のノードとして表示されています。

これは、要素ノードとその子属性ノードとして、異なる階層的なレベル上の連続したノードに適用されます。マージ と差分のエクスポートするた

めには、詳細差分はオンに切り替えられ、有効化されている必要があります。

この設定は、列の型が XML であるデータベースの比較の実行中使用することはできません。

空白文字

次を参照してください:  空白文字のための比較オプション。

名前空間/プレフィックス

差分を検索する際、名前空間とプレフィックスを無視するためのオプションです。 

エンティティ

「エンティティの解決」 が選択されると、ドキュメント内のエンティティは解決されます。それ以外の場合、エンティティがそのままで比較が行われ

ます。
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テキスト

「テキストを無視」 が選択されると、対応するテキストノード内の差分は報告されません。XML 構造のみが比較されますが、テキストコンテ

キストは比較されません。これは2つ XML の構造を比較する際に役に立ち、実際のコンテンツからは無視されます。例えば、「テキストを無

視」 チェックボックスが選択されていると仮定する場合、(コンテンツは異なりますが)次の2つの XML ファイルは同等です。

深さ

 「深さを無視」  が選択されていると、要素は深さに関係せず同等として扱われます。例えば、チェックボックス 「深さを無視」 が選択され

ている場合、下に表示される比較では、要素 <c> は両側で同等として扱われます。

メモ: 「ノードの深さを無視」 チェックボックスが選択されていると、差分のマージとエクスポートは不可能です。
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大文字と小文字の区別

「大文字と小文字の区別を無視」 チェックボックスがチェックされていると、大文字と小文字が区別され、ノード内の大文字と小文字を無

視、または、無視するオプションが与えられます。

順序

「子ノードの順序を無視する」 が選択されている場合、ノードレベル内の個別のノードが一意のノード名を持つことを想定して、要素の子ノ

ードの相対的な位置は無視されます。

同じ名前を持つ要素ノードが兄弟ノードの2つのセット内に存在する限り、これら2つのセットは同じと考慮されます。次のサンプル内では、

「子ノードの順序を無視する」 オプションが無効化されている場合、<Name> と <FirstName> ノードの順序は、左側と右側のファイル

内で異なることがマークされています。

「子ノードの順序を無視する」 オプションをチェックすると、比較ウィンドウ内のこの差分が無視されます。

特定のノードレベル上のノード名が一意の場合のみ、 DiffDog は子ノードの順序を無視することができることに注意してください。

例えば、異なる属性が与えられているノードの複数の発生が表示されると、異なる順序で表示されるノードは、「子ノードの順序を無視す

る」が選択されている場合でも、比較されている兄弟セット内で同じ名前と属性を持つノードと異なるものとして考えられることに注意してくだ

さい。

サンプルの <Phone> ノードに異なる属性が追加されると、<Phone> ノードの3件の発生の順序内の差分が、が 「子ノードの順序を無

視する」選択されている場合でも、比較ウィンドウ内に表示されます。 

異なる属性が割り当てられている子ノードの発生の順序を無視する場合、これらの属性を比較の条件として追加することができます。 

DiffDog には2つのオプションがあります:  (i) 全ての属性を追加し、 (ii) サンプル内の <Phone> ノード内の両方の結果が等しいと表示さ

れる、特定の属性のリストを定義します。 しかしながら、 特定の属性 オプションを選択すると、属性グループ を必要に応じて最初に定義す

る必要があります。

同じ属性が割り当てられている子ノードの発生が報告される場合があります (すなわち、サンプル内に1つ以上の携帯電話番号を持つ個人

が存在しています)。 下のスクリーンショットでは、すべての 属性 ラジオボタンが選択されていますが、差分がレポートされています。これは  2

つの携帯電話の番号がリストされていることにより確認することができます。 
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DiffDog 内では、比較の条件として要素テキストを追加する チェックボックスを有効化してこのシナリオに対応することができます。要素

テキスト、 属性の値、およびノード名が同一で、ノードの順序のみが異なる場合、差分は報告されません。

順序を無視 オプションが指定されていると、マージ 機能も順序を無視します。「子ノードの順序を無視する」 の選択が解除されると、順序

付けられた差分は、差分として表示されます。 

属性の順序を無視するオプションも使用することができ、単一の要素の属性の順序に適用することができます。上のサンプルでは、「属性の

順序を無視する」 オプションがチェックされており、 DiffDog は、このため、 <Person> ノードの属性の順序を無視しています。 「順序ま

たは子ノードを無視する」 チェックボックスが有効化されていると、属性の順序は常に無視されます。下のスクリーンショットでは、 「子ノード

の順序を無視する」 および 「属性の順序を無視する」 チェックボックスは、無効化されます。

ノードの型を無視する

比較セッション内で比較されないノードの型をチェックします。 無視される可能性のあるノード型は、 属性、 CDATA、コメント、処理命令、

DOCTYPE ステートメントと XML 宣言です。

特定の要素/属性のフィルターアウト

比較の都度、可能の場合は、どの要素 および/または 属性が比較の対象にならないかを設定する フィルターを定義 することができます。1つ

以上のフィルターを定義することができ、全ての比較のために、特定の要素/属性 グループボックスのフィルター内のドロップダウンリストから使用

するフィルターを選択することができます。

2.3.2.1  属性グループの定義

順序グループボックス内の特定の属性 ラジオボタンを選択すると比較の条件として使用することのできる異なる属性のリストを作成することの

できる、 「属性のグループを比較の条件として定義する」 ダイアログボックスが開かれます。 
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比較の条件として考慮される属性は、属性グループ内で整理されています。 すなわち、最初に属性グループを定義し、グループに対応する

属性を追加します。「比較オプション」 ダイアログボックス内の「特定の属性」ドロップダウンリストから使用される属性グループを選択します。

比較の条件として考えられる属性のグループを定義する:

1. メニューオプション 「ツール | 比較オプション」選択します。または、比較とマージツールバー内の 「比較オプション」   ボタン

をクリックし、 XML タブに変更します。

2. 「順序」グループボックス内で、ラジオボタン 特定の属性 を有効化し、ドロップダウンリストの横の参照  ボタンをクリックし、「比

較の条件として属性のグループを定義する」 ダイアログボックスを開きます。

3. 「属性グループ」 グループボックス内で追加  または 挿入  グループ の対応するアイコンをクリックして、名前を与えます。

属性を指定する前にグループを定義します。「属性グループ」 グループボックス内に属性は入力しません。



44 ファイルの比較 ファイルの比較オプションの変更

(C) 2015-2021 Altova GmbH

Altova DiffDog 2021

4.  属性グループが選択されていると、「比較として属性を追加する」 グループボックス内で、リストに要素を追加  または 挿入

 するために、対応するアイコンをクリックし、考慮される属性の名前を入力します。 各属性のための要素に追加のリストを追

加します。

5. 属性グループの定義が完了すると、 「OK」 をクリックします。 定義された属性グループは、「比較オプション」 ダイアログボックス内

のコンボボックスで使用することができます。

2.3.2.2  比較のための要素と属性を無視するようにフィルターを定義する

フィルター は、「フィルターの定義」 ダイアログボックスをポップアップする、「比較オプション」 ダイアログボックス内の 「フィルターの定義」 

ボタンをクリックして定義します。

上にイメージでは、 2つの フィルター(Filter1 と Filter2) が定義されています。そして、 Filter1 が 要素 email と name、 およ

び 属性 href と name、 が比較のために無視されるように指定します。
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比較のために要素/属性を無視するフィルター:

1. メニューオプション 「ツール | 比較オプション」選択します。または、比較とマージツールバー内の 「比較オプション」   ボタン

をクリックし、 XML タブに変更します。

2. 特定の要素/属性のフィルターアウト グループボックス内から、 「フィルターの定義」  ボタン をクリックして、「フィルターの定義」

ダイアログボックスを開きます。

3. フィルターグループボックス内で、フィルターをフィルターのリストに追加  または、挿入  し、名前を与えます。

4. フィルターが選択されると、要素/属性の無視 グループボックス内で、対応するアイコンをクリックして、要素またはフィルターをリストに

追加  または、挿入  します。Ele チェックボックスはデフォルトでアクティブ化されています。

5. Ele チェックボックス および/または  Att チェックボックスを無効化し、必要な場合、要素の名前/属性を入力します。

6. 任意で、追加の要素/属性のためにステップ 4 と 5 を繰り返します。

7. フィルターの定義が完了すると、 「OK」 をクリックします。 定義されたフィルターは、「比較オプション」 ダイアログボックス内のコンボ

ボックスで使用することができます。

2 .3 .3 空白文字のための比較オプション

空白文字は以下であることができます:  スペース、 タブ、キャリッジリターン、および 改行。 空白文字のための比較オプション を 「ツール | 比

較オプション」 メニューから変更することができます。

「そのまま比較」 オプションが有効化されていると、 テキスト A は テキスト B に対して等しいと考慮されます。 (空白文字を含む)テキスト

A 内の文字が テキスト B 内の文字に対応する場合、空白文字は比較のために関連付けられます。

「標準化」 オプションが有効化されていると、標準化の後に、テキスト A 内の文字が テキスト B に対応する場合、 テキスト A は テキスト

B に対して等しいです。 「標準化」 は、単一のスペース文字により置き換えられる空白文字の複数の連続した発生を意味します。 また、

先頭または末尾の空白文字は、テキストの各ラインから削除されます。

メモ: XML (  ) 比較の場合、要素と属性の値内の先頭または末尾の 空白文字は削除されます。 

「すべて削除」 オプションが有効化されていると、空白文字を削除後、 テキスト A 内の文字が テキスト B に対応する場合、テキスト A は

テキスト B に対して等しいと考慮されます。 すなわち、比較のために関連付けられていないと考えられるテキストから空白文字は削除されま

す。 

メモ: XML 比較の場合 (  )、 属性または要素値の外部の空白文字比較のために考慮されません。 上記の空白文字 オプション

に当てはまります。

次のテーブルは、テキスト (  ) または W ord 比較を使用した各オプションのテキストテキストの比較の差分を表示しています。 
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テキスト A テキスト B そのまま 標準化 ストリップ

"a" "a "

等しくない 等しい 等しい

"a" " a"

等しくない 等しい 等しい

"a a" "a  a"

等しくない 等しい 等しい

次のテーブルは、 XML (  ) 比較を使用した各オプションのテキストテキストの比較の差分を表示しています。

テキスト A テキスト B そのまま 標準化 ストリップ

<?xml version="1.0" <?xml   version="1.0"

等しい 等しい 等しい

<book id="1"> <book id=" 1 ">

等しくない 等しい 等しい

<author>Mark

Twain</author>

<author>Mark  

Twain</author>

等しくない 等しい 等しい
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2.4 ファイル内の差異の表示

次の比を開始後　2　つのファイルの差分が、ハイライトされたテキストのブロックとして表示され、 比較の結果が比較ウィンドウ ステータスバー

内で報告されます。 通常、 テキストビュー が差分を表示するために使用されますが、整形式を比較すると、グリッドビューに切り替えることも

できます。 

2 .4 .1 テキストビュー

テキストビューは、 DiffDog 内で比較されているファイルのペアのための標準 表示モードです。2つのドキュメント内の対応する差分は、識別

と分析を簡単にできるようにリンクされています。同時スクロールがオンに切り替えられると、 両方のドキュメントがスクロールされ、対応する差分

が常に同時に確認することができます。

現在の差分が他の差分と異なる色でハイライトされます。上のスクリーンショットでは、 現在の差分は深緑で表示されています。これらの色

は、DiffDog オプション内で変更することができます 。 マージ は、現在の差分のためにのみ実行されるため、どの差分が現在の差分である

かを認識する必要があります。 常に現在の差分のためにのみ実行されます。 ツールバーアイコンとして「比較とマージ」 メニュー 内で使用す

ることのできるナビゲーションコマンドを使用して、差分内をナビゲートすることができます。

2.4.1.1  テキストビュー内で視覚補助を使用する

テキストビューには、テキストの表示と編集を簡単にする複数の視覚補助が搭載されています。以下の機能が含まれます:

· 行番号

· 構文の色分け

· ブックマーク

· ソースの折りたたみ

· インデントガイド
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· 行末と空白文字マーカー

· ズーム

· 行/文字に移動

· 整形出力

· ワードラップ

· 開始タグと終了タグの一致

· テキストのハイライト

適用できる箇所で、「テキストビュー設定」 ダイアログボックスからカスタマイズ機能をオンとオフに切り替えることができます。「テキストビュー設

定」 ダイアログボックス内の設定が、アクティブなドキュメントだけではなく、アプリケーション全体に適用されます。

「テキストビュー設定」 ダイアログボックス

「テキストビュー設定」 ダイアログボックスを開くには、 以下を行います:

· テキストビュー メニューから、「テキストビュー設定」を開きます。 

· テキストルールバー内の「テキストビュー設定」 ボタンをクリックします。 

テキスト ツールバー、アプリケーション メニュー、または、キーボードショートカット からナビゲーション補助の一部をオン、または、オフに切り替え

ることができます。
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テキスト ツールバー

ファイルの比較ウィンドウ内で適用することのできる全てのショートカットに関する情報に関しては、次を参照してください:  「テキストビュー設

定」 ダイアログボックス内の　「キーマップ」 セクションは上に示されるとおりです。 

行番号

「テキストビュー設定」 ダイアログボックス内でオンとオフを切り替えることのできる行番号余白内で行番号は表示されます。テキストのセクション

が折りたたまれると、折りたたまれたテキストの行番号は隠されます。 関連した コマンドは、行/文字に移動 コマンドです。  

構文の色分け

構文の色分けは、テキストの構文の値により適用されます。 例えば、XML ドキュメント内では、 XML ノードが要素、属性、コンテンツ、

CDATA セクション、コメント、または、 処理命令、 ノード名 (ノードの コンテンツの一部) であるかにより、色分けされています。「ツール |

DiffDog  オプション」 メニューの ファイル型 タブから異なるファイル拡張子 (カスタム拡張子を含む) のための構文の色分けを有効化、また

は、無効化することができます。

ブックマーク

素早く参照し、アクセスするために、ドキュメント内の行を個別にブックマークすることができます。 ブックマーク 余白がオンに切り替えられると、

ブックマークは、ブックマーク 余白内に表示されます。 それ以外の場合、ブックマークされたラインは青色にハイライトされます。

「テキストビュー設定」 ダイアログボックス内でブックマーク 余白をオフまたはオンに切り替えることができます。

テキストビュー メニューとテキスト ツールバー内のコマンドを使用してブックマークを編集し、ナビゲートすることができます。「テキストビュー |

ブックマークの挿入/削除」 コマンドを使用してブックマークを挿入することができ、参照のためドキュメント内のラインをマークすることができま

す。 ブックマークは、ブックマークされたラインを選択し、「テキストビュー | ブックマークの挿入/削除」 コマンドを選択して削除します。 ドキュ

メント内のブックマークをナビゲートするには、「テキストビュー | 次のブックマーク と テキストビュー | 前のブックマーク」 コマンドを使用しま

す。 これらのブックマーク コマンドをテキストツールバー内のアイコンとして使用することができます。

ソースの折りたたみ

ソースの折りたたみはソースの折りたたみ余白内で展開された、または、折りたたまれたノードを表示する機能を指します。  「テキストビュー設

定」 ダイアログボックス内で余白をオンとオフに切り替えることができます。 テキストの一部を展開、または、折りたたむには、ウィンドウの左側の

「+」 と 「-」 ノード使用します。 折りたたまれたコードは、省略記号シンボルと共に表示されています。展開せずに折りたたまれたコードをプレ

ビューするには、省略記号にマウスカーソルを移動します。これにより、下に示されるように、プレビューされるコードを表示します。プレビューする

テキストが大きすぎてヒントにフィットしない場合、追加省略記号がヒントの終わりに表示されます。 
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 テキスト ツールバー内の「全ての行の展開/折りたたみ」 コマンドは、全てのノードを展開された、または、折りたたまれたフォームを切り替え

ます。 

インデントガイド

インデントガイドは、インデントの行の範囲を示す点線です (上のスクリーンショットを参照)。  「テキストビュー設定」 ダイアログボックス内で

オンとオフが切り替えることができます。

行末のマーカー、空白文字マーカー

行末の (EOL) マーカーと空白文字マーカーは、「テキストビュー設定」 ダイアログボックス 内でオンに切り替えることができます。下のスクリーン

ショットはドキュメント内でのこれらのマーカーを表示しており、それぞれが空白文字を示しています。 

ズームインとズームアウト

Ctrl キーを押しながら、(マウスのスクロールホイールを使用して)スクロール  することによりテキストビューをズームインおよびズームアウトすること

ができます。 DiffDog オプション ダイアログボックス内フォントのサイズを大きくすることができます。

行/文字に移動

「表示」 メニューとテキスト ツールバー内のこのコマンドにより、ドキュメントテキスト内の特定のラインと文字に移動することができます。

整形出力

「XML テキストを整形して出力」 コマンドは、ドキュメントの構造された表示を与えるためにテキストビュー内の アクティブな XML ドキュメ

ンを整形します。 各子ノードは、親から 4つのスペース文字オフセットに表示されます。 
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XML ドキュメントを整形出力するには、「テキストビュー | XML テキストを整形して出力」 メニューコマンドを選択、または、 テキスト ツ

ールバー内の  ボタンをクリックします。

メモ:  「XML テキストを整形して出力」 コマンドは、切り替えコマンドではありません。 コマンドが実行されると、  「XML テキストを整形して

出力」 コマンドクリックしても整形された書式を元に戻すことができません。整形された書式を元に戻すには、元に戻す (Ctrl+Z または

Alt+Backspace) コマンドを使用してください。

ワードラップ

現在アクティブなドキュメント内でワードラップを切り替えるには、「テキストビュー | ワードラップ」 メニューコマンドを選択、または、テキスト ツ

ールバー内の  ボタンをクリックします。

開始タグと終了タグの一致

マークアップ要素の 開始 または 終了タグにカーソルを置くと、対応する開始、または、終了タグがハイライトされます。開始タグ内で要素の名

前を編集すると、終了タグも自動的に編集されます。

テキストのハイライト

テキストを選択すると、ドキュメント内のテキスト選択範囲のすべての一致は自動的にハイライトされます。 選択範囲は薄い青でハイライトさ

れ、一致する箇所は薄いオレンジ色でハイライトされます。選択範囲と一致する箇所は、スクロールバー上で灰色の四角のアイコンにより表

示されます。 現在のカーソルの位置は、スクロールバー内の青いカーソルマーカーにより表示されています。

2 .4 .2 グリッドビュー

Altova W eb サイト:  xml 差分

グリッドビューは、整形式の、通常 XML ファイルであるファイルを表示するために使用されます。 グリッドビューでは、 各ノードはグリッド内の

行として表示されます。 これにより、グラフィカルなビュー内で階層を確認することができ、ドキュメント全体をより簡単にナビゲートし、ドラッグア

ンドドロップなどのグラフィカルなメカニズムを使用してドキュメントの構造を操作することができます。

上のスクリーンショットで確認できる次の点に注意してください :

· ノード名は太字で表示され、コンテンツは通常のフォントで表示されます。

https://www.altova.com/ja/diffdog#xml_compare
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· 異なるノード型は、異なるシンボルで表示されています。 例えば、 属性は、赤 = シンボルで表示され、 要素は赤い角かっこで表

示されます。

· 1つのドキュメントから他のドキュメント内で異なるノードがハイライトされ、異なる色で現在の差分がハイライトされます。

· 2つのドキュメント内の対応する差分はラインでジョインされます。

グリッド行の左端の上向きの矢印をクリックしてノード (行) を展開し、折りたたむことができます。 ノード名 または ノードコンテンツを編集する

には、カーソルを挿入する箇所をダブルクリックします。行を選択して希望する場所にドラッグして、グリッド行を新規の場所にドラッグすることが

できます。隣り合うように存在する複数のノードをこの操作のために選択することができます。対応する グリッドビュー メニューコマンド (または

そのツールバーアイコン)を使用して個別のノードを左に移動または右に移動することができます。 これは、ドキュメント階層内のノードの場所を

変更します。 構造とコンテンツのグラフィカルな操作は、グリッドビューの他のモードであるテーブルビュー内で更に強化されています。

列は、枠を左または右にドラッグすることによりサイズを調整することができます。

2.4.2.1  繰り返し要素をテーブルとして表示する

通常のグリッドビューでは、下のスクリーンショット内で表示されるように、各ノードには自身のグリッド行が存在します。

同じ 階層的なレベルで同じ要素が複数回発生する場合 (上のスクリーンショット内の member 要素ように)、テーブルとして作成された各

要素の発生が行として表示されるテーブルとして表示することができます (下のスクリーンショット)。 テーブル要素の 子ノード (属性、 要素、

など) はテーブルの列として表示されます。

テーブルとして複数の要素を表示する:

1. テーブルとして作成される要素の発生を１つ選択します。

2. メニューオプション 「グリッドビュー | テーブル | テーブルとして表示する」 を選択します。または、グリッドツールバー内の 「テーブ

ルとして表示する」  ボタンをクリックします。

テーブルビューから通常の グリッドビューに切り替える:
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·  テーブル または(列またはセルではなく)その行を選択し、 「テーブルとして表示する」  ツールバーアイコンをクリックします。

テーブル要素は、通常のグリッドビューに切り替えます。 

テーブルの編集

テーブルの構造とコンテンツをテーブルメカニズムを使用して編集することができます。 例えば、 行 (新規のテーブル要素の発生) と列 ( すべ

てのテーブル要素の発生のための新規の子ノード) をテーブルに挿入することができ、テーブルを列別に並べ替えることができます。

上のスクリーンショットでは、 テーブル (member 要素) が pop 列上で並べ替えられています (これは pop 列 を選択し、コマンド 「グリッド

ビュー | テーブル | 昇順で並べ替え」をクリックして行います)。 
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2.5 ファイルの編集

2つのファイルの比較を実行 し、 差分を確認 すると、 DiffDog 内で直接ファイルのコンテンツを編集することができます。使用することのでき

る編集機能は、テキストベースと XML ベースのファイルで異なることに注意してください。

テキストベースと XML ベースのファイルのコンテンツへの変更 は、テキストビューにより行われます。整形式の XML をベースにしたファイルを比

較する場合、DiffDog のグリッドビューは、ファイルのドキュメントの構造の変更を許可します。 

ファイルの再ロード

最後にドキュメントが保存されてから、ドキュメントに加えられた全ての変更を元に戻すことができ、 DiffDog に再ロードすることができます。

変更が失われる場合は、警告メッセージが表示されます。 

ファイルを DiffDog  に再ロードする:

1. 比較ウィンドウの対応するペイン内で、「再ロード」  ボタンをクリックします。

2. ファイルが前回保存された後変更されている場合、 警告メッセージが表示されます。

3. 再ロードする場合「はい」をクリック、または、オペレーションをキャンセル場合「いいえ」をクリックします。

2 .5 .1 コンテンツの変更

テキストビュー内では、 DiffDog には、編集を助ける構文の色分け、行番号、インデント、ブックマークを含む他の視覚補助などのパワフル

な検索と置換の機能が搭載されています (次を参照してください:  テキストビュー内での視覚補助の使用)。 変更の履歴は各ファイルのため

に個別に保管され、無制限の「元に戻す」を行うことができます。

編集中に比較する  オプションが「比較とマージ」 メニュー内で有効化されている場合、 ファイルの比較は入力中に継続的に行われ

ます。 
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ファイルの編集:

· ファイルの比較ウィンドウの対応するペイン内に変更を入力します。

ファイル内の変更を元に戻す:

· ファイル内にカーソルを置き、に 「編集 | 元に戻す」 をクリック、または、「Ctrl+Z」を押します。

2 .5 .2 構造の変更

グリッドビューは、ドキュメントの構造の明確な概要を得るために、展開または折りたたむことのできるネスとされたコンテナーを使用した XML を

ベースにしたドキュメントである整形式の階層的な 構造を表示します。グリッドビューのコンテンツと構造は簡単に操作することができます。 

例えば、新規の要素または属性を追加、または、挿入し、ファイルのコンテンツを編集することができます。また、ドキュメント内の異なる場所に

個別の要素をドラッグすることができます。

グリッドビュー内でファイルと構造を変更する:

1. 変更を加える要素、または、属性を選択するためにクリックします。

2. グリッドビュー メニュー内で使用することのできるコマンド (例えば、 「グリッドビュー | 挿入 | 新しい要素」)を使用します。 また

は、要素を右クリックして、適切なコンテキストメニューコマンドを選択します。
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2.6 テキストの検索と置換

DiffDog には、編集を助けるパワフルな検索と置換の機能が搭載されています。 「検索」、「次を検索」 と 置換 コマンドの範囲はアク

ティブなドキュメントであり、ファイルの比較の両方のドキュメントではありません。

テキストビューとグリッドビューの検索と置換オプションは異なります。次を参照してください：テキストビュー内での検索と置換 と グリッドビュー内

での検索と置換。

2 .6 .1 テキストビュー内での検索と置換

テキストビュー内で 検索を開始するには、 「Ctrl+F」 を押します(または、メニューコマンド 「編集 | 検索」 を選択します)。ダイアログ内に

入力された検索用語を、ドキュメント全体で、または、選択された範囲で検索することができます。

· 検索する文字列を入力、または、コンボボックスを使用して最近使用した１０件の文字列を選択します。

· 検索する文字列を入力、または、選択すると、全ての一致がハイライトされ、スクロールバー内で一致がベージュ色で表示されま

す。

· 現在選択されている一致は、他の一致と異なる色で表示されます。一致の位置はスクロールバー上で濃い青のカーソルマーカーで

表示されます。

· 検索用語フィールド内に一致の総数が、現在選択されている一致のインデックス位置と共に表示されます。例えば、 2 の 4  は、

４つ中の２番目の一致が選択されていることを示しています。

· 右下の 前へ  (Shift+F3) と 次へ  (F3) ボタンを選択することにより、１つの一致から次の一致へ両方向に移動する

ことができます。 
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· 検索と置換えの間を切り替えるには、左上にある下向きのボタン  をクリックします。

· 検索ダイアログを閉じるには、右上の閉じる  ボタンをクリック、または、Esc を押します。

以下の点に注意してください:

· 検索ダイアログにモードは存在しません。これは、検索ダイアログは、テキストビューを使用する場合でも、開き続けることができま

す。

· ダイアログボックスを開く前にテキストが選択されている場合、選択されたテキストは、自動的に検索用語フィールドに挿入されま

す。

· 選択範囲内で検索を行うには、以下を行います:  (i) 選択範囲をマークします (ii) 選択範囲内で検索  オプションをオンに

して、検索範囲をロックします。(iii) 検索用語を入力します。他の選択範囲内を検索するには、現在の選択範囲を、選択範囲

内を検索  オプションをオフにしてアンロックします。そして、新規の選択範囲を選択範囲内を検索  オプションをオンにし

て切り替えます。

· 検索ダイアログが閉じられると、現在の検索は F3 を押すことにより順方向検索し、Shift+F3 を押すことにより逆方向検索しま

す。検索ダイアログが表示されます。

検索オプション

検索の条件は、検索フィールドの下にあるボタンにより指定することができます。オプションがオンになっている場合、ボタンの色は青に変更され

ます。以下のオプションから選択することができます:

オプション アイコ

ン

説明

大文字と小文字を区別す

る 

切り替えられると、大文字と小文字を区別する検索が行われます (「Address」 は「address」

とは異なります )。

単語単位で検索

テキスト内の文字のみが一致されます。例えば、入力文字列 fit に対して、 単語単位を一致

する がオンにされていると、単語 fit のみが検索文字列に一致します。fitness 内の fit は一

致しません。

正規表現 オンに切り替えられると、 検索用語は、正規表現として読み取られます。「正規表現の使用」 を

参照してください。

アンカーの検索 検索用語が入力されると、ドキュメント内の一致がハイライトされ、一致の内の１つが現在の選択

としてマークされます。アンカーの検索 の切り替えは、最初の選択がカーソルの位置に対して相

対的かを決定します。アンカーの検索 がオンに切り替えられると、現在選択されている一致が選

択され、現在のカーソルの場所の次の一致に一致します。アンカーの検索 がオフに切り替えられ

ていると、現在選択されている一致はドキュメントの最初から数えて最初の一致が一致します。

選択範囲内の検索 オンに切り替えられると、 現在のテキストの選択範囲をロックし検索を選択されている範囲に制

限します。それ以外の場合、ドキュメント全体が検索されます。テキストの新しい範囲を選択する

前に、選択範囲内の検索 オプションをオフに切り替えて現在の選択範囲のロックを解除します。

正規表現の使用

正規表現 (regex) を使用して、テキスト文字列を検索することができます。これを行うには、最初に 正規表現   オプションをオンに切

り替えます。これは検索用語フィールド内のテキストが正規表現として評価されるように指定します。次に正規表現と検索フィールドに入力し

ます。正規表現の作成をヘルプするために、検索用語フィールドの右にある 正規表現 ビルダー  ボタンをクリックします。これにより、検

索用語フィールド内のテキストが正規表現として評価されます。下のスクリーンショットは、電子メールアドレスを検索するための簡単な正規表

現を表示しています。 
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正規表現メタ文字のカスタムセットは、テキストを検索し置き換える際にサポートされます。

.

任意の文字を一致する。これは単一の文字のプレースホルダーです。

(abc)

( and ) メタ文字は、タグ付けされた式の開始と終了をマークします。一致する箇所を、後で参照する(バックレファレンス)

目的のためにタグ(「記録」) する場合、役に立つ可能性があります。９個までのサブ式をタグ付け (そして後から参照)する

ことができます

例えば、 (the) \1 は、文字列 the the に一致します。この式は、以下のように説明することができます:以前に一

致したタグ付けされた箇所が後に続き、スペース文字が後に続く、文字列 「the」 を一致、(および、タグされた箇所として

記録)します。

\n

n が 1 から 9 の箇所では、 n は、最初から９番目のタグ付けされた箇所を指します (上を参照してください)。例えば、

Fred\([1-9]\)XXX が検索文字列で、置換文字列が Sam\1YYY の場合、 Fred2XXX に適用された場合、

Sam2YYY を生成します。

\<

単語の先頭に一致。

\>

単語の末尾に一致。

\

バックスラッシュが後に置かれている文字をエスケープします。すなわち、式 \x は、文字 x を文字通り使用することができま

す。例えば、 \[ は、文字のセットの開始としてではなく、 [ として解釈されます。

[...]

このセット内の文字に一致します。例えば、 [abc] は、a, b または c の文字に一致します。範囲を使用することができ

ます:例えば、小文字のために [a-z] を使用します。
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[^...]

このセット内では内文字に一致します。例えば、 [^A-Za-z] は、アルファベット文字以外の文字に一致します。

^

(上記のとおりセット内で使用されていない限り)行頭 に一致します。

$

行末に一致します。例えば、 A+$ は、行末の A に一致します。

*

前の式のゼロ、または複数の発生に一致します。例えば、 Sa*m  Sm、 Sam、Saam、Saaam などに一致します。

+

前の式の１つの、または複数の発生に一致します。例えば、 Sa+m は Sam, Saam, Saaam などに一致します。

例:  正規表現を使用してテキストを置き換えるを参照してください。 

テキストの置換

テキストを置き換えるには以下を行います:

1. Ctrl+H を押して(または、メニューコマンド 編集 | 置換え を選択して)  置換え ダイアログを開きます。(または、置換えモードを

検索/置換えダイアログの左上の下向きの矢印ボタン  をクリックして、切り替えます)。

2. 検索フィールドに置き換えられる文字列を入力して、置換えフィールド内に新しい文字列を入力します。置換えに一致する数量

と、現在選択されている一致のインデックスが置換えフィールドの下に表示されます。また、一致の場所がスクロールバー内にベー

ジュのマーカーで表示されています。

3. 次を置き換える と 全て置き換える ボタンは、置換えフィールドの右にあります。次を置き換える をクリックすると、次の結果の１

つが発生します:  (i) カーソルが一致の近く、または一致内をポイントしている場合、一致が置き換えられます。(ii) カーソルが一致

の外をポイントしている場合、次一致が置き換えられます。全て置き換える をクリックして、全ての一致を置き換えます。 

以下の点に注意してください:

· ドキュメント全体ではなく、選択範囲内でテキストを置き換えるには、以下を行います:  (i)選択をマークします。(ii) 選択範囲内

の検索  オプション上の選択をロックするを切り替えます。(iii) 検索と置換テキスト文字列を入力します。(iv) 次を置き換え

る または 全て置き換える を必要に応じてクリックします。他のセクション内のテキストを置き換える場合 選択範囲内の検索

 オプションの現在の選択範囲の選択を解除します。新規の範囲を選択し 選択範囲内の検索  オプションを切り替えて

ロックします。

· 置換えのアクションを元に戻す場合は、 「Ctrl+Z」または、 「編集 | 元に戻す」を押します。

特別文字の検索 と置き換え

正規表現 オプション  が有効化されていると想定して、テキスト内の特殊文字を検索することができます

· \t (タブ)

· \r (キャリッジリターン)

· \n (新しいライン)

· \\ (バックスラッシュ)
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例えば、 タブ文字を検索するには、 Ctrl + F を押して、   オプションを選択し、検索ダイアログボックス内に \t を入力します

上記の特殊文字は、テキストの置換えとして使用することができます。例えば、検索と置換えオプションを使用して、テキスト "A;B;C;D" 内

のセミコロンの発生をすべてキャリッジリターンで置き換えることができます:

出力は以下のとおりになります:

A

B

C

D

2 .6 .2 グリッドビュー内での検索と置換

グリッドビュー内でテキストを検索する:

1. テキストを検索するペイン内にカーソルをポイントします。

2. メニューオプション 「編集 | 置換」 を選択、または、「Ctrl+F」を押します。 
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3. 「検索対象」 フィールドに検索するテキストを挿入します。

4. 検索を絞り込むために、型 グループボックス内で検索するために、必要とされる XML ノード型 または DTD 宣言を選択します。 

5. 「次を検索」をクリックします。

6. 次の発生に移動するには、「F3」 を押します。

グリッドビュー内でテキストを置き換える :

1. テキストを検索するペイン内にカーソルをポイントします。

2.  メニューオプション 「編集 | 検索」 を選択、または、「Ctrl+H」を押します。 
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型

型グループボックスで、検索する異なる XML ノード型 または DTD 宣言を選択、または、選択解除することができます。  「全て選択」 と

「全てクリア」 ボタンにより単一のクリックで全てのオプションをチェック、または、チェックの解除を行うことができます。 

検索

ノードの名前 および/または コンテンツを、グループボックス内の検索に対応する チェックボックスを有効化することができます。

設定

「大文字と小文字を区別する」 により、ドキュメント内の大文字と小文字がエントリと同じ場合のみテキスト文字列が検索されます。 「テ

キストの完全一致」は、スペースで区切られた、ドキュメント内でのみ、一致するテキスト文字列を検索します。

範囲

検索の範囲を、現在の選択範囲、または、ファイル全体に制限することができます。

検索方向

「上へ」 と 「下へ」 オプションにより、現在の選択範囲、または、カーソルの位置から、検索が上向きに、または、下向きに継続されるかを定

義します。
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2 .6 .3 例: 正規表現を使用してテキストを置き換える

このサンプルは、正規表現を使用してテキストを検索し置き換える方法について説明しています。多くの場合、テキストの検索と置換えは複

雑ではなく、正規表現を必要としません。しかしながら、通常の検索と置換え操作ではテキストを操作できないインスタンスが存在する場合が

あります。例えば、数千行からなる XML ファイル内の1つのオペレーション内の特定の要素を、囲まれたコンテンツに影響を与えずに、名前を

書き換える必要がある場合が挙げられます。 もう1つの例は、要素の複数の属性の順序を変更する場合です。この場合は、手動で行う際

に必要とされる手間を省くため、正規表現の使用が役に立ちます。

サンプル 1:  要素の名前変更

サンプル XML コードリストには、ブックのリストが含まれています。このサンプルの目的を、の各ブックの <Category> 要素を <Genre> と

置き換えることとします。この目的を達成するために正規表現を使用します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<books xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:noNamespaceSchemaLocation="books.xsd">

   <book id="1">

      <author>Mark Twain</author>

      <title>The Adventures of Tom Sawyer</title>

      <category>Fiction</category>

      <year>1876</year>

   </book>

   <book id="2">

      <author>Franz Kafka</author>

      <title>The Metamorphosis</title>

      <category>Fiction</category>

      <year>1912</year>

   </book>

   <book id="3">

      <author>Herman Melville</author>

      <title>Moby Dick</title>

      <category>Fiction</category>

      <year>1851</year>

   </book>

</books>

必要条件を満たすには、以下のステップを踏んでください:

1. 検索と置換ダイアログボックスを開くには、 Ctrl+H を押します。

2. 正規表現の使用 　をクリックします。

3. 検索フィールドに次のテキストを入力します:   <category>(.+)</category> 。この正規表現は、すべての category

要素に一致し、ハイライトされます。
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(既知ではない)各要素の内部のテキストに一致するには、タグ付けされた条件式 (.+) が使用されています。タグ付けされた条

件式 (.+) は、「1つまたは複数の文字 .+  の発生をマッチし、このマッチを記録します。」を意味します。次のステップで表示され

ているように、後でタグ付けされた条件式を参照する必要があります。 

4. 置換フィールド内に、 次のテキストを入力します:  <genre>\1</genre> 。この正規表現置換えのテキストを定義します。検

索フィールドから既にタグ付けされた条件式にバックレファレンスするために \1 が使用されていることに注意してください。 すなわち、

このコンテキストでは、 \1  「現在一致する <category> 要素の内部のテキスト」を意味します。

5. 全てを置き換える  クリックして、結果を確認します。すべての category 要素が、このサンプルの目的である genre に

名前を変更されました。

サンプル 2:  属性の順序を変更する

下のサンプル XML コードリストには製品のリストが含まれています。各製品には以下の2つの属性が存在します:  id と size。各

product 要素内の id と size 属性の順序の変更をこのサンプルの目的とします。 (すなわち、 size 属性が id の前に来るように変

更します)。この条件を満たすために正規表現を使用することができます。 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<products xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:noNamespaceSchemaLocation="products.xsd">

   <product id="1" size="10"/>

   <product id="2" size="20"/>

   <product id="3" size="30"/>

   <product id="4" size="40"/>

   <product id="5" size="50"/>

   <product id="6" size="60"/>

</products>

必要条件を満たすには、以下のステップを踏んでください:

1. 検索と置換ダイアログボックスを開くには、 Ctrl+H を押します。

2. 正規表現の使用 　をクリックします。

3. 検索フィールドに次のテキストを入力します:  <product id="(.+)" size="(.+)"/> 。 この正規表現は、 XML ドキュ

メント内の製品要素に一致します。 (既知ではない) 各属性の値に一致するためには、タグ付けされた条件式 (.+) が2度使

用されていることに注意してください。 タグ付けされた条件式 (.+) は、各属性の(.+ である文字の1度、または複数回の発生

である)値に一致します。 
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4. 検索フィールドに次のテキストを入力します:  <product size="\2" id="\1"/> 。 この正規表現には、一致した製品の

要素のテキストの代替テキストが含まれています。 \1 と \2 の2つの参照が使用されていることに注意してください。 これらは、検

証フィールドからタグ付けされた条件式に対応しています。すなわち、 \1 は、 「属性 i d  の値」を意味し、 \2 は「属性 size

の値」を意味します。

6. 全てを置き換える  をクリックして、結果を確認します。すべての product 要素は属性 size が属性の id 前に置かれ

るように更新されました。
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2.7 ファイルの保存

DiffDog 内で編集されたドキュメントを保存する場合、比較ウィンドウの対応するペイン内の 「保存」  または、 「名前を付けて保

存」  ボタンを使用してください。「ファイル」 メニュー内の 閉じる、 全て閉じる、 および 保存 コマンドを使用してファイルを保存すること

もできます。

DiffDog オプション ダイアログボックスのファイルの比較 タブ内で、バックアップファイルの保存方法を指定することができます。 

ファイルを閉じる:

以下を行います:

· 個々のファイルを保存するために、比較ウィンドウのペイン内の 「保存」  ボタンをクリックします。

· 個々のファイルを新しい名前、または、パス名で保存するために、比較ウィンドウのペイン内の 「名前を付けて保存」  ボタン

をクリックします。 ファイルのための新しい名前、または、パスを指定することのできる W indows 「名前を付けて保存」 ダイアログ

ボックスが表示されます。

· 両方の比較のファイルを保存するために、メニューオプション 「ファイル | 保存」を選択します。 保存するファイルを選択することので

きる、または、変更を実行する 「ファイルの保存」 ダイアログボックスを選択します。

比較のファイルを保存し閉じる:

1. 保存し、閉じるファイルを含む比較ウィンドウをクリックします。

2. メニューオプション 「ファイル | 閉じる」を選択します。

3. ファイルに保存されていない変更が含まれる場合、「ファイルの保存」 ダイアログボックスが表示されます。 ファイルのチェックボックスが

選択されていることを確認し、「選択を保存」をクリックします。ファイルは保存され、比較ウィンドウは閉じられます。

全ての比較のファイルを保存し閉じる:

1. メニューオプション 「ファイル | 全て閉じる」を選択します。

2. 保存されていない変更が存在するファイルを含む比較ウィンドウのために、「ファイルの保存」 ダイアログボックスが表示されます。

ファイルのチェックボックスが選択されていることを確認し、「選択を保存」をクリックします。

ファイルは保存され、比較ウィンドウは閉じられます。
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3 Microsoft Word ドキュメントの比較

Microsoft W ord ドキュメントの比較は、 Microsoft W ord を DiffDog GUI に統合し、 DiffDog のコンテキスト内で 検索、置換、

コピー、切り取り、貼り付け、元に戻す、やり直し、クリアなどの  Microsoft W ord 機能の機能を使用することができます。Microsoft

W ord の フォーマットと 編集機能を DiffDog のパワフルな比較エンジンと共に使用することができます。Microsoft W ord ドキュメントが

主なフォーカスの場合、DiffDog のキーボードショートカットを押すと、対応する Microsoft W ord 機能が呼び出されることに注意してくだ

さい (例えば、W ord 比較ウィンドウ内で、 「F5」 を押して、比較を開始され、 Microsoft W ord の 検索と置換 ダイアログボックスが代

わりに開かれます)。

MS W ord (*.doc または *.docx) ドキュメントを比較する場合、MS W ord の 2つの インスタンスが DiffDog 内で横に並べられて表

示されます。

コンピューターに Microsoft W ord 2003 が少なくともインストールされている必要があります。両方のプログラム (すなわち、

DiffDog と Microsoft W ord) の 32 ビット バージョン または 64 ビット バージョンがインストールされている必要があります。 具体

的には、DiffDog x64 は、 Microsoft W ord x64 を必要とします。 DiffDog x32 は、Microsoft W ord x32 を必要としま

す。

DiffDog 内で Microsoft W ord の比較を開始するには、空の W ord 比較ウィンドウを開き、 比較される Microsoft W ord ドキュメ

ントを選択、または  W indows Explorer から W ord 比較ウィンドウへドラッグします。 または、 W indows Explorer 内で2つのドキュ

メントを選択し 右クリックし、コンテキストメニューから、 「Altova DiffDog  を使用して比較する」を選択します。 DiffDog の新しいイン

スタンスを開き、比較ウィンドウ内で選択された Microsoft W ord ドキュメントを開きます。



68 Microsoft Word ドキュメントの比較  

(C) 2015-2021 Altova GmbH

Altova DiffDog 2021

「比較とマージ」 メニュー内で比較を自動的に開始する オプションが無効化されていない限り、比較は自動的に開始されます。 差分をな

くすためには、 DiffDog は、Microsoft W ord  ドキュメントを直接比較ウィンドウ内でコンテンツを編集し、1つのペインから他のコンテンツ

をコピーする ことを許可します。

 DiffDog 内では、*.docx 書式で保存されている Microsoft W ord ドキュメントを ZIP に準拠する ファイルと Office Open XML

(OOXML) ファイルとして考慮することができ、比較することができます。この場合、比較は、ディレクトリ比較として開始され、この場合、

*.docx ファイルを ZIP に準拠するものとして、 DiffDog オプション ダイアログボックスのファイル型 タブ内で定義する必要があることに注意

してください。



(C) 2015-2021 Altova GmbH

Word 比較ウィンドウを開く 69Microsoft Word ドキュメントの比較

Altova DiffDog 2021

3.1 Word 比較ウィンドウを開く

新しい W ord 比較ウィンドウを開く場合、Microsoft W ord ドキュメントの比較は、 X が現在の DiffDog セッション内で開かれている

Microsoft W ord ドキュメントの比較のシーケンス内の Microsoft W ord ドキュメント比較の位置である、フォーム MS Word 比較 X 

という名前が与えられます。この名前は、ウィンドウの下のタブ内に表示されます。

「Microsoft W ord ファイルの比較」 コマンドは、2つの 新規および空の W ord ドキュメントと共に Microsoft W ord 比較ウィンドウ

を開くことに注意してください。ウィンドウ内で特定の Microsoft W ord  ドキュメントが開かれることはありません。 比較される2つのドキュメン

トは比較ウィンドウのペイン内で開かれる必要があります。

空の W ord 比較ウィンドウを開く:

· メニューオプション 「ファイル | Microsoft W ord ファイルの比較」 を選択、または 標準ツールバー内の 「Microsoft

W ord ファイルの比較」  ボタンをクリックします。
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3.2 比較のためのを Microsoft Word ドキュメント選択する

Microsoft W ord ドキュメントを比較のために色々な方法で選択することができます。 You can  新しい W ord 比較ウィンドウを開き ド

キュメントを開き、選択し、 前の比較を再度開き、または、 現在開かれている W ord 比較ウィンドウ内でドキュメントを変更することもできま

す。 更に、W indows Explorer でドキュメントのペアを選択し、 DiffDog 内で比較を開始するためにコンテキストメニューオプションを使用

します。

DiffDog W ord 比較ウィンドウにドキュメントをドラッグする

W indows Explorer から  W ord 比較ウィンドウの対応する ペインにファイルをドラッグしてドロップすると、ドキュメントが比較のために開か

れます。 しかしながら、 「ドロップでドキュメントを開く/挿入する」 ボタンを無効化して、W ord 比較ウィンドウ内で現在開かれている　

W ord ドキュメント内のテキストボックスとしてドキュメントを挿入することができます。 (Microsoft W ord 内のドラッグアンドドロップのデフォ

ルトの振る舞い です)。 テキストボックスのコンテンツは、 DiffDog 内では比較することはできません。このため、　「ドロップでドキュメントを

開く/挿入する」 ボタン はデフォルトで DiffDog 内で有効化されています。

比較ウィンドウ内で Microsoft W ord ドキュメントを選択する:

1. 既存の W ord 比較ウィンドウの左側のペインで、以下を行います:

· 「開く」  アイコンをクリックし、W indows 「開く」 ダイアログボックス内のファイルを選択します。

· ファイルのフルパスを入力し、 「適用」  ボタンをクリックします。

· W indows Explorer からファイルをペインにドラッグします。

· ドロップダウンリストから前に比較されたファイルを選択します。

2. 右側のペインのためにステップ 1 で説明されたステップを繰り返します。

W indows Exp lorer から Microsoft W ord ドキュメントの比較 を開始する:

1. W indows Explorer 内から2つの Microsoft W ord ドキュメントを選択します。

2. コンテキストメニューを右クリックし、 「Altova DiffDog  を使用して比較する」 を選択します。 新しいインスタンスが DiffDog

で開かれ、選択されたファイルが W ord 比較ウィンドウ内で表示され、 比較は自動的に開始されます。
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3.3 Microsoft Word 比較オプションの変更

「比較オプション」 ダイアログボックスの W ord タブは、 Microsoft W ord ドキュメントの比較のために使用されるオプションを表示します。

モード

DiffDog は、文章 レベル または段落 レベルでドキュメントを比較することができます。

結果の表示

ライン内で差分を表示する チェックボックスを有効化することにより、文字レベルの差分を表示することができます。
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チェックボックス が無効化されていると、文章/段落 レベルでのみ差分が表示されます。 すなわち、文字レベルの差分はハイライトされません。

文章/段落のみが、差分として示されます。

空白文字

次を参照してください:  空白文字のための比較オプション。

大文字と小文字の区別

差分をチェックする場合、大文字と小文字の区別が無視される場合、 「大文字と小文字を区別しない」 ボックスを有効化します。

行

空白行が無視されるかどうかを定義することができます。

書式

ドキュメントを比較する際に考慮される書式の種類を指定することができます。 フォーマット内で差分が存在する場合、差分が含まれている

文章全体が等価ではないとマークされます。
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3.4 Microsoft Word ドキュメントの比較の実行

比較する2つのドキュメントが比較ウィンドウにロードされると、 比較を自動的に開始する コマンドがオンに切り替えられていると、比較は 自

動的に実行されます (デフォルトの設定)。 更に、「比較の開始」 コマンドを使用して比較を何度も明示的に開始することができます。

編集中に比較する コマンドがオンに切り替えられている場合、ドキュメントを編集する際、入力中に 動的に比較されます。

上記の3つのメソッドを使用してファイルの比較を実行することができますが、これらのメソッドは相互に排他的ではありません。 比較の前にオプ

ション設定を表示する コマンドがオンに切り替えられると、「比較オプション」 ダイアログボックスが比較が実行される前に表示されます

( DiffDog により動的に編集中に実行される場合を除外します)。 異なるオプションを使用して比較を実行する場合、これは役に立ちま

す。
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3.5 Word 比較ウィンドウの構成

W ord 比較ウィンドウには、比較ウィンドウ内で表示されるドキュメントのビューを比較することのできるツールバーが搭載されています。また、ス

クリーンを比較後に更新することができます。 

ビューの構成

DiffDog は、 W ord 比較ウィンドウ内で Microsoft W ord を作動するため、 Microsoft W ord 機能の一部を DiffDog 内で使用

することができ、ツールバーのボタンを使用するためにオン、または、オフに切り替えることができます。

·  変更履歴とコメントの表示/非表示 :  ドキュメントが DiffDog 内に表示されると、デフォルトで Microsoft W ord ドキュ

メントに追加された変更履歴とコメントが非表示になります。 変更履歴とコメントの表示/非表示  を有効化し、W ord 比較

ウィンドウ内で変更履歴とコメントを確認することができます。この設定は、比較の結果に影響を与えることに注意してください。  非

表示の変更履歴とコメントは比較中は考慮されません。

·  フォーマット シンボルの表示/非表示 : 空白、段落マーク、タブなどの印刷対象外のフォーマット文字を表示または非表示

します。
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3.6 Microsoft Word ドキュメント内の差分を表示する

比較を開始後、2つのファイル間の差分はハイライトされたテキストのブロック ( W ord 比較オプション 内の設定により文、または、段落であ

ることができます) として表示され、比較ウィンドウ ステータスバー内で比較の結果が報告されます。2つのドキュメント内の対応する差分は、

理解しやすい識別と分析のためにリンクされていることに注意してください。

現在の差分が他の差分と異なる色でハイライトされます。上のスクリーンショットでは、 現在の差分は深緑で表示されています。これらの色

は、DiffDog オプション内で変更することができます 。 マージ は、現在の差分のためにのみ実行されるため、どの差分が現在の差分である

かを認識する必要があります。 常に現在の差分のためにのみ実行されます。 ツールバーアイコンとして「比較とマージ」 メニュー 内で使用す

ることのできるナビゲーションコマンドを使用して、差分内をナビゲートすることができます。

ドキュメントにズームする

W ord 比較ウィンドウの各ペインは、Microsoft W ord のインスタンスをホストし、ドキュメントのズームを変更することができます。「W ord

の比較」 ツールバーには2つのオプションが与えられます: 「100%  ズームする」 はドキュメントの詳細を表示し、編集することができます。

「 表示するページに合わせて拡大または縮小する」 は、より正確な概要のためページ全体を表示します。個別のペインのズームを、 Ctrl キ

ー を押したまま、マウスホイールを使用してズームの設定を変更することができます。
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3.7 DiffDog内の Microsoft Word ドキュメントを編集する

2つのファイルの 比較を実行 し 差分を確認 すると、直接 DiffDog 内でファイルのコンテンツを編集することができます。コンテキストメニュー

または キーボードショートカットから Microsoft W ord の全ての機能を使用することができます。

テキストの検索と置換

W ord 比較ウィンドウ内で、 DiffDog は、自身の検索と置換の機能を使用しませんが、代わりに Microsoft W ord の 検索と置換 ダイ

アログボックスへのアクセスを提供します。 Microsoft W ord の 検索と置換 ダイアログボックスを呼び出すには以下を行います:

· テキストを検索するペイン内にカーソルをポイントし、 Ctrl+F を押す、または 標準ツールバー内の 検索  ボタンをクリックしま

す。

Microsoft W ord の検索と置換の機能の詳細に関しては、対応する Microsoft W ord ヘルプページを参照してください。

ドキュメントの再ロード、

最後に保存した時からドキュメントに加えられた全ての変更を元に戻すことができます。また、DiffDog にファイルを再ロードすることができま

す。変更が失われることを通知する警告メッセージが表示されます。

DiffDog  にファイルを再ロードする:

1. 比較ウィンドウの対応するペイン内で、再ロード  ボタンをクリックします。

2. ファイルが前回保存された後変更されている場合、 警告メッセージが表示されます。

3. 再ロードする場合「はい」をクリック、または、オペレーションをキャンセル場合 「いいえ」 をクリックします。 
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3.8 Microsoft Word ドキュメントの保存

DiffDog 内で編集されたドキュメントを保存する場合、比較ウィンドウの対応するペイン内の 「保存」  または、 「名前を付けて保

存」  ボタンを使用してください。「ファイル」 メニュー内の 閉じる、 全て閉じる、 および 保存 コマンドを使用してファイルを保存すること

もできます。

ファイルを閉じる:

以下を行います:

· 個々のファイルを保存するために、比較ウィンドウのペイン内の 「保存」  ボタンをクリックします。

· 個々のファイルを新しい名前、または、パス名で保存するために、比較ウィンドウのペイン内の 「名前を付けて保存」  ボタン

をクリックします。 ファイルのための新しい名前、または、パスを指定することのできる W indows 「名前を付けて保存」 ダイアログ

ボックスが表示されます。

· 両方の比較のファイルを保存するために、メニューオプション 「ファイル | 保存」を選択します。 保存するファイルを選択することので

きる、または、変更を実行する 「ファイルの保存」 ダイアログボックスを選択します。

比較のファイルを保存し閉じる:

1. 保存し、閉じるファイルを含む比較ウィンドウをクリックします。

2. メニューオプション 「ファイル | 閉じる」を選択します。

3. ファイルに保存されていない変更が含まれる場合、「ファイルの保存」 ダイアログボックスが表示されます。 ファイルのチェックボックスが

選択されていることを確認し、「選択を保存」をクリックします。ファイルは保存され、比較ウィンドウは閉じられます。

全ての比較のファイルを保存し閉じる:

1. メニューオプション 「ファイル | 全て閉じる」を選択します。

2. 保存されていない変更が存在するファイルを含む比較ウィンドウのために、「ファイルの保存」 ダイアログボックスが表示されます。

ファイルのチェックボックスが選択されていることを確認し、「選択を保存」をクリックします。

ファイルは保存され、比較ウィンドウは閉じられます。
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4 XML スキーマの比較

Altova W eb サイト:  XML の比較

XML スキーマの比較のメカニズムは次のように動作します:

1. 2つの XML スキーマをロードして比較します。  XML スキーマに１つ以上のグローバル要素が存在する場合、 DiffDog は、これ

らの要素から１つをルート要素として選択するようにプロンプトします。他のグローバルコンポーネント (グローバル要素とグローバル

型) は、スキーマボックスにロードされ、ルート要素の下にリストされます。

スキーマ内で宣言されていると、DiffDog は、スキーマボックス内で次のアイテムを表示します。

アイコン 説明

要素宣言

要素宣言への参照

属性宣言

名前が付けられた複合型

2. DiffDog はスキーマ内の要素を他のスキーマ内の要素に自動的にマップします。 マッピングは、マップされた要素のペアをジョインす

るラインと共に表示されます (上のスクリーンショットを参照)。 このマッピング内の XML スキーマ結果を比較することができます。

マッピングを変更 することもできます。スキーマ比較を実行 する場合は、自動化されたマッピングが返されます。

3. マッピングが作成された後、XML スキーマ比較を実行することにより (そして、必要な場合は、マッピングを変更することにより)、

XSLT スタイルシート または、 MapForce マッピング を生成することができます。

メモ:  W indows Explorer 内で2つの XML スキーマを右クリックして、 コンテキストメニューから、 「Altova DiffDog  を使用して比較

する」 を選択します。選択された XML スキーマがこの場合ファイルとして比較されます。 

https://www.altova.com/ja/diffdog#xml_compare
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XML スキーマ比較は、 *.xsdif ファイル。に保存することができます。これらのファイルは、 DiffDog 内でメニューコマンド 「ファイル | 比較

ファイルを開く」を使用して開くことができます。
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4.1 XML スキーマ比較ウィンドウを開く

新しい XML スキーマ比較ウィンドウを開く場合、 XML スキーマ比較には、 XML スキーマ比較 X という名前を与えられます。 X は、

現在の DiffDog セッション内で開かれているの XML スキーマ比較のシーケンス中の XML スキーマ比較の位置を示す引数です。 この名

前は、ウィンドウの下のタブ内に表示されます。

「XML スキーマの比較」 コマンドは、 XML スキーマ比較ウィンドウのみを開くことに注意してください。ウィンドウ内で XML スキーマを開きま

せん。 比較する2つの XML スキーマを比較ウィンドウのコンポーネント内でそれぞれ開きます。 

空の XML スキーマ比較ウィンドウを開く:

· メニューオプション 「ファイル | XML スキーマの比較」 を選択、または 標準ツールバー内の 「XML スキーマの比較」  ボタ

ンをクリックします。
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4.2 比較のために XML スキーマを選択する

XML スキーマは、比較のために色々な方法で選択することができます。新しい XML スキーマ比較ウィンドウ内で XML スキーマを開くことが

でき、XML スキーマ比較ドキュメント (*.xsdif) をファイルシステムで開くこともできます。 または、現在開かれている XML スキーマ比較ウィン

ドウ内の XML スキーマを変更することができます。既に比較された XML スキーマは各コンポーネントのタイトルバー内のドロップダウンリスト

内で使用することができます。 1つのコンポーネントにつき1つのスキーマを選択できる点に注意してください。

アクティブな XML スキーマ比較ウィンドウ内で XML スキーマを選択する:

1. 既存の XML スキーマ比較ウィンドウの左側のコンポーネント内で、 以下を行います:

 

· 「参照」  アイコンをクリックし、W indows 「開く」 ダイアログボックス内のファイルを選択します。

· タイトルバーをダブルクリックし、 ファイルのパスを入力し、 「Enter」 を押します。

·   ボタンをクリックし、ドロップダウンリストから、前に比較された XML スキーマを選択します。

2. 右のコンポーネントのためにステップ1を繰り返します。

XML スキーマ比較ドキュメントを開く:

· メニューオプション 「ファイル | 比較ファイルを開く」を選択し、 *.xsdif ファイルをファイルシステムから選択します。 新しい XML

スキーマ比較ウィンドウ内で比較は表示され、比較ウィンドウタブ内に比較ドキュメントの名前が表示されます。
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4.3 アクティブな ルート要素の設定

DiffDog 内の XML スキーマの構造の比較は、ルート要素と呼ばれる、トップレベルのグローバル要素間で行われます。 スキーマに１つ以

上のグローバル要素が存在する場合、「ルート要素の選択」 ダイアログによりルート要素としてグローバル要素を選択するようにプロンプトされ

ます (下のスクリーンショット)。

選択されたグローバル要素は、スキーマボックス内で対応するルート要素として表示されており、 他のグローバル要素は、グローバル要素アイ

テムの下にリストされています (下のスクリーンショットを参照)。 アクティブなルート要素は、自動的にマップされ、マップを解除することはできま

せん。 
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XML スキーマが、比較 コンポーネント内に既にロードされている場合、アクティブな ルート要素を変更するオプションがあります:

·  2つのマップされていない要素を手動でマップし、そのうちの１つをアクティブなルート要素として設定します。反対のコンポーネント内

のマップされている要素は、 アクティブなルート要素として設定することができます、または、反対のルート要素を変更しないままにす

ることができます。

· コンポーネント内のマップされていないルート要素をアクティブ化します。この要素は、比較の反対側のアクティブな ルート要素に自

動的にマップされます。

警告ダイアログボックスが表示される場合、ダイアログボックス内の「いいえ」 ボタンをクリックして中断することができます。比較 コンポーネント

の上の異なるセクションにルート要素は表示されます。

アクティブな ルート要素の設定方法:

以下を行います:

· XML スキーマ比較ウィンドウを開き、比較のために XML スキーマを選択し、 １つ以上のグローバル要素を含む XML スキーマが

選択されるとポップアップされる 「ルート要素の選択」 ダイアログボックス内のアクティブな ルート要素を選択します。 

· コンポーネント内のマップされたグローバル要素を右クリックし、コンテキストメニューから、「アクティブなルート要素として設定」を選

択します。反対側の対応する要素がアクティブなルート要素として設定するか決定するダイアログボックスが表示されます。 
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「いいえ」をクリックすると、選択された要素が反対のコンポーネントの現在のルート要素にマップされます。 

· コンポーネント内のマップされていないグローバル要素を右クリックし、コンテキストメニューから、「アクティブなルート要素として設

定」を選択します。 要素は、ルート要素セクションに移動され、対応するコンポーネント内の対応するルート要素にマップされます。
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4.4 XML スキーマ比較オプションの変更

XML スキーマ比較オプションは、 XML スキーマ比較ウィンドウの比較とマージツールバーの「比較オプション」  アイコンをクリックして呼

び出すことのできる、またはアクティブな比較ウィンドウがスキーマ比較ウィンドウの場合 「ツール」 メニューを使用して呼び出すことのできる

「XML スキーマ比較 オプション」 ダイアログボックス内で変更することができます。 

XML スキーマがロードされると、 DiffDog が 自動化されたマッピング 開始するか否かを決定することができます。

 DiffDog がどのようにグローバルアイテムのマッピング内の変更を子に転送するかを定義するために、2つのオプションを使用することができま

す:

· グローバルアイテムマッピングの変更を子に転送します

このオプションは、アイテムが他のアイテムの子として表示される場合、対応する親をマップすることなく、グローバルアイテムのマッピン

グを転送します。下のスクリーンショットでは、親 「Department」 のマップが転送されることなく、グローバルアイテム

「Department」の子として表示される場合、グローバルアイテム「Person」のマッピングは転送されます。
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· 親に従いマップし、グローバルアイテムマッピングの変更を子に転送します。

このオプションは、子として表示されていなくても、グローバルアイテムのマッピングを転送します。 下のスクリーンショットでは、 子

「Person」と 親 「Department」 のマッピングが転送されています。

XML スキーマ比較 オプションを変更する:

1. 以下を行います:
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·  メニューオプション 「ツール | 比較オプション」を選択します。

· 比較とマージツールバー内の 「比較オプション」  アイコンをクリックします。

2. 「XML スキーマ比較 オプション」 ダイアログボックス内の設定を必要に応じて変更します。
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4.5 要素のマッピング

比較のために2つの XML スキーマを選択すると、 XML スキーマ比較ウィンドウに XML スキーマがロードされると、対応するルート要素が自

動的にマップされます。XML スキーマにルートレベルで1つ以上の要素が含まれる場合、アクティブな ルート要素を選択 する必要があります。

比較を開始すると、残りの要素とルート要素の (アクティブな) 子要素は、 DiffDog により自動的にマップされます。提案されたマッピングに

満足しない場合、手動でマッピングを変更し、比較を再度実行することができます。ルート要素のマッピングを変更できないことに注意してくだ

さい! ルート要素のマッピングが無効な場合、 ルート要素の1つ (または両方) をマッピングを変更するために置き換える必要があります。

要素が他の要素を参照している場合、これはアイコンにより示されています。このような参照された要素がマップされると、 DiffDog は、同じ

方法で参照する要素をすべてマップします。 これらの参照は要素名の横のアイコンにより表示されています (参照が発生する場所で)、マッピ

ング自身は灰色のラインで表示されます(下のスクリーンショットを参照)。

新しいマッピングの接続を描くことにより、これらの自動化されたマッピングを変更することができます。 手動で描かれたマッピングは青い接続線

で描かれます。 参照されたアイテムへグローバルアイテムのマッピングを再度適用することができます。

マッピングの変更または削除:

· マッピングを削除するには、コンポーネント内の要素を右クリック、 または、2つの 要素を接続するラインを右クリックし、 コンテキスト

メニューから、「選択のマップを解除する」 を選択し、または、「Del」 キーを押します。

· 既存のマッピングを変更するために、１つのコンポーネント内の要素名の横の三角形をクリックし、マウスボタンを押し続け、反対のコ

ンポーネント内の対応する三角形に線を描きます。 マウスカーソルが外観を変更すると、マウスボタンを離します。

全ての要素のマップを解除する:

· コンポーネントのタイトルバーを右クリックし、コンテキストメニューから、 「アイテムのマッピング解除」 を選択します。

アクティブなルート要素のマップを解除することはできない点に注意してください。
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4.6 XML スキーマ比較ファイルの保存

比較のために XML スキーマを 選択し、適切な 比較オプション が定義されると、XML スキーマ比較ファイルに比較を保存することができま

す。 「ファイル | 名前を付けて保存」 コマンド、または、 XML スキーマ比較ウィンドウのタブを右クリックし、 コンテキストメニューから、 「保

存」 を選択して行います。特定の比較を頻繁に行う場合、直接開くことにより、作業時間を削減することができるため XML スキーマ比較

ファイルを使用してください。 
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4.7 スキーマ比較の実行

ルート要素が選択された後、比較を開始することができます。すべてのグローバル要素とその子要素が自動的にマップされます。

メモ:  XML スキーマを比較する際、 DiffDog は、2つのファイル間の差分を検知するよりも、比較の両サイドで一致する要素のペアを検索

します。ですから、XML スキーマ比較は、2つの XML スキーマ内で等しい箇所を検索し、表示することを示しています。このアプローチは、

ファイル、ディレクトリ、 データベーススキーマ、または、 データベースデータの比較とは異なります!

比較の開始:

以下を行います:

· メニューオプション 「比較とマージ | XML スキーママッピングの開始」 を選択、または、「F5」を押します。 

· どちらかのコンポーネントのタイトルバー、または、要素をクリックすると、コンテキストメニューから、「XML スキーママッピングの開

始」 を選択します。

· XML スキーマ比較ウィンドウを右クリックし、  コンテキストメニューから、「XML スキーママッピングの開始」を選択します。

· XML スキーマ比較ウィンドウのタブを右クリックし、コンテキストメニューから、 「比較の開始」 を選択します。
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4.8 XML スキーマ内の差分のマージ

比較された XML スキーマ内で差分が発生すると、 DiffDog は、2つの比較された XML スキーマ内で差分をマージせず、比較された

XML スキーマにより生成された XML ファイルをアップデートできるように、対応する XSLT スタイルシート または MapForce マッピング  を

提供します。「比較とマージ」 メニュー内でメニューオプションとしてコマンドを使用することができます。 または、これらのコマンドは、比較とマー

ジツールバー内の  と  ツールバーオプションをクリックして呼び出すことができます。

「左から右へ結果を生成する」  または 比較とマージツールバー内の 「右から左へ結果を生成する」  ボタンをクリックすると、結

果の生成を選択することのできる ダイアログボックスが表示されます。

必要とされるオプションを選択し、 「OK」 をクリックします。
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4.9 XSLT スタイルシートの生成

DiffDog 内で2つの XML スキーマを比較 した後、XSLT スタイルシートを生成することができます。このスタイルシートは、このスキーマを生

成するために使用された XML ファイル内の XML スキーマの変更を反映できるように既存の XML ファイルで実行することができます。 

XMLSpy が使用中のコンピューターにインストールされている場合、XSLT 保存する、または、XMLSpy®  で開きます。 対応するコマンド

はコンテキストメニュー内に含まれています。

XSLT スタイルシートを生成する:

以下を行います:

· コンポーネントのタイトルバー、または、 XML スキーマ比較ウィンドウを右クリックし、 XSLT を左から右に生成する.. . を選択、ま

たは、を押します。 「Alt+R ight」 または、比較とマージツールバー内の 「左から右へ結果を生成する」  ボタンをクリック

し、「左から右へ結果を生成する」 ダイアログボックス内の「XSLT の生成しファイルに保存する」 ラジオボタンを選択しま

す。

· コンポーネントのタイトルバー、または、 XML スキーマ比較ウィンドウを右クリックし、 XSLT を右から左に生成する.. .  を選択、ま

たは、 「Alt+Left」を押します。 または、比較とマージツールバー 内の「右から左へ結果を生成する」  ボタンをクリックしま

す。 「右から左へ結果を生成する」 ダイアログボックス内の「XSLT の生成しファイルに保存する」 ラジオボタンを選択しま

す。

XMLSpy 内で XSLT スタイルシートを表示する:

以下を行います:

· コンポーネントのタイトルバー、または、 XML スキーマ比較ウィンドウを右クリックし、  「XMLSpy 内で XSLT を左から右に開

く」 を選択します。 または、比較とマージツールバー内の 「左から右へ結果を生成する」  ボタンをクリックし、「左から右へ結

果を生成する」 ダイアログボックス内から 「XMLSpy 内で XSLT を開く」 ラジオボタンを選択します。

· コンポーネントのタイトルバー、または、 XML スキーマ比較ウィンドウを右クリックし、 「XMLSpy 内で XSLT を右から左に開

く」 を選択します。または、比較とマージツールバー内の 「右から左へ結果を生成する」  ボタンし、  「右から左へ結果を生

成する」 ダイアログボックス内から 「XMLSpy 内で XSLT を開く」 ラジオボタンを開く
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4.10 MapForce マッピングの生成

MapForce® が使用中のマシンにインストールされている場合、 DiffDog 内から比較されたルート要素のために MapForce マッピングを

作成することができ、MapForce の新しいインスタンス内で開くことができます。左から右 または 右から左 コマンドを選択するかにより、ソース

またはターゲット内でどのファイルが使用されるかを決定することができます。

上の XML スキーマ比較内で 「MapForce マッピングを左から右に生成」 コマンドを選択すると、 MapForce で次のマッピングが表示

されます:

MapForce マッピングを生成する:

1. MapForce マッピングを生成するルート要素を定義します。

2. XML スキーマ比較を実行します。
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3. コンポーネントのタイトルバー、または、 XML スキーマ比較ウィンドウを右クリックし、 「MapForce マッピングを左から右に生

成」  または 「MapForce マッピングを右から左に生成」を選択する。新しい MapForce インスタンス内でマッピングが開かれ

ます。 または、比較とマージツールバー内の 「左から右へ結果を生成する」  または 「右から左へ結果を生成する」 

ボタンをクリックし、 「結果の生成」 ダイアログボックス内で「MapForce マッピングを生成する」 ラジオボタンを選択します。
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5 ディレクトリの比較

Altova W eb サイト:   フォルダーに比較ツール

DiffDog では、ディレクトリの比較ウィンドウ内で、ディレクトリと、 任意で、サブディレクトリ が比較されます。 ディレクトリを比較 マージ 、また

は、同期 することができます。 DiffDog は2つの方法でディレクトリを比較します:

· ディレクトリ内のファイルのサイズとタイムスタンプを比較する比較モードは、クイック比較モードと呼ばれます。

· ディレクトリ内のファイルのコンテンツを比較する比較モードは、テキストの比較モード、または、 XML 比較モード、または、 バイナリ

比較モード、または、 拡張子 比較モードです。

DiffDog 内でディレクトリ比較を開始するには、2つのディレクトリを直接選択、または、空のディレクトリの比較ウィンドウを開き、比較するディ

レクトリを開きます。 または、W indows Explorer 内から2つのディレクトリ を選択し、右クリックし、コンテキストメニューから、 「Altova

DiffDog  を使用して比較する」 を選択します。 これにより、DiffDog の新しいインスタンスがディレクトリの比較ウィンドウ内の要素フォルダ

ー内で開かれます。

「比較とマージ」 メニュー内で比較を自動的に開始する オプションが無効化されていない限り、比較は自動的に開始されます。 比較 モ

ード を必要に応じて変更し、比較を再開することができます。 更に、差分を取り除くために、 DiffDog は、1つのペインから他のペインにファ

イルをコピーすることを許可しています。

ディレクトリ 比較ウィンドウを開く:

以下を行います:

·  メニューオプション 「ファイル | 開く」 を選択し、または、「Ctrl+O」を押し、以下を行います:

https://www.altova.com/ja/diffdog#folder_compare
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1. 「比較を開く」 ダイアログボックス内の 「ディレクトリの比較」 を選択します。

2. コンテンツグループボックス内で比較するディレクトリを選択します。

3. 任意で、 ファイル/ディレクトリ フィルター ドロップダウンリストからフィルターを選択します。

4. 任意で、「サブディレクトリを含む」 チェックボックスを有効化します。

5. 「OK」 をクリックします。

選択されたディレクトリを含む新しい ディレクトリの比較ウィンドウが開かれます。

· メニューオプション ファイル | 「ディレクトリの比較」 選択、または、標準ツールバー内の 「ディレクトリの比較」  アイコンをク

リックします。 空のディレクトリの比較ウィンドウが開かれます。

ZIP と OOXML ファイル

「ZIP に準拠するファイル」オプションが、 DiffDog オプション ダイアログのファイル型タブ 上の *.zip ファイルのためのデフォルトのファイル

の比較モードとして選択されている場合ZIP に準拠するファイルは、ディレクトリとして考慮されます (これはデフォルトの設定です)。 ディレクト

リ比較内では、ディレクトリ比較内でファイルとして表示される場合、 ZIP ファイルのコンテンツが表示され、 ZIP ファイル内に含まれているファ

イルをコピーしマージします。

ZIP アーカイヴから特別化されたと考えることのできる  Office Open XML (OOXML) ファイルディレクトリは、比較ウィンドウ内の比較の

ために開かれます。 OOXML ファイルのコンテンツがディレクトリ比較ウィンドウで表示されると、 document.xml ファイルを参照し、 ファイル

の比較 ウィンドウで開きます。
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5.1 ディレクトリの比較ウィンドウを開く

新しい ディレクトリの比較ウィンドウを開く際に、 ディレクトリ比較には、 ディレクトリの比較 X という名前が与えられます。 X は、現在の

DiffDog セッション内で開かれているディレクトリ比較のシーケンス内のディレクトリの比較の位置を示している引数を表しています。

「ディレクトリの比較」 コマンドがディレクトリ比較ウィンドウを開きます。ウィンドウ内でディレクトリを開きません。 比較される 2つのディレクトリ

は、内で開かれる 必要があります。

空のディレクトリの比較ウィンドウを開く:

· メニューオプション 「ファイル | ディレクトリの比較」 を選択、または、標準ツールバー内の 「ディレクトリの比較」  ボタンをク

リックします。
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5.2 比較のためのディレクトリを選択する

ディレクトリを比較のために色々な方法で選択することができます。ディレクトリを、新しい ディレクトリの比較ウィンドウ内で開く、 前の比較を

再度開く 、または、現在開かれているディレクトリの比較ウィンドウのディレクトリを変更するなどして開くことができます。

新しいディレクトリの比較ウィンドウ内のディレクトリを開く:

1. メニューオプション 「ファイル | 開く」 選択、または、「Ctrl+O」を押します。 

2. 「ディレクトリの比較」を選択します。

3. 最初と2番目のディレクトリのパスを入力し、「参照」をクリックし、システムからフォルダーを選択します。 FTP、HTTP、 または

HTTPS を使用して URL からディレクトリを開くことが出来ます。接続性に関する命令は、ファイルと同じです。URL からファイルを

開く を参照してください。

4. 任意で、特定のファイル型へのディレクトリのコンテンツのみを表示する場合、 「ファイル/ディレクトリ フィルター」 ドロップダウンリス

トからフィルターを選択します。

5. 必要な場合、「サブディレクトリを含む」 チェックボックスを有効化します。

6. 「OK」 をクリックします。新しい ディレクトリの比較ウィンドウ内で選択されたディレクトリが開かれます。

アクティブなディレクトリの比較ウィンドウ内のディレクトリを選択する:

1. 既存のディレクトリの比較ウィンドウの左側のペインで、以下を行います:

· 「開く」  アイコンをクリックし、「開く」 ダイアログボックスからディレクトリを選択します。

· ディレクトリのフルパスを入力し、 「適用」  ボタンをクリックします。

· ドロップダウンリストから、前に比較されたディレクトリを選択します。

W indows Exp lorer からディレクトリ比較を開始する:

1. W indows Explorer 内で2つのディレクトリを選択します。

2. 右クリックし、コンテキストメニューから、 「Altova DiffDog  を使用して比較する」 を選択します。

DiffDog の新しいインスタンスが開かれると、要素フォルダーはディレクトリの比較ウィンドウ内に表示され、比較は

自動的に開始されます。

URL を使用してフォルダーを選択する:

1. ディレクトリの比較ウィンドウの左側、または、右側のペインで 「開く」  をクリックします。フォルダーの参照ダイアログボックスが表

示されます。

2. 「URL に切り替える」 ボタンをクリックし W ebDAV または Microsoft® SharePoint® Servers を含むディレクトリの参照

をサポートするサーバーに接続します。接続性に関する命令は、ファイルと同じです。URL からファイルを開く を参照してください。
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5.3 ディレクトリの比較オプションを変更する

ディレクトリを比較する場合、 選択される比較モードにより、ディレクトリのコンテンツが決定されます。ディレクトリ比較ウィンドウ内の左側と右

側のペイン内で、コンテンツが比較されます。基本の比較モードはクイック比較切り替えです。テキストの比較モード、または、 XML 比較モー

ド、または、 バイナリ比較モード、または、 拡張子 比較モードにアクセスする場合、クイック比較が 最初にオフに切り替えられる必要があ

ります。

フィルターの適用 を使用してディレクトリ比較ウィンドウ内に表示されるファイルの型を定義することができます。更に、「比較とマージ」 メニュー

は、メニューを使用してオンまたはオフを切り替えることのできる複数のコマンドが搭載されています:

· 比較の前にオプション設定を表示する

· 比較を自動的に開始する

· 編集中に比較する

· 「最近比較された組み合わせ」をサポートする

ディレクトリの比較のための全般のオプションは、 DiffDog オプション ダイアログボックスのディレクトリ比較 タブ内で使用することができます。

メモ:  新しい ディレクトリの比較ウィンドウが開かれると、最後の比較ウィンドウ (ファイル、または、ディレクトリ) の比較オプションが変更されたも

のとして考えられます。

ディレクトリ比較のためにモードを変更する:

以下を行います:

· クイック比較モードを使用するには、 メニューオプション 「比較とマージ | サイズと更新日時を比較 」を選択してクイック比較をオ

ンに切り替えます。または、 比較モード ツールバー内の「クイック比較」  アイコンを有効化します。

· クイック比較がオフに切り替えられていることを確認し、「比較とマージ」 メニューから次の比較モードを選択、または、比較モード ツ

ールバー内の対応するアイコンを有効化します :

· テキストの比較だけを行う 

· XML として比較 

· バイナリとして比較 

· ファイルの拡張子設定によって比較 
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5.4 ディレクトリ比較の実行

比較される2つのディレクトリがディレクトリ比較ウィンドウにロードされると、「比較を自動的に開始する」 コマンドがオンに切り替えられている

と、比較は 自動的に実行されます (デフォルトの設定)。 または W indows Explorer でディレクトリを選択し、「Altova DiffDog  を使

用して比較する」 コンテキストメニューコマンドを使用することができます。 更に、比較の明確な開始 と比較の回数は、 「比較の開始」 コ

マンドで決定することができます。

ディレクトリ比較ウィンドウのファイルをダブルクリックすると 比較されたディレクトリ内のこのファイルと対応する ファイルは、新しい ファイルの比較

ウィンドウで開かれ、すぐに比較されます。

比較されたディレクトリのコンテンツのフィルター

ディレクトリコンテンツツールバーには、ディレクトリ比較ウィンドウに追加することのできるフィルターをドロップダウンリストから選択することができま

す。比較の前後にこのフィルターを変更することができ、フィルターの定義を変更することができ、新しいフィルターを追加することもできます。

フィルターされたディレクトリ比較の実行:

以下を行います:

· 比較のためのディレクトリを選択すると、「ファイル | 開く」 メニューオプションを使用して、 「比較を開く」 ダイアログボックス内のファ

イル/ディレクトリ フィルター ドロップダウンリストからフィルターを選択します。

· ディレクトリの比較ウィンドウが既に開かれている場合、ディレクトリコンテンツツールバー内で使用することのできる、ドロップダウンリス

トから、フィルターを選択します。

ディレクトリ比較ウィンドウ内のコンテンツは更新され、比較がすぐに開始されます。
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5.5 ビューの構成

ディレクトリの比較ウィンドウ内でペインのヘッダーを右クリックし、「サイズ」 および/または 「最終更新日」をクリックすることにより、最後に変更

された列のサイズの表示のオンとオフを切り替えることができます。  

列の幅は、希望する場所に列のボーダーをドラッグすることにより変更することができます。 

ファイルが表示する内容の管理

個別のディレクトリの比較ウィンドウのビューを構成し、比較された状態をベースにファイルを表示することができます。 例えば、等しいファイル、

または、比較不可能ファイルを表示しないことを選択することができます。また、等しくない、新しいファイルを左側では非表示にし、右側のみ

で表示するように選択することもできます。 これを行うには、ツールバーアイコン内で使用することのできる簡単な切り替えコマンドを使用して設

定します。アイコンの外枠が表示されている場合、(下に説明されるとおり)切り替えはオンに設定されていることに注意してください。

·  等しいファイルの表示/非表示: 左側と右側のペイン内で等しいファイルとサブディレクトリを表示ま

たは非表示します。

·  左側が新しいファイルの表示/非表示: 等しくないファイル、 および左側のペイン内で新しいファイル

を表示または非表示します。

·  右側が新しいファイルの表示/非表示: 等しくないファイル、 および左側のペイン内で新しいファイル

を表示または非表示します。

·  左側のみにあるファイルの表示/非表示: 左側内のみに存在するサブディレクトリとファイルの表示

をオフとオンに切り替えます。

·  右側のみにあるファイルの表示/非表示: 右側内のみに存在するサブディレクトリとファイルの表示

をオフとオンに切り替えます。

·  比較不可能なファイルの表示/非表示: 比較が不可能なファイルの表示のオンとオフに切り替えま

す。選択された比較モード内で比較することができない場合、ファイルは比較不可能とみなされます。 例え

ば、XML 比較モード内では、 ファイル型が  XML に準拠しないように指定されている場合、 比較不可能と

考えられます。

· からのディレクトリの表示/非表示: 空のディレクトリの表示をオンとオフに切り替えます。

サブディレクトリの表示

ディレクトリを開く間に、 「ファイル | 開く」 メニューオプションを使用し、 ディレクトリ比較ウィンドウ内にサブディレクトリを表示しないことを選択

した場合でも、ディレクトリコンテンツツールバー内のサブディレクトリを含む  ボタンをクリックして、比較の全てのステージでこのオプションを

有効化することができます。ボタンをもう一度クリックすると、サブディレクトリの表示がオフに切り替えられます。ボタンがオンに切り替えられると、

次のボタンを使用してサブディレクトリの表示をカスタマイズすることができます:
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·  折りたたみ: サブディレクトリを持つ全てのディレクトリを折りたたみます。  このコマンドは、両方のペ

イン内のすべてのサブディレクトリを折りたたみます。 単一のサブディレクトリを折りたたむには、ダブルク

リックします。

·  展開: サブディレクトリを持つ全てのディレクトリを展開します。
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5.6 ディレクトリ内の差分を表示

ディレクトリ比較の結果は、ツリーとして 両方のペイン内に表示されます。 サブディレクトリが表示されている場合、アイコンをダブルクリックする

ことにより、展開、または、折りたたまれます。比較の結果は、下に説明されるとおりに、色分けされアイコンと共に表示されます。

ファイル名を表示する色は重要です。 DiffDog は、ディレクトリの比較ウィンドウ内で個々のファイルを次の色を使用して表示しています:

· 黒:  選択された比較モード内でファイルは等価です。

比較することのできない選択された比較モード内のファイル名は黒で表示されます。

· 青: ファイルは表示されているディレクトリ内に存在しますが、他のディレクトリには存在しません。 

· 赤: 選択された比較モード内でファイルは両方のディレクトリに存在しますが、ファイルは等しくありません。新しいファイルは赤で表

示されていることに注意してください。

サブディレクトリ名は常に黒で表示されます。 

フォルダーアイコン

次のアイコンは、ディレクトリの比較ウィンドウ内のディレクトリで使用されます。 展開されたディレクトリは右上の角が折られた状態で表示され

ています (左側のアイコン):

·  選択された比較モード内で、等しいファイルを含むディレクトリは、空のサインで表示されます。

·  選択された比較モード内で、異なるファイルを含むディレクトリは、不等号のサインで表示されま

す。

·  存在しないファイルを含むディレクトリは、他のペインの対応するディレクトリで青い感嘆符で表示

されます。
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·  その他のファイルと異なるファイルを含むディレクトリは感嘆符と不等号のサインで表示されま

す。

ZIP と OOXML アイコン

ZIP と OOXML ファイルのための次のアイコンは、ディレクトリ ディレクトリの比較ウィンドウ内のディレクトリで使用されます:

·  両方のペイン内で、 ZIP アーカイヴ/OOXML ファイルが等しいファイルを含む場合、ZIP シンボルは、2

つの空のファイル アイコンを表示します。

·  異なるファイルを含む ZIP アーカイヴ/OOXML ファイルは、不等号のサインで示されます。

·  他のペイン内の対応する ZIP に存在しないファイルを含む ZIP アーカイヴ/OOXML ファイルは青い感

嘆符で表示されます。 

·  その他のファイルと異なるファイルを含む ZIP アーカイヴ/OOXML ファイルは、感嘆符と不等号のサイ

ンで表示されます。

ファイル アイコン

ディレクトリの比較ウィンドウ内で、次のファイルアイコンが表示されます :

·  選択された比較モード内の等しいのファイルは内容を表示セズに表示されます。

·  選択された比較モード内の等しくないファイルは、不等号のサインと共に表示されます。

·  他のペイン内で存在しないファイルは、青い感嘆符と共に表示されます。

比較 シンボル

2つのペインの間で次のシンボルは表示され、ディレクトリ比較の結果を示します。具体的には、シンボルの横のファイル間の関係についての比

較の結果を示します。これらのシンボルはサブディレクトリのためではなくファイルのために表示されることに注意してください。

·  選択された比較モード内の等しいのファイル

·  選択された比較モード内の等しくないファイル 

·  選択された比較モード内の比較することのできないファイル 
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5.7 ディレクトリ比較内からファイルを比較する

ディレクトリの比較 ウィンドウの左側または右側内のファイルをダブルクリックすると、 そのファイルが開かれ対応する兄弟は新規の ファイル比

較 ウィンドウで開かれます。これは左側または右側で兄弟を持つファイルのみに適用することができます。それ以外の場合ファイル比較 ウィン

ドウの左側または右側のペインが作成されます。

新規のファイルの比較は、ディレクトリ比較の現在の 比較モードで開かれます。または、ディレクトリの比較が開かれると、— ディレクトリ比較の

比較モードがクイック比較である場合、現在のファイルの比較モードである比較モード (テキスト、 XML、 バイナリ、 または 拡張子) で開か

れます。

標準のファイルの比較セッション 内と同様にファイルの比較ウィンドウ内で作業することができます。
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5.8 ディレクトリの同期

1つのペインから個々のファイルのコピーを許可するマージ機能に加え、「比較とマージ」 メニュー内で、  DiffDog は、 「ディレクトリの同

期」 オプションも提供します。このオプションにより 2つのディレクトリのコンテンツを単一のステップで同期することができます。

ディレクトリの同期 ダイアログボックスをディレクトリの比較ウィンドウから開くことができます、 すなわち、ディレクトリの比較ウィンドウを最初に開く

場合、個別のメニューオプションを存在しません。 ディレクトリの比較ウィンドウ内で、2つのディレクトリが比較 された後、次のオプションを選択

することができます:

· 表示されているサブディレクトリを含むディレクトリを同期する。

· ディレクトリ比較ウィンドウ内の単一のサブディレクトリを選択し、その特定のサブディレクトリを同期する。

ディレクトリの同期 ダイアログボックスモードグループボックス内で次の2つの オプションから選択することができます:  (i)  すべてのサブディレクトリ

とファイル (左側から右側へ または 右側から左側へ)の完全な同期、または、 (ii) 同期の設定の適用。個別のファイルまたはサブディレクトリ

のために (コピー、削除、または無視などの)同期アクションを手動でオーバーライドすることができます。
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ディレクトリの同期 ダイアログボックスを開く:

1. ディレクトリの比較ウィンドウ内で同期する2つのディレクトリが表示されていることを確認してください。

2. 以下を行います:

· サブディレクトリを含む現在表示されているディレクトリを同期するには、メニューオプション 「比較とマージ | ディレクトリの同期」

を選択、または ディレクトリコンテンツツールバー内の 「同期」  ボタンをクリックします。

· ディレクトリ比較ウィンドウ内で選択されているサブディレクトリのみを同期する場合、メニューオプション 「比較とマージ」 | 選択

されたディレクトリの同期」 を選択、または、ディレクトリコンテンツツールバー内の「選択された項目を同期」  ボタンをク

リックします。

5 .8 .1 完全な同期

全てのサブディレクトリとファイル全ての同期 チェックボックスを選択すると、同期の方向を対応するラジオボタンを選択することにより左側か

ら右側へ、または、右側から左側へ選択することができます。このため、ソースとターゲットディレクトリは選択により左側または右側になります。

完全な動機は次のアクションを行います:

· ソースとターゲットディレクトリと異なるファイルは同じにするために上書きされます。例えば、左側から右側に同期する場合、左側の

ファイルは右側のファイルにより上書きされます。

· ソースディレクトリ内にのみ存在するファイルはターゲットディレクトリにコピーされます。

· ターゲットディレクトリ内に存在するがソースディレクトリに存在しないファイルは的に削除されます(可能な場合、ごみ箱からも削除さ

れます)。例えば、比較の左側でファイルが不足している場合、そして同期が左側から右側の場合、右側のファイルは削除されま

す。

· バックアップファイルは作成されません。

5 .8 .2 同期設定の適用

DiffDog の作動中のセッション内で、ディレクトリの同期のために前に保存された設定を使用してディレクトリの同期 ダイアログボックスが開か

れ、ダイアログの上の部分に表示されます。 新しい DiffDog インスタンス (または セッション) が開かれると、ディレクトリの同期 ダイアログボッ

クスがデフォルトの設定と共に初回開かれます。ドロップダウンリストとチェックボックスを使用して、現在表示されているディレクトリを同期するた

めに必要条件を満たすためにこれらの設定を受け入れることができます。

異なるファイル グループボックス内では、コピーするファイルを定義します。 すなわち、古い、または、新たしいファイルが保管されるか、または、

右、左、または、両方のディレクトリにこれらのファイルがコピーされるかを定義します。 デフォルトのオプションは、新しいファイルが反対側にコピ

ーされ、新しいファイルのバージョンのみが保管されます。

以下のオプションから選択することができます:

· アクション無し:  このオプションは差分ファイルを無視します。
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· 新しいファイルをコピーする:  このオプションは、反対のディレクトリに新しいファイルのバージョンをコピーします。 左側から右側へ

と 右側から左側へ チェックボックスを使用して、1つの特定のディレクトリのみを更新するように制限することができます。 新しい

ファイルを反対のディレクトリにコピーし、両方のディレクトリが更新されます。

· 古い ファイルをコピーする:   このオプションは、反対のディレクトリに古いファイルのバージョンをコピーします。 左側から右側へ と

右側から左側へ チェックボックスを使用して、特定のディレクトリの更新を制限します。 両方のボックスをチェックして、古いファイ

ルを反対のディレクトリにコピーし、両方のディレクトリが更新されます。

バックアップファイルの作成 チェックボックスにより、ディレクトリ内にファイルの前のバージョンのバックアップを保管することができます。 有

効化されると、前のバージョンは、ディレクトリに更新されたバージョンがコピーされる前に.BAK 拡張子と共に保存されます。 

手動で同期のオーバーライドの有効化 アクション チェックボックスにより、1つ、または、複数の特定のファイル、または、サブディレクトリの同期ア

クションを微調整 することができます。 このチェックボックスが有効化されている場合、 列の同期アクションは、個別のファイルまたはサブディレク

トリのための同期アクションを選択することのできるドロップダウンリストを提供し、ディレクトリレベルで定義されている設定をオーバーライドするこ

とができます。 

不足しているファイル/ディレクトリ グループボックスは、ディレクトリが同期される時に、不足しているファイル および/または ディレクトリがどのよう

に扱われるかを決定します。 これらのオプションがファイルとディレクトリ、また、ディレクトリ (コピー時) または ファイル (削除時) のみに、適用さ

れるかを選択することができます。  更に、 削除されたアイテムが可能であればゴミ箱に移動されるか、または、完全に削除されるかを定義す

ることができます。

次のオプションを不足しているファイルとディレクトリのために使用することができます:

· アクション無し:  ディレクトリの1つのみに存在するファイルのために同期アクションを実行しません。

· 不足しているファイルをコピーする:  不足しているファイルは反対のディレクトリにコピーされます。左側から右側へ および 右側

から左側へ チェックボックスを使用して、特定のディレクトリ1つに更新を制限します。 両方のボックスをチェックして、反対のディレ

クトリに不足しているファイルをコピーし、両方のディレクトリを更新します。

· 不足しているファイルを削除する:  不足しているファイルは、反対側から削除されます。 左側のみ と 右側のみ チェックボック

スを使用して、特定のディレクトリ1つに削除の範囲を制限します。 両方のボックスをチェックして、 反対のディレクトリから不足して

いるファイルを削除し、両方のディレクトリから不足しているファイルを削除します。

5 .8 .3 同期のアクションの変更

フル同期を実行する場合、 (無視、コピーまたは削除) などのアクションは同期の向きにより決定されます。 例えば、比較の左側でファイルが

不足している場合、そして同期が左側から右側の場合、そのファイルのためのデフォルトの同期アクションは「削除」です。一方、ディレクトリレ

ベルで同期設定を変更 すると、ディレクトリの同期を実行するとこれらが適用されます。

更なるコントロールが必要な場合、1つまたは複数の個別のファイルまたはサブディレクトリのために手動でオーバーライドすることができます。こ

れを行うには 同期アクションの手動オーバーライドの有効化 チェックボックスを選択します。
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このチェックボックスが選択されていると、[同期アクション]列は個別のファイルまたはサブディレクトリのために同期アクションを選択することのでき

るドロップダウンリストを提供します。このためにディレクトリレベルで定義された設定をオーバーライドします。

警告:

手動でオーバーライド同期アクションは手動で他の同期オプションよりも優先するためにオーバーライドします。

個々のファイルまたはサブディレクトリのために手動で同期アクシされたョンを定義する:

1. 「同期アクションのオーバーライドを手動で有効化する」 チェックボックスが有効化されていることを確認してください。

2. 任意で、デフォルトの同期オプションをディレクトリのために変更します。 同期オプションの変更を参照してください。

3. 「同期アクション」列から次のオプションの1つを選択します:

· <blank>:  このファイルまたはサブディレクトリは同期されません。

· copy >:  どちらのファイルが新しいかに関わらず、ファイルまたはサブディレクトリは左側から右側にコピーされます。

· < copy:  どちらのファイルが新しいかに関わらず、ファイルまたはサブディレクトリは右側から左側にコピーされます。

· delete >:  ファイルまたはサブディレクトリは右側で削除されます。

· < delete:  ファイルまたはサブディレクトリは左側で削除されます。

· < delete >:  ファイルまたはサブディレクトリは両側で削除されます。

警告:

サブディレクトリへ削除アクションに適用する場合、このディレクトリに含まれる全てのファイルも選択されたサイドで削除します。

同期ディレクトリダイアログ内で等価のファイルは表示されないた DiffDog はこの事実を通知するために警告を表示します。

4. 「OK」 をクリックします。同期のアクション箱となる背景色で示されています。ディレクトリのために全体の設定を後に変更することが

できます。 設定は手動で変更されたアクションに一致し、背景色は削除されます。 
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同期 アクションを手動でリセットします:

1. 以下の一つを行います:

· 「全てをリセット」 ボタンをクリックします。

· 「同期アクションのオーバーライドを手動で有効化する」 チェックボックスを無効化します。

2. 表示されるメッセージボックス内の 「OK」 をクリックします。

5 .8 .4 ディレクトリの同期の開始

適用できる場合、個々のファイル のために、ディレクトリレベル で同期のアクションを構成した後、ディレクトリの同期を手動で開始します。

ディレクトリの同期の実行:

1. ディレクトリの比較ウィンドウを 開き 、比較を実行 します。

2. 差分とマージ メニューから ディレクトリの同期をクリックします。

3. 異なる、および、不足しているファイルのためにフル 同期  または詳細設定 を選択します。

4. 任意で、 デフォルトの同期の設定の適用 または個々のファイルのための同期のアクションを変更 します。

5. 「開始」 をクリックします。DiffDog は同期中に実行されるアクションの概要を表示します。
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6. 変更をコミットするために 「OK」 をクリックします。同期の設定を実行せずに、同期の設定を破棄する場合、「キャンセル」 をク

リックして、ディレクトリ比較ウィンドウに戻ります。
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6 CSV とデータベースデータの比較

CSV ファイル、またはデータベースからのデータを横に並べて比較することができます。 複合的な比較も行うことができます。例えば、 CSV

ファイルからのデータをデータベーステーブルからのデータと比較することもできます。 2つのデータベースを比較する際に、比較されるオブジェクト

は同じデータベース、また2つの異なるデータベースに属することができます。

データベース、または CSV 比較はファイルの比較に似ています。すなわち、「左側」コンポーネントと「右側」コンポーネントが含まれます。 コン

ポーネントとは比較するテーブルまたは列を便利に選択することのできるデータベース構造の表示です。

データベースデータの比較

CSV ファイルの場合、コンポーネントには CSV ファイルコンテンツを表す1つのテーブルのみが含まれます。CSV フィールドに各列は対応し

ています。 ソース CSV がヘッダー行を持つ場合、または CSV データソースに接続する際に 「最初の行がでヘッダー行」 オプションを選

択すると列名がヘッダーフィールドに対応します。CSV にヘッダー行が存在しない場合、列は自動的に 「c1」 「c2」 などと名前が付けられ

ます。 

データの比較後、左側から右側に、または右側から左側に任意で差分をマージすることができます。 全ての差分をバッチとしてマージ、また

は、各テーブルのための差分をデータグリッド内に表示、レビューし行レベルで個別に差分をマージすることができます。 詳細に関しては テーブ

ル間の差分のビュー and CSV とデータベースの差分のマージ.を参照してください。

データの比較を頻繁に行う場合、データベース比較ファイル (.dbdif) を保存することができます。比較ファイルの保存を参照してください。 

必要条件

· 横に並べられて比較される各データベーステーブル、またはファイルのためにデータソースへのアクティブな接続が必要になります。この

データは「左側」と「右側」 コンポーネントをそれぞれ作成します。詳細に関してはデータソースへの接続を参照してください。CSV

ファイルのためにCSV ファイルをデータソースとして追加するを参照してください。 

·  テーブルを比較している場合、 各テーブルは主キーを持つ必要があります。 DiffDog は、実際の比較を行う前にテーブル行を並

べ替える主キー列を必要とします。
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制限

· CSV ファイルを比較する場合、各行の最初の列は常に主キー列として考えられます。 

· 主キー列が数字でない場合、キー列で変更が発生し、行全体が新規の行として扱われます。これは CSV ファイルとデータベース

比較の両方に適用されます。以下のサンプルを考慮してください:

表示される比較結果は2つの CSV ファイルを比較して取得されています。上記の通り、 CSV ファイル内の最初の列は常に主

キーです。この理由から、「Bob」が「Bobby」に名前が変更されていても、この変更は(特定の列内の差分としてではなく)新規の

行として報告されます。他方、「Birdsong」と「Beardsong」の差分は列が主キーではないため同じ行内の差分として表示され

ます。 
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6.1 データベースデータの比較の実行

DiffDog 内のデータベースデータの比較は、次のステップにより構成されています。

ステップ 1:  「左側」 と 「右側」 データベースに接続する

1. 「ファイル」 メニューから「新規作成 | データ比較」をクリックします。  (または、 「データ比較」  ツールバーボタンをクリックし

ます。)  データベース ウィザード ステップに従い、データベースに接続します (次を参照:  データベースへの接続)。

2. 比較のためにデータベース オブジェクトを選択するようにプロンプトされると、データ ソース リストからデータ ソースを選択し、比較のた

めに含むオブジェクトの横のチェックボックスを選択します。 データ ソース リストは、 DiffDog の起動時から接続されたすべてのアク

ティブなデータ ソースを表示しています。

メモ: 上のダイアログボックスから、任意で、データベース ツリー 構造上のボタンを使用して、データベース オブジェクトをグループ分け、検

索、またはナビゲートすることができます。詳細に関しては、データベースオブジェクトのナビゲートを参照してください。

3. 「左側」、または、「右側」 をクリックして、比較の左側、または、右側にそれぞれデータ ソースを追加し、「OK」をクリックします。

DiffDog が選択されたオブジェクトを比較に追加されることを待ちます。大きなデータベースでは、時間がかかる可能性があります。

この段階では、比較 コンポーネントの1つに割り当て済みのデータ ソースが存在します (選択対象により右側、または、左側に存

在します)。
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4. 空のコンポーネントの「参照」  ボタンをクリックし、選択することが可能な場合、データ ソース リストから2番目のデータ ソースを

選択します。それ以外の場合、  「クイック接続」  をクリックし、 2番目のデータ ソースに接続するためにウィザード ステップに

従います。

5. 比較するテーブルの横のチェックボックスを選択します。 

データベースが SQLite または Access の場合、エクスプローラーからこのステップを実行することができます。SQLite と Access データベ

ースのクイック比較を参照してください。

ステップ 2:  比較するオブジェクトをマップする方法 (適用可能な場合)

比較の左側と右側内に表示される2つのオブジェクト間の比較を実行するには、 オブジェクトは線(「マッピング」)で接続される必要がありま

す。 マッピングは、DiffDog にこれら2つのオブジェクトを比較するように命令します。デフォルトで、 DiffDog は、自動的にオブジェクトを名

前別に一致使用と試みます。をして、対応するマッピングが作成されます。 マッピング オプションは、「ツール | オプション | データの比較]」

から調整することができます。必要な場合は、マッピングを手動で作成、または、既存のマッピングを調整することができます。 例えば、オブジェ

クト名が「左側」と「右側」内で異なる場合2つのオブジェクト間でマッピングを手動で作成する必要があるかもしれません。  マッピングを作成

するには、左側のコンポーネントの三角形をクリックし、左側のマウスボタンを押したままで、右側のコンポーネント上の三角形にドラッグしま

す。 

比較の全てのマッピングを削除するには、どちらかのコンポーネントのタイトルバーを右クリックし、 「アイテムのマップを解除する」 をコンテキス

トメニューから選択します。単一のマッピングを削除するには、適切なオブジェクトを右クリックし、 「選択範囲のマップを解除する」 をコンテキ

ストメニューから選択します。 または、2つのマップされたオブジェクト間の接続線をクリックし、「削除」を押します。

メモ: テーブルのマッピングの解除はそのテーブルの全ての列のマッピングを解除することに注意してください。
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データ比較内のマッピング

ステップ 3:  比較の実行

オブジェクト間のマッピングが作成されると、比較を以下のとおり実行することができます:

·  「差分とマージ」 メニューからをクリックします。 「比較の開始」 (または、 「比較の開始」  ツールバーボタンをクリック、また

は、 「F5」を押します)。

この段階では、比較の結果を詳しく確認することができます (次を参照:  テーブル間の差分の確認)、または、 マージ スクリプトを生成 (CSV

とデータベースの差分のマージ)。

テーブルの並べ替え、折りたたみ、展開方法

多くのオブジェクトを含むスキーマを簡単にナビゲートするには、差分を確認するために個別のテーブルを折りたたむ、または、展開することがで

きます。左側内のテーブルをダブルクリックすると、同じテーブルが右側のコンポーネント内で展開されます (2つのテーブル間にマッピングが存在

することが想定されます)。両方のコンポーネント内のすべてのテーブルを折りたたむために、以下のいずれかを行います:

· 「差分とマージ」 メニューから「テーブルの折りたたみ」をクリックします。 

· コンポーネントのタイトルバーを右クリックし、コンテキストメニューから「テーブルの折りたたみ」を選択します。

昇順、または、降順順序にテーブルを並べ替えることができます:

· 使用されていないエリアを右クリックして、コンテキストメニューから「テーブルの並べ替え | 昇順」 または 「テーブルの並べ替え |

降順」を選択します。 オプション 「マップされたテーブルを最初に昇順に並べ替え」 と 「マップされたテーブルを最初に降順に

並べ替え」 によりマッピングを持つテーブルに優先順位が与えられます。
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比較にテーブルを追加、または、テーブルを削除する方法

比較にテーブルを追加するために、または、比較から既存のテーブルを削除するためには、データベース コンポーネントの右上にある「参照」

 ボタンをクリックし、 チェック ボックスを選択、または、クリアすることができます。 

6 .1 .1 データベースオブジェクトをナビゲートする方法

比較のためにテーブルまたは列を選択する際に、[比較のためにデータベースオブジェクトを選択する] ダイアログボックス内で表示される方法を

カスタム化することができます。特定のデータベースオブジェクトを検索するためにその他のフィルターを適用することができます。

上で説明されているダイアログボックスはツールバー内に以下のボタンを含んでいます:

· レイアウト 

· フォルダーコンテンツのフィルター 

· チェックされたオブジェクトのみを表示する 

· オブジェクトロケーター 
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レイアウト

レイアウト  ボタンは比較のためにデータベースオブジェクトを選択する ダイアログボックス内で表示される多種のデータベースオブ

ジェクトがどのように表示されるかを管理します。このボタンは現在選択されているレイアウトに従い外観を変更することに注意してください。以

下の定義済みレイアウトから選択することができます:

フォルダー データベースオブジェクトを階層ツリー内のオブジェクト型に基づきフォルダー内で整理し

ます (例えば、[スキーマ]、[テーブル]、および、その他)。DiffDog 内のデフォルトの設

定です。

スキーマなし このレイアウトはフォルダー レイアウトに類似しており、スキーマフォルダが存在しないこ

とを期待します。テーブルはこのためにスキーマとして分類されません。 

テーブル依存 テーブルを他のテーブルとのリレーションシップに従い整理します。カテゴリには外部キ

ー、外部キーにより参照されるテーブル、リレーションを持たないテーブル、自身を参照

する外部キーを持つテーブルを持つテーブルが含まれています。

SQL Server などのデータベースの一部のために、任意でユーザーテーブルとシステムテーブルを個別のテーブルで以下のように表示することが

できます:

· [テーブル]フォルダを右クリックして [ユーザーシステムテーブルに並べ替える] をコンテキストメニューから選択します。

この関数は以下のレイアウトの使用時のみに使用可能です:  

· フォルダー 

· スキーマなし 

フォルダーコンテンツのフィルター

フィルター  ツールを使用してデータベースオブジェクトを名前または名前の一部によりフィルターします。オブジェクトは名前を入力するとフィ

ルターされます。

オブジェクトをフィルターする方法:

1. フォルダーコンテンツをフィルター  ボタンをクリックします代わりに、データベースオブジェクトを選択し、フィルタリングを有効化す

るために Ctrl+Alt+F を押します。フォルダーの横にフィルターアイコンが表示されることに注意してください。
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2. フィルターするフォルダーの横のフィルターアイコンをクリックして、希望するフィルタリングオプションを選択します。例えば [含む]。

3.  アイコンの横にフィルターテキストの入力を開始します。結果は入力により調整されます。

チェックされたオブジェクトのみを表示する

チェックされたオブジェクトのみを表示する  をクリックして選択されたアイテムのみを表示します。これを行うとすべての選択されていない

アイテムは非表示にされ、比較のために選択されたアイテムのみが表示されます。

オブジェクトロケーター

オブジェクトロケーター  ツールを使用して名前の一部別にデータベースオブジェクトを検索しフィルターすることができます。 



120 CSV とデータベースデータの比較 データベースデータの比較の実行

(C) 2015-2021 Altova GmbH

Altova DiffDog 2021

オブジェクトロケーターを使用してデータベースオブジェクトを検索する方法:

1. オブジェクトロケーター  ボタンをクリック、または Ctrl+L を押します。ダイアログボックスの下に表示されます。

2. 任意で、オブジェクトロケーターのコンテキストをコンボボックスの横の矢印アイコン  をクリックして変更します。オブジェクトの表

示を以下のように制限することができます:

現在のデータソースから 現在選択されているデータソースからのオブジェクトのみを表示します。

フォーカスされるアイテムから フォルダーの下でネストされているオブジェクトのみ、または、現在選択されているオブジェク

トのみを表示します。

すべて 現在接続されているすべてのデータソースからのすべてのオブジェクトを表示します。

3. オプションで、検索する文字列を入力します (例えば [feed])。ドロップダウンリストはその文字列を含むすべての要素を表示しま

す。
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6.2 SQLite と Access データベースのクイック比較

SQLite または Access データベースが比較に含まれている場合、エクスプローラーから簡単に比較を開始できます。エクスプローラーからの

データベースの比較はファイルベースのデータベースであるため SQLite と Access データベースの場合のみ適用可能です。 データベースデー

タ比較の実行 と データベーススキーマの比較の実行で説明されているとおり DiffDog から比較を開始する簡単な代替方法です。

例えば、比較されるデータベースファイルが SQLite または Access の場合、比較を以下のように素早く開始することができます:

· エクスプローラーのためにデータベースファイルが選択されると DiffDog  を使用して比較  をコンテキストメニューから選択します。

このアクションはデータベースのスキーマの比較を開き、両側の比較を作成します。例:

左側は SQLite ファイルで Access ファイルは右側、または、その逆になります。

データベースの比較をデータベースファイルの一つを選択して開始できます:

· エクスプローラー内のSQLite または Access データベースファイルを右クリックし、「DiffDog  を使用して比較」 をコンテキストメ

ニューから選択します。 

DiffDog が既に作動している場合、このアクションはデータベースの スキーマ比較 を開き、選択されたデータベースファイルと共に比較の左

側を作成します。DiffDog が既に作動している場合、結果は以下のいずれかになります:

· データの比較 ウィンドウが開かれている場合 DiffDog は以下に類似したダイアログボックスを表示します:



122 CSV とデータベースデータの比較 SQLite と Access データベースのクイック比較

(C) 2015-2021 Altova GmbH

Altova DiffDog 2021

はい をクリックして新規のファイルと現在のデータ比較に追加、または、 いいえ をクリックして新規の比較ウィンドウを開きます。

· スキーマの比較 ウィンドウが開かれており、片方が既にデータベースを含んでいる場合、 DiffDog は現在のスキーマ比較に新規

のデータベースを追加するか問うダイアログボックスを表示します。

· データまたはスキーマ比較がアクティブではない場合、または、両サイドにデータベースが含まれている場合、DiffDog により新規の

データベーススキーマ比較が開かれます。

スキーマ比較 を データ比較 にする場合、比較ウィンドウの空の部分を右クリックし、コンテキストメニューから 新規のデータ比較内で開く

を選択します。データ比較をスキーマ比較に変更する同様のメニューコマンドをスキーマ比較内で使用することができます。
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6.3 CSV ファイルの比較

CSV ファイルの比較はデータベースデータの比較に類似しています。 CSV ファイルは他のデータソースと同様に扱われ、同じ接続ウィザード

を使用してデータベースに接続することができます。このサンプルは2つの CSV ファイルの比較方法について説明しています。比較の両側にデ

ータベースを追加することができます。 

ステップ 1:  「左側」と「右側」データソースの追加方法

1. 「ファイル」 メニューから、 「データベースデータの比較」をクリックします。または、 「データの比較」  ツールバーボタンをクリック

します。ウィザードステップに従い、 CSV ファイルを参照します。 CSV ファイルの最初の行がヘッダー行であることを示すために正

確なセパレーター (コンマ、セミコロン、またはタブ) を選択してください。詳細に関してはCSV ファイルをデータソースとして追加する

方法を参照してください。 

2. データソースに名前を与えるようにプロンプトされると、 CSV ファイルを簡単に識別できる名前を与え、「OK」をクリックします。 

3. CSV テーブルの横のチェックボックスを選択し (この場合は「データ」 ) 「左側」 または 「右側」 をクリックしてこの CSV ファイルを

比較の左側または右側に割り当てます。 

4. この時点では、最初のデータソースが追加されています。2番目のデータソースを追加するには、空のコンポーネントの「参照」  

ボタンをクリックし、使用できる場合データソースリストから2番目のデータソースを選択します。それ以外の場合、「クイック接続」 

 をクリックして、ウィザードのステップに従い2番目のデータソースに接続します。 

この時点では、比較のそれぞれのサイドで少なくとも1つのオブジェクトが表示されています。例:
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CSV ファイル内では、上のコンポーネント内で表示される列名は CSV ファイルの最初の行で表示される列名です。 これは CSV データソ

ースの追加中 「最初の行をヘッダーとして扱う」 オプションが選択されていることを想定しています。 それ以外の場合、列は 1 から始まる

数値に従い c1、 c2、 c3 などとして表示されます。

ステップ 2:  マップ列のペア

比較に含まれる列のペアをマッピング接続線を描くことにより指すことができます。例

比較の全てのマッピングを削除するには、どちらかのコンポーネントのタイトルバーを右クリックし、 「アイテムのマップを解除する」 をコンテキス

トメニューから選択します。単一のマッピングを削除するには、適切なオブジェクトを右クリックし、 「選択範囲のマップを解除する」 をコンテキ

ストメニューから選択します。 または、2つのマップされたオブジェクト間の接続線をクリックし、「削除」を押します。

メモ: テーブルのマッピングの解除はそのテーブルの全ての列のマッピングを解除することに注意してください。
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ステップ 3:  比較の実行

マッピングが作成された後、比較を以下のように行います:

· 「差分とマージ」 メニューで「比較の開始」をクリックします。 (代わりにツールバーボタン 「比較の開始」 、または、 「F5」を

押します。)

この段階では比較されたデータが等しくない場合  アイコンがマッピングライン上に表示されます。マウスを動かしてこのアイコンの短い説明

を確認します。例:

比較結果に関する詳細に関してはテーブル間の差分の確認を参照してください。 

オプションで、2つの CSV ファイル間、または CSV ファイルとデータベース間のデータを両方向にマージすることができます。 CSV とデータベ

ースの差分のマージを参照してください。
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6.4 比較の保存

CSV またはデータベースデータの比較の実行後ファイルに保存することができます。 これにより、同じデータベース、または CSV ファイルと比

較する際の時間を省くことができます。 データベースデータの比較 (.dbdif) ファイルは、比較に関連するデータベースの接続の詳細および比

較のために選択されたデータベース オブジェクトを保管します。パスワードは暗号化された書式で比較ファイル内に保存されます。

ファイルにデータ比較を保存する場合:

1. 比較を実行します。

2. 「ファイル」 メニューから「名前を付けて保存」をクリックし、 Altova データベースデータの比較 (.dbdif) をファイル型として選択し

ます。

データ比較ファイルを開く方法:

· 「ファイル」 メニューから「比較ファイルを開く」をクリックし、 .dbdif ファイルを参照します。

W ith DiffDog Server を使用すると、データベース比較ファイルは (.dbdif ファイル) を Linux、macOS または W indows オペレーティ

ングシステム上で実行することができます。 詳細に関しては、 DiffDog Server を使用した自動化を参照してください。
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6.5 テーブル間の差分の確認

データ比較 または CSV 比較 を実行する都度、ハイレベルの結果が直接データ比較 ウィンドウ内に表示されます。具体的には、比較の

結果が次のアイコンにより表示されます:

比較されたオブジェクトは両方のコンポーネント内で同様です。

左側と右側のコンポーネント内のオブジェクト間に差分が存在します。

異なるオブジェクトは緑色でハイライトされています。 比較アイコンにマウスカーソルが移動されると、追加情報を含むバルーン ヒントが表示さ

れます。

更に詳しい比較の結果を確認するには、以下のいずれかを行います:

· 比較の結果 アイコン  をテーブルのためにクリックします。

· 差分が存在するテーブルを右クリックして、 「選択された結果を表示する」 をコンテキスト メニューから選択します。

· 比較ウィンドウ内の空白のエリアを右クリックし、コンテキストメニューから「結果の表示」を選択します。

これにより、各れる間に差分がある場所でグリッドが開かれ、 「比較結果ビュー」と呼ばれるビューで横に並べて表示されます。

メモ: 次のテキストと共にダイアログボックスが表示される場合:  「データが同等ですが、コンテンツを開きますか?」というメッセージが表示さ

れますが、これは、上記のコマンドが差分の存在しないテーブルのために実行されていることを意味します。

比較結果ビュー

テーブルのペア間に存在する差分を表示します。下に示されるように、(左側のテーブル と 「右側」 テーブル内に存在するため)各列は2度表

示されます。下のサンプルでは、列 quantity は2つの状況で変更されており、新しい行 (id = 11) は右側のテーブルでのみ存在しま

す。
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ツールバーボタンを使用して、ビュー内で行をカスタマイズ、または、差分をナビゲートして表示される行をカスタマイズすることができます。

アイコ

ン

コマンド 説明

等しい行の表示/非表示 左側と右側のコンポーネント内で同じ行を表示、または、非表示します。

異なる行の表示/非表示 左側と右側のコンポーネント内で異なる業を表示、または、非表示します。

左側のみにある行の表示/非表示 左側のコンポーネント内にのみ含まれるテーブル内の行を表示、または、非表

示します。

右側のみにある行の表示/非表示 右側のコンポーネント内にのみ含まれるテーブル内の行を表示、または、非表

示します。

左側から右側へマージすることのできない

行を表示/非表示

左側と右側のコンポーネント内で異なる業を表示、または、非表示し、 「左

側」 から 「右側」ではなく、 「右側」から 「左側」 へのみマージすることができま

す。

右側から左側へマージすることのできない

行を表示/非表示

左側と右側のコンポーネント内で異なる業を表示、または、非表示し、 「右

側」 から 「左側」ではなく、 「左側」から 「右側」 へのみマージすることができま

す。

差分のない行を表示/非表示 差分が存在しない列を表示、または、表示しません。

次の差分 (Alt+Down) 現在差分としてドキュメント内の次の差分を選択します。このコ

マンドが無効化されている場合、 グリッド上の差分をクリックし

てください。

前の差分 (Alt+Up) 現在の差分としてドキュメント内の前の差分を選択します。

最後の差分 (Alt+End) 現在の差分としてドキュメント内の最後の差分を選択します。
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アイコ

ン

コマンド 説明

最初の差分  (Alt+Home) 現在の差分としてドキュメント内の最初の差分を選択します。

左側から右側へコピーする 左側から右側のデータベースまたは CSV ファイルへ差分をマ

ージすることのできるダイアログボックスを表示します。次も参

照してください: CSV ファイルまたはデータベースの差分のマー

ジ。

このコマンドが無効化されている場合、 グリッド上の差分をク

リックしてください。

右側から左側へコピーする 右側から左側のデータベースまたは CSV ファイルへ差分をマ

ージすることのできるダイアログボックスを表示します。

比較結果ビューの外観をカスタマイズすることができます、次を参照してください:  データベースデータの比較 オプション。



130 CSV とデータベースデータの比較 CSV とデータベースデータの差分のマージ

(C) 2015-2021 Altova GmbH

Altova DiffDog 2021

6.6 CSV とデータベースデータの差分のマージ

CSV またはデータベースデータ比較の実行後、任意で左側から右側のデータベース、または CSV ファイルに差分をマージすることができま

す。 または、その逆も可能です。差分はデータベース全体のためにマージ、またはテーブル、または行レベルでマージすることもできます。

デフォルトでは、 データベース トランザクションとエラー時のロールバックはデータマージの際に有効化されています (データベースがこの操作をサ

ポートすることが前提とされています)。次を参照してください:  データベースデータの比較 オプション。

メモ: 

· CSV ファイルへデータをマージする場合、エラー時のトランザクションとロールバックはサポートされていません。

· 互換性の無いデータ型の列をマージすることは不可能です (例えば、 文字列を数値型にマージするなど)。また、マージは一方の

方向にのみ実行することが可能な場合があります (例えば、数値型は、文字列に変換することができますが、その逆は不可能で

す)。

警告

CSV 比較の場合、ファイルの最初の列が一意ではない場合、マージを行うことは奨励されません。行が一意ではない場合、複数の関

連しない行が DELETE と UPDATE ステートメントにより影響を受ける場合があります。

DiffDog は互換性の無いマージを無視し、このような状況が発生した場合マージ前に通知します。 比較結果ビュー内で、マージは1つの方

向にのみ実行可能で、小さな赤い矢印が緑の矢印と組み合わされて表示されています。緑の矢印の方向は、マージが可能な方向を示して

います。 例えば、 下のイメージでは、後者が数値であるために、 (「text」 型) description 列は quantity 列 にマップすることはで

きません。 しかしながら、 quantity 列は description 列にマップすることが可能です。

比較結果ビュー

マージを実行する方法 

CSV またはデータベース比較の実行後、次の方法で変更をマージすることができます:

· データベースレベルで差分をマージするには、比較ウィンドウ内の使用されていないエリアを右クリックし、  「すべてを左側から右側

へマージ」を選択します。
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· テーブルレベルで差分をマージするには、 比較ウィンドウ内のテーブルを右クリックし、 「選択範囲を左側から右側へマージ」を選

択します。

· 行またはセルレベルで差分をマージするには、テーブル間の差分のビューで説明される通りに最初に比較結果ビューを表示します。

次に、行 (または、影響を受けるセル) を右クリックし  「左側から右側へコピーする」、をコンテキストメニューから選択しま

す。 
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6.7 データベースデータの比較オプション

データベースデータの比較に影響を与えるオプションのグループがいくつか存在し、下記のように整理することができます:

オプション グループ アクセスの方法

データベース トランザクション、 ロールバック、及

び、メモリの使用方法を含むオプションを含む一

般的なデータベースデータの比較 オプション。

1. 新規のデータベースデータの比較 ウィンドウを開きます (次を参照:  データベ

ースデータの比較の実行)。

2. 「ツール」 メニューから「比較オプション」をクリックします。

3. 「データベースタブ」 タブをクリックします。

「データベースタブ」 タブを表示するためには、データベース比較 ウィンドウをフォーカス

する必要があります。 

詳細に関しては、次を参照してください:  一般的なオプション。

XML フィールドを比較するためのオプション。(文

字列ではない) ネイティブ 比較が有効化されて

いる場合のみ有効化されており、  データベース

サポートと XML フィールドが含まれています。

1. 「ツール」 メニューから「比較オプション」をクリックします。

2. XML タブをクリックします。

詳細に関しては、次を参照してください:  XML 比較オプション。

テーブルと列の自動マッピングと比較 ウィンドウ内

のテーブルの外観をコントロールするオプション。

1. 「ツール」 メニューから「DiffDog  オプション」をクリックします。 

2. 「データベースの比較」 タブをクリックします。

詳細に関しては、次を参照してください:  「データベースの比較」。

比較結果ビューの外観の構成のためのオプショ

ン。

1. 「ツール」 メニューから「DiffDog  オプション」をクリックします。 

2. 「データベースタブ結果ビュー」 タブをクリックします。

詳細に関しては、次を参照してください:  「データベースタブ結果ビュー」。

6 .7 .1 一般的なオプション

一般的なデータベースデータの比較オプションは下にリストされるとおりです。これらのオプションには以下に説明されるとおりアクセスします :

1. 新規のデータベースデータの比較 ウィンドウを開きます (次を参照:  データベースデータの比較の実行)。

2. 「ツール」 メニューから「比較オプション」をクリックします。

3. 「データベースタブ」 タブをクリックします。

「データベースタブ」 タブを表示するためには、データベース比較 ウィンドウをフォーカスする必要があります。 
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比較

比較モード

2つの比較モードから選択することができます:  ネイティブ型、または、文字列。 ネイティブ型は比較される列のデータ型を考慮しますが、文字

列の型を使用すると、比較の前にすべて文字列に変換されます。

比較オプション

差分をチェックする際に大文字と小文字が区別される場合、 「大文字と小文字の区別を比較内で無視する」 チェック ボックスをクリアし

ます。データベースデータを比較する場合、空白文字を考慮しない場合は 「空白文字を比較内で無視する」 オプションを選択します。空

白文字はスペースタブ、改行を意味します。空のフィールドと NULL 値を含むフィールドを区別しない場合、 「NULL を空の文字列として

扱う」 チェック ボックスを選択します。

数値オプション

「浮動小数点数に対して末尾に 0 を加える」 チェック ボックスを選択して、浮動小数点は末尾に0を加えることによりフィルすることができ

ます。

最適化オプション

テーブルの比較で行が同一の場合、これらの行の表示を希望しない場合、「異なる行だけをメモリに保持する」 チェック ボックスを選択しま

す。この場合、異なる業のみな抽出され結果ウィンドウに表示されます。
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実行オプション

複数のテーブルを継続的に、または、同時に比較して処理するかを定義することができます。変更は変換の使用と共に、または、変換無しに

コミットすることができ、エラーの場合にロールバックするか決定することができます。
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6.8 DiffDog Server を使用した自動化

DiffDog Server は、他の比較の種類をサポートするデータベースデータの比較、クロスプラットフォームの差分ツールです。DiffDog

Server は自動化された実行比較のための、および、 DatabaseSpy により作成されたファイルを作動することもできるコマンドラインを提供

します。 .dbdif ファイルとして比較を保存する場合、データベースデータ比較ファイルを参照してください。 

DiffDog Server を使用して .dbdif 比較ファイルを作動するには、作動コマンドにファイルパスを引数として提供します。例:

diffdogserver run path\to\comparison.dbdif

diffdogserver は Linux、macOS、 または W indows マシン上の DiffDog Server 実行可能ファイルへのパスです

DiffDog Server を使用した *.dbdif ファイルの実行は DiffDog Server が DiffDog デスクトップがインストールされているコン

ピュータで、または W indows マシン上で作動している場合最も便利に実行することができます。DiffDog Server が異なるマシン、

またはオペレーティングシステム上で作動する場合以下の制限が適用されます:

· CSV ファイルが比較に含まれる場合、.dbdif ファイルの実行は W indows サーバー上でのみサポートされます。比較に成

功するためには、デスクトップ上で有効な全ての CSV ファイルパスがサーバー上で有効である必要があります。 

· データベースへの接続が含まれる場合、サーバーマシンが構成され、データベース接続を扱うことが可能である必要があります。

具体的には、接続がデータベースドライバー、および他の必要条件がターゲットオペレーティングシステム上に存在する必要が

あります。例えば、 .dbdif ファイルにデータベースベンダーからの ODBC ドライバー上で必要とされている場合、そのドライバ

ーがサーバーマシン上にインストールされている必要があります。W indows 上でサポートされているデータベース接続メソッド

の一部は Linux と macOS 上でサポートされていない場合があります。詳細に関しては、  DiffDog Server ドキュメント

を参照してください

(*.dbdif ファイルの使用とは異なり) DiffDog Server 内で直接比較ジョブをセットアップする場合、プラットフォームに関わらずファイ

ルを実行することができます。 
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7 データベーススキーマの比較

データベーススキーマの比較により2つの異なるデータベーススキーマを構造とサイズにより比較することができます。比較することのできるデータベ

ースオブジェクトは、テーブル、列、ビュー、関数、および、ストアドプロシージャが含まれます。テーブルに対して、比較はビュー、関数、または、

ストアドプロシージャとは異なる方法で作動します。具体的には、テーブルの場合、比較の結果のレポートは、(異なる列、制約、データ型な

どの)構造の差分を報告します。ビュー、関数、ストアドプロシージャの場合、比較の結果は、オブジェクトのサイズが同じの場合、または、差

異がデータベース B (比較の右側)に比較されてデータベース内 A (比較の左側) にある場合差異が報告されます。

メモ: データベースオブジェクト定義の行ごとのテキストの比較はサポートされていません。(例えば、 データベースビューなどの) 2つのオブ

ジェクトを行ごとに比較するには、ファイルに定義を最初に保存し、ファイルの比較ビュー内で両方のファイルを開きます。

データベーススキーマの比較を開始するには、スキーマ比較  ツールバーボタンをクリックします。 2つのデータベースコンポーネントは横に並

べられ表示されます (左側のコンポーネントと 「右側」 コンポーネント)。 実際の比較を実行する前に、左側と右側のコンポーネントにデータソ

ースを割り当てる必要があります。スキーマのすべてのオブジェクト、または、特定のスキーマオブジェクトを比較のために選択することができます。

比較内に含まれるオブジェクトを変更するには、 右側、または、左側のコンポーネントの 「参照」  ボタンを押して、必要とされるチェック

ボックスを選択、または、クリアしてください。  詳細に関しては、次を参照してください:  データベーススキーマの比較の実行。

サンプルデータベーススキーマの比較

上のサンプルデータベーススキーマの比較は、2つのSQL Server データベース 「ZooDB」 と 「ZooDBTarget」 間のストアドプロシージャ、

テーブル、およびビューの比較の結果を示します。(  サインにより示される)テーブルの定義は両方のソースとターゲットスキーマ内で同じです

が、(  サインで示される)ストアドプロシージャとビュー定義は異なります。

データベーススキーマの比較をファイルとして保存することもできます。 データベーススキーマの比較ファイルは .dbsdif 拡張子を持ちます。 比

較ファイルは、比較に使用されたデータベースの接続詳細、比較のために選択されたデータベースオブジェクト、「プロパティ」ウィンドウ内で定義

された構成オプションを保存し、(次を参照してください:   データベーススキーマの比較ファイル)。
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異なるデータベース比較オプションを構成することができます。例えば、DatabaseSpy を使用して、比較されるテーブル、または、列を (名

前、データ型、または、両方により)自動的に一致させることができます。または、マッピングを手動で行うこともできます。比較オプションは、 「ツ

ール | DiffDog  オプション | データベースの比較」から調整することができます。

データベーススキーマの比較の実行の後、左側、または、右側のデータベースを更新するためにマージスクリプトを生成することができます。

DiffDog 内で直接マージスクリプトをレビュー、実行、および DatabaseSpy 内で開き、または、ファイルに保存することができます。 マージ

スクリプト内に含むために特定のオブジェクトを選択することができます (例えば、テーブルの1つまたは複数の列)。詳細に関しては、次を参照

してください:  データベーススキーマのマージ。

メモ: (列、キー、または、制約への変更を含む)テーブルの構造 の比較後の差分のみをマージスクリプトは同期化します。(ストアドプロシ

ージャ、関数、ビューなどの)他のオブジェクトの型の間の差分のマージ はサポートされません。
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7.1 データベーススキーマ比較の実行

DiffDog 内のデータベーススキーマの比較には以下のステップが含まれます。

ステップ 1:  比較されるデータベースに接続する

1. 「ファイル」 メニューか「データベーススキーマの比較」をクリックします。  (または、スキーマ比較  ツールバーボタンをクリックし

ます)。この段階では、既存の接続されたデータソースが存在しない場合、新規のデータソースを追加するようにプロンプトされる可

能性があります。  この場合、 「はい」 をクリックして、新規のデータソースを作成するウィザードステップに従います (次を参照してく

ださい:  データベースへの接続)。

2. 「比較のためのデータベースオブジェクトの選択」するようにプロンプトされると、データソースリストからデータソースを最初に選択し、選

択に含むオブジェクトの横のチェックボックスを選択します。  データソースリストは、DiffDog が起動されてから接続されたアクティブ

なデータソースを全て表示します。 

メモ: 上のダイアログボックスから、データベースツリー構造の上のボタンを使用してデータベースオブジェクトをオプションでグループ化、フィル

ターまたはナビゲートすることができます。詳細に関しては、データベースオブジェクトのナビゲートを参照してください。

3. 「左側」、または、「右側」 をクリックして、比較の左側、または、右側にデータソースを追加し、 「OK」 をクリックします。DiffDog

が比較に選択されたオブジェクトを追加するまで待ってください。 この段階では、 (選択により右側、または、左側の) 比較コンポー

ネントのうちの1つのみにデータソースが割り当てられます。
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4. 空のコンポーネントの「参照」  ボタンをクリックして、使用できる場合、データソースリストから2番目のデータソースを選択します。

それ以外の場合、「クイック接続」   をクリックし、ウィザード ステップ通りに2番目のデータソースに接続します。

5. 比較するオブジェクトの横のチェックボックスを選択し、 「左側」 (または、場合に応じて、 「右側」)をクリックします。

比較されるデータベースが SQLite または Access の場合エクスプローラーからこのステップを実行することができます。SQLite と Access

データベースのクイック比較を参照してください。 

ステップ 2:  (適用できる場合)比較されるオブジェクトをマップする

比較の左側と右側内に表示される2つのオブジェクト間の比較を実行するには、 オブジェクトは線(「マッピング」)で接続される必要がありま

す。 マッピングは、DiffDog にこれら2つのオブジェクトを比較するように命令します。デフォルトで、 DiffDog は、自動的にオブジェクトを名

前別に一致使用と試みます。をして、対応するマッピングが作成されます。 マッピング オプションは、「ツール | DiffDog  オプション | データ

ベースの比較」から調整することができます。必要な場合は、マッピングを手動で作成、または、既存のマッピングを調整することができます。

例えば、オブジェクト名が「左側」と「右側」内で異なる場合2つのオブジェクト間でマッピングを手動で作成する必要があるかもしれません。 

マッピングを作成するには、左側のコンポーネントの三角形をクリックし、左側のマウスボタンを押したままで、右側のコンポーネント上の三角形

にドラッグします。 

比較の全てのマッピングを削除するには、どちらかのコンポーネントのタイトルバーを右クリックし、 「アイテムのマップを解除する」 をコンテキス

トメニューから選択します。単一のマッピングを削除するには、適切なオブジェクトを右クリックし、 「選択範囲のマップを解除する」 をコンテキ

ストメニューから選択します。 または、2つのマップされたオブジェクト間の接続線をクリックし、「削除」を押します。

メモ: テーブルのマッピングの解除はそのテーブルの全ての列のマッピングを解除することに注意してください。

ステップ 3:  比較の実行

オブジェクト間のマッピングが作成されると、比較を実行することができます:

· 「差分とマージ」 メニューから「比較の開始」をクリックします。( または、「比較の開始」  ツールバーボタンをクリックし、また

は、「 F5」を押します)。

比較の結果は次のアイコンにより示されます:

比較されたオブジェクトは両方のコンポーネント内で等しい

左側と右側のコンポーネント内のオブジェクト内の差分

 コンポーネント内で対応するアイテムが不足しています

異なるスキーマオブジェクトは緑色でハイライトされています 

差分を確認する際にたくさんのオブジェクトを含む大きなスキーマをナビゲートするには、個別のオブジェクトを折りたたむ、または、展開すること

ができます。 1つのコンポーネント内のアイテムをダブルクリックすると、アイテムの両方のバージョンはそれぞれ両方のコンポーネント内で同時に

折りたたまれ、または、展開されます。両方のコンポーネント内で全てのアイテムを折りたたむには、次のいずれかを行ってください:

· 「差分とマージ」 メニューから「アイテムを折りたたむ」をクリックします。

· コンポーネントのタイトルバーを右クリックし、「アイテムを折りたたむ」 をコンテキストメニューから選択します。
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7.2 データベーススキーマ比較ファイル

データベーススキーマの比較の実行の後、ファイルに結果を保存することができます。 これは、同じデータベーススキーマを比較する場合に、将

来役に立ちます。データベーススキーマの比較 (.dbsdif) ファイルは、比較に使用されたデータベース、「プロパティ」 ウィンドウ内で定義された

構成オプションが保管されます (データベーススキーマの比較ファイル内に保存されているパスワードは暗号化されています)。

スキーマ比較をファイルに保存する方法:

1. 比較を実行します (次を参照してください:  データベーススキーマの比較の実行).

2. 「ファイル」 メニューから「名前を付けて保存」をクリックし 「Altova データベーススキーマの比較 (.dbsdif)」 をファイル型として選

択します。

スキーマ比較ファイル開く方法:

· 「ファイル」 メニューから「比較ファイルを開く」をクリックし .dbsdif ファイルを参照します。
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7.3 データベーススキーマのマージ

2つのデータベーススキーマ間のスキーマ比較を実行すると (「左側」 と 「右側」 )、 テーブル 差分を2つのデータベースの間で同期化 (マージ)

することができます。マージ操作はデータベースの構成に影響しますが、直接適用されません。代わりに、 DiffDog はマージスクリプトを生成

します。生成された マージスクリプトは、左側のデータベースから 「右側」のデータベースに、または、その逆に変更を適用することができます。 

メモ: (列、キー、または、制約への変更を含む)テーブルの構造 の比較後の差分のみをマージスクリプトは同期化します。テーブルの構

造 の比較後の差分のみをマージスクリプトは同期化します (ストアドプロシージャ、関数、ビューなどの)他のオブジェクトの型の間の

差分のマージ はサポートされません。

マージスクリプトが生成されると、DiffDog 内で直接マージスクリプトを実行することを選択、または、ファイルに保存し後に実行のために使用

します。

データベースに対してマージスクリプトを実行する前に、レビューすることが奨励されます。データベーススキーマ間の構造差分のサイズが大きい

場合、生成された マージスクリプトのサイズも同様に大きくなります。ターゲットデータベース内の複数のアイテムの更新の際に発生する問題を

回避するために、小さいスケールのスクリプトを生成し、段階的に適用することもできます。 例えば、マージに含まれる特定のアイテム (列、 制

約) を選択し、その選択されたオブジェクトのためにのみ、スクリプトを生成することができます。

マージスクリプトを生成して実行する方法:

1.  データベーススキーマの比較を実行します (次を参照してください:  データベーススキーマの比較の実行).

2. 必要に応じて、特定のアイテムのみをマージするには、 コンポーネント内のこれらのアイテムを Ctrl+Click を使用して選択しま

す。 左側、または、右側のコンポーネント内のアイテムを選択しても、マージの方向に影響はありません (例えば、右側のコンポーネ

ント内のアイテムを選択し、左側から右側へのマージを選択することができます)。

重要点:  親のみが選択されている場合、テーブル、または、列の子要素は、自動的にマージに含まれます。 このため、親オブジェク

ト (例えば、 テーブル)を選択する場合、 (列、または、制約などの) マージされる子アイテムも含まれていることを確認してください。

例えば、(下に示されるように)列名が同じで、データ型が異なる場合、有効なマージスクリプトを作成するためにデータ型アイテムを

選択する必要があります。

3. 次のいずれかを行ってください:

· 「差分とマージ」 メニューから「左側から右側へコピーする」を選択します。 

· 「左側から右側へコピーする」  ツールバーボタンをクリックします。

SQL マージスクリプトは、「スキーマをマージ」ダイアログボックス内で表示されます。(上のステップ 2 )マージが開始する前に、アイテ

ムが選択されていない場合、「全てのアイテムを使用」 オプションが選択され、比較ウィンドウ内に「グローバル」マージスクリプトが

表示されます。1つ、または、複数のアイテムがマージのために選択されている場合、 「選択されたアイテムを使用」 オプションは

アクティブです。この場合、「全てのアイテムを使用」 オプションを選択すると、全てのアイテムをマージすることができます。
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4. スクリプトをプレビューし、「実行」をクリックします。

マージスクリプトを修正する場合、オペレーションをキャンセルし、ファイルに SQL マージスクリプトを保存し、外部のエディターを使用して編集、

または、 DatabaseSpy がインストールされている場合、 SQL マージスクリプトを編集します。

DatabaseSpy 内でマージスクリプトを実行する:

1. コンポーネントヘッダー、または、選択されたアイテムの1つを右クリックし、コンテキストメニューから「マージスクリプトの表示:

DatabaseSpy 内で左側から右側へ 」(または、場合により、 マージスクリプトの表示:  DatabaseSpy 内で右側から左

側へ)を選択します。  これにより DatabaseSpy が開かれ、新規のプロジェクトが作成され、ターゲットデータベース (すなわち、

変更が発生する データベース)にデータソース接続が追加されます。 DatabaseSpy 内でプロジェクトが既に開かれている場合、

新規の データソース接続がプロジェクトに追加され、データソースの名前を定義するようにプロンプトされる場合があります。 必要に

応じてスクリプトをチェックし、編集することのできる SQL エディター ウィンドウ内にマージスクリプトが表示されます。 

2. データソースに接続し、「実行」  ボタンをクリックし、または、「F5」 を押して、変更スクリプトを実行し、データベースへスキーマ

の変更をコミットします。
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マージスクリプトをファイルに保存する:

· コンポーネントヘッダー、または、選択されたアイテムの1つを右クリックし、コンテキストメニューから「マージスクリプトの保存:  左側か

ら右側へ...」(または、場合により、 「マージスクリプトの保存:  右側から左側へ...」)を選択します。  
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8 データソースへの接続

最も簡単なケースとして、データベースは、 Microsoft Access、または、SQLite データベースファイルなどのローカルファイルが挙げられま

す。 高度なケースの例としては、 データベースは、アプリケーションが接続し、データを消費するオペレーティングシステムと同じオペレーティングシ

ステムを使用するとは限らない、リモート、または、ネットワーク データベースサーバーに存在します。 例えば、 DiffDog が、 W indows で作

動し、データ (例えば MySQL) へアクセスするデータベースが Linux マシーンで作動することは可能です。

多種のデータベース型とリモートおよびローカルで作業するには、 DiffDog は、データ接続インターフェイスとオペレーティングシステム内で使用

することのできる、または、定期的にメジャーなデータベースベンダーによりリリースされるデータベース ドライバー に従います。常に進化するデー

タベース技術の景観の中、このアプローチは、クロスプラットフォームに対する柔軟性および相互運用性に対応します。 すなわち、 DiffDog

により、以下のデータアクセス技術により主要なデータベースにアクセスすることができます

次の図は、最も簡単な方法で、(ジェネリックなクライアントアプリケーションとして表示されている) DiffDog  と (データベースサーバー、また

は、データベースファイルであることができる)データ保管の間で使用することのできるデータ接続のオプションを示しています。

* 直接なネイティブな接続 は、 SQLite と PostgreSQL データベースのためにサポートされています。 使用中のシステムにインス

トールするために追加ドライバーは必要ではありません。

上の図で示されるように、 DiffDog は、主なデータベース型に次のアクセス技術を使用してアクセスすることができます:

· 基となる OLE DB (Object Linking and Embedding, Database) プロバイダーを使用する ADO (Microsoft®

ActiveX® Data Objects) 

· ADO.NET (データとのインタアクションを有効化する Microsoft .NET Framework 内で使用することのできるライブラリのセッ

ト)

· JDBC (Java データベース 接続)

· ODBC (Open データベース 接続)
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ADO.NET の一部はサポートされていない、または、サポートが制限されている場合があります。次を参照してください： ADO.NET

サポートメモ。

選択するデータベースへの接続のインターフェイスは、既存のソフトウェアのインフラストラクチャによります。 データのアクセス技術と、接続するデ

ータベースと密に統合することのできる、データベースドライバーを通常選択します。例えば、 Microsoft Access 2013 データベースに接続

するには、Microsoft Office Access データベース Eng ine OLE DB プロバイダー などのネィティブなプロバイダを使用する ADO

接続文字列を作成します。 に接続するには、他方、最新の JDBC、ODBC、 または ADO.NET インターフェイスを Oracle W eb サ

イトからダウンロードします。 

W indows 製品 (Microsoft Access または SQL Serverなど) のためのドライバーは、 W indows オペレーティングシステムで使用可

能ですが、他のデータベースの種類では使用することができない可能性があります。メジャーなデータベースベンダーは、対応するデータベースに

ADO、ADO.NET、 ODBC、 または JDBCの組み合わせからクロスプラットフォームアクセスをすることができる、一般使用可能なデータベ

ースクライアントソフトウェアとドライバーを定期的にリリースします。更に、上記の技術のためのサードパーティーのドライバーを使用することがで

きます。 多くの場合は、 １つ以上の方法で必要なデータベースへ使用中のオペレーティングシステムから接続することができます、この結果、

DiffDog からも接続することができます。 使用可能な機能、パフォーマンスパラメーター、と既知の問題はデータアクセス技術および使用され

るドライバーにより異なります。
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8.1 接続ウィザードの開始

DiffDog にはデータソースをセットアップするために必要とするステップを導くウィザードが搭載されています。

ウィザードのステップを開始する前に、データベースの一部の種類は、データベースドライバーまたはデータベースクライアントソフトウェアなどの複

数のデータベースの必須条件を個別にインストールまたは構成する必要があることに注意してください。これらは、通常各データベースのベンダ

ーにより提供され、特定の W indows バージョン用に調整されたドキュメントを含みます。データベースの種類別にグループ化されたデータベ

ースドライバーのリストに関しては、をデータベースドライバーの概要参照してください。

データベース接続ウィザードを開始するには次を行ってください:

· 「ファイル」 メニューから、 「データベーススキーマの比較」 または 「データベースデータの比較」 をクリックします。

データベース型を選択し 「次へ」をクリックすると データベースの種類、技術 (ADO,  ADO.NET, ODBC, JDBC) と使用されるドライバー

により異なる命令が画面に表示されます。 
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例えば、各データベースの種類に適用できるサンプルはデータベース接続のサンプル のセクションを参照してください。各データベースへのアクセ

ス技術に関しては以下のトピックを参照してください:

· ADO 接続の設定

· ADO.NET 接続の設定

· ODBC 接続の設定

· JDBC 接続の設定
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8.2 データベースドライバー概要

以下のテーブルは、特定のデータベースに特定のデータアクセス技術を使用して接続するためによく使用されるデータベースのドライバーのリスト

です。このリストは、完全または規範的なものではありません。以下に表示されているドライバに加え他のネィティブまたはサードパーティー 代替

を使用することができます。

W indows オペレーティングシステムの複数のデータベースドライバーが既に使用されている場合がありますが、代替ドライバーをダウンロードす

る必要があります。データベースの一部に対して、オペレーティングシステムに付随するドライバーよりもデータベースベンダーより提供される最新

のドライバーのパフォーマンスの方が良い場合があります。

データベースのベンダーは、個別にダウンロードすることのできるパッケージ、または、バンドルされたデータベースクライアントソフトウェアを提供しま

す。後者の場合、データベースクライアントソフトウェアは、通常、データベースの管理と接続、およびデータベースクライアントとそのコンポーネント

のインストールと構成を簡素化するために管理と構成ユーティリティにより構成されています。

データベースクライアントを正確に構成することは、データベースへの接続を成功させるために必須です。データベースをインストールして、使用

する前に、各データベースバージョンおよび各 W indows バージョンにより通常異なるデータベースのインストールおよび構成の手順を確認す

ることが奨励されます。 

データベースの種類に関して各データアクセステクノロジーの機能と制限を理解するには、特定のデータベース製品のドキュメントを参照し、特

定の環境に対しての接続をテストします。よく発生する接続問題を回避するために、以下に注意してください。:

· ADO.NET の一部のプロバイダーはサポートされない、または、サポートが制限されています。次を参照してください:  ADO.NET

サポートメモ。

· データベースドライバーをインストールする際、 Altova アプリケーション (32-ビット または 64-ビット)などの同じプラットフォームが使

用されることが奨励されます。 例えば、 32ビットの Altova アプリケーションが 64-ビットオペレーティングシステムで使用される場

合、が使用される場合、32-ビットのドライバーをインストールし、 32-ビットのドライバーを使用して、データベースの接続をセットアッ

プします。 詳細に関しては、 使用可能な ODBC ドライバーの表示 を参照してください。

· ODBC データソースをセットアップする際、データソース名 (DSN) をユーザー DSN の代わりに システム DSN として作成するこ

とが奨励されます。詳細に関しては、 使用可能な ODBC ドライバーの表示 を参照してください。

· When setting

· JDBC データソースをセットアップする際、 JRE (Java Runtime Environment) 、Java Development Kit (JDK) がイ

ンストールされている、またオペレーティングシステムの CLASSPATH 環境変数が構成されていることを確認してください。詳細に

関しては、JDBC 接続のセットアップを参照してください。 

· データベースベンダーからインストールするドライバーおよびデータベースクライアントソフトウェアのインストールの手順とサポートの詳細

は、インストールパッケージのドキュメントを参照してください。公式なまたはサードパーティデータベースドライバーの場合、特定のオペ

レーティングシステムでの特定のドライバーに適用することのできる最も包括的な情報と構成手順は、通常ドライバーインストール

パッケージの一部です。

データベース インターフェイ

ス

ドライバー

Firebird ADO.NET Firebird ADO.NET Data Provider (https://www.firebirdsql.org/en/additional-

downloads/)

JDBC Firebird JDBC driver ( https://www.firebirdsql.org/en/jdbc-driver/ )

ODBC Firebird ODBC driver ( https://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/ )

IBM DB2 ADO IBM OLE DB Provider for DB2

ADO.NET IBM Data Server Provider for .NET

https://www.firebirdsql.org/en/additional-downloads/
https://www.firebirdsql.org/en/additional-downloads/
https://www.firebirdsql.org/en/jdbc-driver/
https://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/
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データベース インターフェイ

ス

ドライバー

JDBC IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ

ODBC IBM DB2 ODBC Driver

IBM DB2 for i ADO

· IBM DB2 for i5/OS IBMDA400 OLE DB Provider

· IBM DB2 for i5/OS IBMDARLA OLE DB Provider

· IBM DB2 for i5/OS IBMDASQL OLE DB Provider

ADO.NET .NET Framework Data Provider for IBM i

JDBC IBM Toolbox for Java JDBC Driver

ODBC iSeries Access ODBC Driver

IBM Informix ADO IBM Informix OLE DB Provider

JDBC IBM Informix JDBC Driver

ODBC IBM Informix ODBC Driver

Microsoft

Access

ADO

· Microsoft Jet OLE DB Provider

· Microsoft Access Database Engine OLE DB Provider

ADO.NET .NET Framework Data Provider for OLE DB

ODBC

· Microsoft Access Driver

MariaDB ADO.NET MariaDB のための専用の .NET コネクタが不足している場合、 MySQL のための コネク

タ/NET を使用してください　 (https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/).

JDBC MariaDB Connector/J (https://downloads.mariadb.org/)

ODBC MariaDB Connector/ODBC (https://downloads.mariadb.org/)

Microsoft SQL

Server

ADO

· Microsoft OLE DB Driver for SQL Server (MSOLEDBSQL)

· Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (SQLOLEDB)

· SQL Server Native Client (SQLNCLI)

ADO.NET

· .NET Framework Data Provider for SQL Server

· .NET Framework Data Provider for OLE DB

JDBC

· Microsoft JDBC Driver for SQL Server ( https://docs.microsoft.com/en-

us/sql/connect/jdbc/microsoft-jdbc-driver-for-sql-server )

ODBC

· ODBC Driver for Microsoft SQL Server ( https://docs.microsoft.com/en-

us/SQL/connect/odbc/download-odbc-driver-for-sql-server )

MySQL ADO.NET

· Connector/NET (https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/)

JDBC Connector/J ( https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/ )

ODBC Connector/ODBC ( https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/ )

https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/
https://downloads.mariadb.org/
https://downloads.mariadb.org/
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/jdbc/microsoft-jdbc-driver-for-sql-server
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/jdbc/microsoft-jdbc-driver-for-sql-server
https://docs.microsoft.com/en-us/SQL/connect/odbc/download-odbc-driver-for-sql-server
https://docs.microsoft.com/en-us/SQL/connect/odbc/download-odbc-driver-for-sql-server
https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/
https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/
https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/
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データベース インターフェイ

ス

ドライバー

Oracle ADO

· Oracle Provider for OLE DB

· Microsoft OLE DB Provider for Oracle

ADO.NET Oracle Data Provider for .NET

(http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/index-085163.html)

JDBC

· JDBC Thin Driver

· JDBC Oracle Call Interface (OCI) Driver

これらのドライバーは、通常、データベースクライアントのインストール中にインストールされます。

(Thin ドライバーではない)  OCI ドライバーを使用する接続は、 Oracle XML DB のコンポ

ーネントを使用しています。

ODBC

· Microsoft ODBC for Oracle

· Oracle ODBC Driver (通常、 Oracle データベースクライアントのインストール中にインス

トールされます)

PostgreSQL JDBC PostgreSQL JDBC Driver ( https://jdbc.postgresql.org/download.html )

ODBC psqlODBC ( https://odbc.postgresql.org/ )

Native

Connection

使用可能。ネイティブな接続を使用する場合、ドライバーをインストールする必要はありません。

Progress

OpenEdge

JDBC JDBC Connector ( https://www.progress.com/jdbc/openedge )

ODBC ODBC Connector ( https://www.progress.com/odbc/openedge )

SQLite Native

Connection

使用可能。ネイティブな接続を使用する場合、ドライバーをインストールする必要はありません。

Sybase ADO Sybase ASE OLE DB Provider

JDBC jConnect™ for JDBC

ODBC Sybase ASE ODBC Driver

Teradata ADO.NET .NET Data Provider for Teradata

(https://downloads.teradata.com/download/connectivity/net-data-provider-

for-teradata)

JDBC Teradata JDBC Driver

(https://downloads.teradata.com/download/connectivity/jdbc-driver)

ODBC Teradata ODBC Driver for Windows

(https://downloads.teradata.com/download/connectivity/odbc-

driver/windows)

http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/index-085163.html
https://jdbc.postgresql.org/download.html
https://odbc.postgresql.org/
https://www.progress.com/jdbc/openedge
https://www.progress.com/odbc/openedge
https://downloads.teradata.com/download/connectivity/net-data-provider-for-teradata
https://downloads.teradata.com/download/connectivity/net-data-provider-for-teradata
https://downloads.teradata.com/download/connectivity/jdbc-driver
https://downloads.teradata.com/download/connectivity/odbc-driver/windows
https://downloads.teradata.com/download/connectivity/odbc-driver/windows
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8.3 ADO 接続の設定

Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) は OLE DB を介して多種のデータソースにデータベースアクセステクノロジーです。 OLE

DB は ODBC または JDBC への代替インターフェイスです。COM (コンポーネント オブジェクト モデル) 環境内での統一されたアクセスを

提供します。ADO は新規の ADO.NET 前のバージョンであり、他のデータソースのためにも使用可能ですが Microsoft Access or

SQL Server などの Microsoft ネイティブなデータベースにアクセスを可能にする方法です。

需要な点は、複数の ADO プロバイダー間から選択することができ、一部はダウンロードされワークステーションに使用する前にインストールさ

れる必要があります。SQL Server への接続のために以下の ADO プロバイダーを使用することができます:

· Microsoft OLE DB Driver for SQL Server (MSOLEDBSQL)

· Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (SQLOLEDB)

· SQL Server Native Client (SQLNCLI)

上記でリストされたプロバイダーで奨励されるプロバイダーは MSOLEDBSQL です。 https://docs.microsoft.com/en-

us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15 からダウンロード可能です。DiffDog

(32-ビット または 64-ビット)のプラットフォームに一致する必要があることに注意してください。SQLOLEDB と SQLNCLI プロバイダーは

非奨励であると考えられています。

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (SQLOLEDB) は共通テーブル式 (CTE) とネストされた SELECT ス

テートメントなどの複雑なクエリのパラメーターバンディングに関する問題があることが知られています。

ADO 接続の設定:

1. データベース接続ウィザードを開始します。

2. 「ADO 接続」をクリックします。

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15
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3. 構築] をクリックします。
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4. 接続するデータプロバイダーを選択します。下のテーブルは一般的なシナリオをリストしています。

このデータベースに接続する方法. . . このプロバイダーを使用する.. .

Microsoft Access

· Microsoft Office Access Database Engine OLE DB

Provider (奨励)

· Microsoft Jet OLE DB Provider

Microsoft Office Access Database Engine OLE DB Provider

がリスト内で使用できない場合 Microsoft Access または Microsoft

Access Database Engine Redistributable

(https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?

id=54920) がコンピューターにインストールされていることを確認してください。

SQL Server

· Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

(MSOLEDBSQL) が OLE DB プロバイダーのために奨励されてい

ます。リストにこのプロバイダーが表示されるためには、プロバイダーが

https://docs.microsoft.com/en-

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15
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このデータベースに接続する方法. . . このプロバイダーを使用する.. .

us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-

server?view=sql-server-ver15 からダウンロードされインストールさ

れる必要があります。

· Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

(OLEDBSQL)

· SQL Server Native Client (SQLNCLI)

他のデータベース データベースに適用可能なプロバイダーを選択してください。

視聴中のデータベースへの OLE DB プロバイダーが使用できない場合 データベー

スベンダーから必要なドライバーをインストールします( データベースドライバー概要を

参照してください)。代わりに ADO.NET、ODBC、または JDBC 接続を設定

します。 

オペレーティングシステムが必要なデータベースのために ODBC ドライバーを必要と

する場合 Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers を使用

することもできます。または ODBC 接続を使用してください。

5. プロバイダーを選択後 [次へ] をクリックしてウィザードを完了します。

ウィザードの次のステップは選択されたプロバイダーにより異なります。SQL Server には、データベースサーバーのホスト名、認証メソッド、デー

タベース名、およびデータベースユーザー名とパスワードを提供または選択する必要があります。サンプルに関しては Microsoft SQL Server

(ADO) への接続 セクションを参照ください。Microsoft Access に関しては、データベースファイルへのパスを参照または提供するように問

われます。サンプルに関しては Microsoft Access (ADO) への接続 セクションを参照ください。

初期化プロパティの完全なリスト (接続パラメーター) は接続ダイアログボックスの 全ての タブで使用可能です。 これらのプロパティは選択さ

れたプロバイダーにより異なり、接続を可能にするために明示的に設定される必要がある場合があります。以下のセクションは Microsoft

Access と SQL Server データベースのための基本的な初期化プロパティを構成する方法について説明しています。

· SQL Server データ リンク プロパティ の設定

· Microsoft Access データ リンク プロパティ の設定

8 .3 .1 既存の Microsoft Access データベースへの接続

このアプローチは、パスワードで保護されていない Microsoft Access データベースに接続する場合に適しています。データベースがパスワー

ドにより保護されている場合、Microsoft Access (ADO) への接続 への接続で説明されている通りデータベースパスワードを設定してくだ

さい。

既存の Microsoft Access データベースへの接続方法:

1. データベース接続ウィザードを実行します ( データベース接続ウィザードの開始を参照)。

2. Microsoft Access (ADO) を選択して、「次へ」 をクリックします。

3. データベースファイルを参照、または、(相対または絶対)パスを入力します。

4. 「接続」 をクリックします。

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15
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8 .3 .2 SQL Server  データ リンク プロパティの設定

Microsoft SQL Server データベースに ADO を介して接続する場合、次のデータリンク プロパティダイアログボックスの全ての タブ内の次

の接続プロパティを設定する必要があります。

データ リンク プロパティ ダイアログ ボックス

プロパティ メモ

統合セキュリティ プロバイダータブで SQL Server Native Client がデータプロバイダーに選択された

場合は、このプロパティを、空白文字に設定します。

セキュリティ情報を保持 このプロパティをTrue に設定する。

8 .3 .3 Microsoft Access  データ リンク プロパティの設定

 Microsoft Access データベースに ADO を介して接続する場合、次のデータリンク プロパティダイアログボックスの全ての タブ内の次の接

続プロパティを設定する必要があります。
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データ リンク プロパティ ダイアログ ボックス

プロパティ メモ

データ ソース このプロパティは、 Microsoft Access データベースファイルへのパスを保管します。デ

ータベースへの接続問題を回避するために、 UNC (Universal Naming

Convention 汎用名前付け規則)パスフォーマットの使用が奨励されます。 例:

\\anyserver\share$\filepath

Jet OLEDB :  システムデータベース このプロパティはワークグループ情報ファイルへのパスを保管します。データベースに接続す

る前に、このプロパティを明示的に設定する必要がある可能性があります。 

"ワークグループ情報ファイル" エラーが理由で接続できない場合、ワークグループ情報

ファイル (System.MDW) をユーザープロファイルに適用できるように設定します (手

順は http://support.microsoft.com/kb/305542 を参照してください)、プロパティ

の値を System.MDW ファイルのパスに設定します。

http://support.microsoft.com/kb/305542
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プロパティ メモ

Jet OLEDB :  データベース パスワード データベースがパスワードで保護されている場合は、このプロパティの値をデータベースのパ

スワードに設定します。
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8.4 ADO.NET 接続のセットアップ

ADO.NET は、データベースからのデータを含むデータと作業するためにデザインされた Microsoft .NET フレームワーク ライブラリのセットで

す。DiffDog から、データベースに接続するには、ADO.NET、Microsoft .NET フレームワーク 4、または、以降を使用する必要がありま

す。 下に表示されているとおり、  .NET プロバイダーを選択して、接続文字列を提供し、データベースに ADO.NET を介して接続します。

 .NET データプロバイダーは、コマンドを実行する特定の型のデータソースへの接続を可能にするクラスのコネクションです (例えば、 SQL

Server または Oracle データベースなど)。すなわち、 ADO.NET とは、 DiffDog などのアプリケーションがデータベースプロバイダーを介

してデータベースと作動することを意味します。各 データプロバイダー は特定の型のデータソースと作動するように最適化されています。.NET

プロバイダーには以下の2つの種類があります :

1. デフォルトとして Microsoft .NET フレームワークを使用して提供されます。

2. 主要なデータベースベンダーを使用して .NET フレームワーク の拡張として提供されます。このような ADO.NET プロバイダーは、

個別人ストールされている必要があり、通常それぞれのデータベースベンダーのウェブサイトからダウンロードすることができます。 

メモ: 特定の ADO.NET プロバイダーは、サポートされていない、または、サポートが制約されています。 ADO.NET サポートに関する

メモを参照してください。 

ADO.NET 接続の作成:

1. データベース接続ウィザードを開始します。

2. 「ADO.NET 接続」をクリックします。

3. .NET データ プロバイダーをリストから選択します。

.NET フレームワークと共に使用することのできるプロバイダーのリストはデフォルトでプロバイダーのリストに表示されます。ベンダ

ーに特有の .NET データプロバイダーは、使用中のシステムに既にインストールされている場合のみ使用することができま

す。 .NET データ プロバイダーは、データベースベンダーにより提供される、.msi、または、.exe ファイルを実行して、GAC

(Global Assembly Cache) 内にインストールされる必要があります。

4. データベース 接続文字列を入力します。 接続文字列は、データベース接続情報をセミコロンで区切られた接続パラメーターのキー

値ペアとして定義します。 例えば、 Data Source=DBSQLSERV;Initial Catalog=ProductsDB;User

ID=dbuser;password=dbpass などの文字列は、サーバー DBSQLSERV 上で、ユーザー名 dbuser と パスワード

dbpass を使用して、 SQL Server データベース ProductsDB に接続します。 接続文字列を、キー値ペアを直接「接続文

字列」ダイアログボックスに入力することにより作成することができます。 他の接続オプションは Visual Studio で作成することがで

きます (次を参照:  Visual Studio 内で接続文字列を作成する)。

接続文字列の構文は、プロバイダーリストより選択されたプロバイダーにより異なります。 例えば、次を参照してください： サン

プル ADO.NET 接続文字列。
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5.   「接続」をクリックします。

8 .4 .1 Visual Studio 内で接続文字列を作成する

ADO.NET を使用してデータソースに接続するには、有効な接続文字列が必要です。次の手順は、 Visual Studio から接続文字列を

作成する方法を説明しています。  

Visual Studio 内で接続文字列を作成する:

1. 「ツール」 メニューから、「データベースへの接続」をクリックします。 

2. リストからデータソースを選択します(この例の場合、 Microsoft SQL Server)。データ プロバイダーは、選択に従い自動的に記

入されます。
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3.   「接続」をクリックします。
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4. データベースへのサーバーホスト名、ユーザー名、およびパスワードを入力します。 この例の場合、サーバー DBSQLSERV 上のデー

タベース ProductsDB に SQL Server 認証を使用して接続します。

5.  「OK」をクリックします。

データベースへの接続に成功した場合、サーバーエクスプローラー ウィンドウに表示されます。サーバーエクスプローラー ウィンドウを、メニューコマ

ンド 「表示 | サーバーエクスプローラー」を使用して表示することができます。 データベース接続文字列を取得するには、サーバーエクスプロ

ーラー ウィンドウ内の接続を右クリックし、「プロパティ」を選択します。 接続文字列が、 Visual Studio プロパティウィンドウに表示されま

す。DiffDog の 「接続文字列」 ボックスに文字列を貼り付ける前に、アスタリスク ( * ) 文字を実際のパスワードと置き換える必要があるこ

とに注意してください。
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8 .4 .2 サンプル ADO.NET 接続文字列

ADO.NET 接続をセットアップするには、データベース接続ダイアログボックスから ADO.NET プロバイダー を選択し、 接続文字列を入力

します。 (次も参照してください ADO.NET 接続のセットアップ)。 異なるデータベースのサンプル ADO.NET 接続文字列は .NET プロバ

イダーの下にリストされています。

Teradata のための .NET Data 

このプロバイダーは、次の Teradata W eb サイトからダウンロードすることができます

(http://downloads.teradata.com/download/connectivity/net-data-provider-for-teradata)。 サンプル接続は以下のとおりで

す:

Data Source=ServerAddress;User Id=user;Password=password;

IBM  i のための .NET Framework データプロバイダー 

このプロバイダーは、 IBM i Access Client Solutions - Windows Application Package の一部としてインストールされます。サ

ンプル接続文字列は以下のとおりです:

DataSource=ServerAddress;UserID=user;Password=password;DataCompression=True;

詳細に関しては、インストールパッケージ内に含まれる「.NET プロバイダー 技術レファレンス ヘルプファイル」を参照してください。 

MySQL のための .NET Framework データプロバイダー 

このプロバイダーを MySQL ウェブサイトからダウンロードすることができます (https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/)。

サンプル接続文字列は以下のとおりです:

Server=127.0.0.1;Uid=root;Pwd=12345;Database=test;

次も参照してください:  https://dev.mysql.com/doc/connector-net/en/connector-net-programming-connecting-

connection-string.html

SQL Server のための .NET Framework データプロバイダー 

サンプル接続文字列は以下のとおりです:

Data Source=DBSQLSERV;Initial Catalog=ProductsDB;User ID=dbuser;Password=dbpass

次も参照してください:  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms254500(v=vs.110).aspx 

http://downloads.teradata.com/download/connectivity/net-data-provider-for-teradata
https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/
https://dev.mysql.com/doc/connector-net/en/connector-net-programming-connecting-connection-string.html
https://dev.mysql.com/doc/connector-net/en/connector-net-programming-connecting-connection-string.html
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms254500(v=vs.110).aspx
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.NET Framework 4.0 のための IBM  DB2 データプロバイダー 10.1.2 

Database=PRODUCTS;UID=user;Password=password;Server=localhost:50000;

メモ: このプロバイダーは、通常 IBM DB2 Data Server Client パッケージと共にインストールされます。 IBM DB2 Data Server

Client パッケージをインストール後 ADO.NET プロバイダーのリスト内で プロバイダーが不足している場合、 次の技術メモを参照

してください:  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21429586。

次も参照してください:

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_10.1.0/com.ibm.swg.im.dbclient.adonet.ref.doc/do

c/DB2ConnectionClassConnectionStringProperty.html

.NET (ODP.NET) のための Oracle データプロバイダー

ODP.NET プロバイダーを含むインストールパッケージを Oracle ウェブサイトからダウンロードすることができます (次を参照してください：

http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/downloads/index.html).  サンプル接続文字列は以下のとおりです:

Data Source=DSORCL;User Id=user;Password=password;

Oracle への接続(ODBC)内で説明されているように tnsnames.ora ファイル内で定義された Oracle サービス名をさす DSORCL がデ

ータソース名の場合。

tnsnames.ora ファイル内のサービス名を構成せず接続する場合は、 以下のような文字列を使用してください:

Data Source=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=host)(PORT=port)))

(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=MyOracleSID)));User

Id=user;Password=password;

次も参照してください:  https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/win.111/b28375/featConnecting.htm 

8 .4 .3 ADO.NET サポートに関するメモ

下のテーブルは DiffDog 内で現在サポートされていない、または、制限のあるサポートのある既知の ADO.NET データベースドライバーがリ

ストされています。

データベース ドライバー サポートノート

全てのデータベース ODBC のための Net Framework

Data Provider

制限つきサポート。Microsoft Access 接続の際に既

知の問題があります。ODBC への直接の接続を代わり

に使用することが奨励されます。

OleDb のための .Net Framework

Data Provider

制限つきサポート。Microsoft Access 接続の際に既

知の問題があります。ADO への直接の接続を代わりに

使用することが奨励されます。 

Firebird Firebird ADO.NET Data Provider 制限つきサポート。ODBC または JDBC を代わりに使

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21429586
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_10.1.0/com.ibm.swg.im.dbclient.adonet.ref.doc/doc/DB2ConnectionClassConnectionStringProperty.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_10.1.0/com.ibm.swg.im.dbclient.adonet.ref.doc/doc/DB2ConnectionClassConnectionStringProperty.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/downloads/index.html
https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/win.111/b28375/featConnecting.htm
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データベース ドライバー サポートノート

用することが奨励されます。

Informix .NET Framework 4.0  のための IBM

Informix Data Provider 

サポートされていません。DB2 Data Server

Provider を代わりに使用してください。

IBM DB2 for i

(iSeries)

i5/OS のための .Net Framework

Data Provider

サポートされていません。IBM i Access Client

Solutions - Windows Application Package の

一部として提供されている .Net Framework Data

Provider for IBM i を代わりに使用してください。

Oracle Oracle のための .Net Framework

Data Provider

制限つきサポート。.NET Framework と共にこのドライ

バは提供されていますが、 Microsoft により使用を奨励

されていません。 

PostgreSQL - このベンダーのための ADO.NET ドライバ はサポートさ

れていません。ネイティブな接続を代わりに使用してくださ

い。

Sybase - このベンダーのための ADO.NET ドライバ はサポートさ

れていません。



(C) 2015-2021 Altova GmbH

ODBC 接続の設定 165データソースへの接続

Altova DiffDog 2021

8.5 ODBC 接続の設定

ODBC (Open Database Connectivity) は、一般に使用されているデータアクセス技術で、DiffDog からデータベースに接続すること

ができます。データベースにアクセスするための主要な手段として、またはネイティブな OLE DB- や JDBC-による接続の代替として使用す

ることができます。

ODBC を使用してデータベースに接続するには、最初に ODBC  データソース名(DSN) を作成する必要があります。このステップは、他の

ユーザーまたはオペレーティングシステムにより DSN が既に作成されている場合必要ありません。DSN は、統一された、 DiffDog を含むオ

ペレーティングシステム上の ODBC に対応したクライアントアプリのデータベース接続方法を表します。DSN には以下の種類があります:

· ファイル DSN

· ユーザー DSN

· ファイル DSN

オペレーティングシステムで特権を持つすべてのユーザーはシステム データ ソースにアクセスすることができます。作成したユーザーのみがユーザ

ー データ ソースにアクセスすることができます。ファイル DSN を作成した場合、データソースは .dsn 拡張子を持つファイルとして作成され、

データソースにより使用されているドライバーがインストールされていることが前提で、他のユーザーと共有することができます。 

ODBC 接続ダイアログボックス内の [ODBC 接続] をクリックすると、使用中のコンピューターで既に使用することのできる DSN はデータベ

ース接続ダイアログボックスに表示されています。
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ODBC 接続ダイアログボックス

データベースにより必要とされる DSN が無い場合、 DiffDog データベース接続ウィザードが作成の手助けをします。しかし、 W indows オ

ペレーティングシステムに直接作成することもできます。いずれにせよ、続行する前に、使用中のデータベースに ODBC ドライバーがオペレー

ティングシステムの ODBC ドライバーリストに適用できることを確認してください。 ( 使用可能な ODBC ドライバーの表示を参照 )。

新規の DSNを使用しての接続:

1. データベース接続ウィザードを開始します。 

2. データベース接続ダイアログボックスの [ODBC 接続] をクリックします。

3. システム DSN を作成するには、オペレーティングシステムの管理者権限が必要です。

また、 DiffDog が管理者として作動している必要があります。

4. 「追加」  をクリックします。
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5. ドライバーを選択して、(作成する DSN の種類に応じて) [ユーザー DSN] または [システム DSN] をクリックします。 使用中

のデータベースに適用することのできるドライバーがリストされていない場合、データベースベンダー からダウンロードして、インストール

してください。 (次を参照:  データベースドライバー概要 )。

6. ポップアップするダイアログボックスに特定の接続情報を入力してセットアップを完了します。

接続を成功させるには、データベースサーバーのホスト名(または IP アドレス)、とデータベースのユーザー名およびパスワードを提供する必要が

あります。 他の接続パラメーターがある可能性がありますが、これらのパラメーターはデータベースプロバイダーにより異なります。各接続方法に

固有のパラメーターについての詳細は、ドライバープロバイダーのドキュメントを参照してください。一度作成されると、 DSN はデータソース名

のリストで使用することができます。これによりデータベース接続の詳細をデータベースの接続を希望する際いつでも使用することができます。ユ

ーザー DSN はユーザー DSN のリストに追加されますが、システム DSN はシステム DSN のリストに追加されます。

既存の DSNを使用しての接続:

1. データベース接続ウィザードを開始します。 

2. [ODBC 接続] をクリックします。

3. 既存のデータソース(ユーザー DSN、 システム DSN、 ファイル DSN) から種類を選択します

4. 既存 DSN レコードをクリックして、「接続」をクリックします。

既存の .dsn ファイルをベースにして接続文字列を構築する:

1. データベース接続ウィザードを開始します。 

2. [ODBC 接続] をクリックします。

3. [接続文字列の構築] を選択して [構築] をクリックします。

4. ファイル DSN を使用して、接続文字列を構築する場合、[ファイルデータソース] タブをクリックします。それ以外の場合は、[マシ

ーンデータソース] タブをクリックします。(システム DSN と ユーザー DSN は "マシン" データソースとして知られています。) 

5. 必要とされる .dsn ファイルを選択して、 「OK」 をクリックします。

用意された接続文字列を使用して接続する:

1. データベース接続ウィザードを開始します。 

2. [ODBC 接続] をクリックします。

3. [接続文字列の構築] を選択しています。 

4. 接続文字列を与えられたボックスに貼り付け、「接続」 をクリックします。

8 .5 .1 使用可能な ODBC ドライバーの表示

ODBC データソース管理で使用中のオペレーティングシステムで使用可能な ODBC ドライバーを確認することができます。 W indows コン

トロールパネルの管理ツールから ODBC データソース管理 (Odbcad32.exe) にアクセスすることができます。 64-ビット版オペレーティン

グシステムには、2 種類のバージョンの実行可能ファイルがあります:

· C:\Windows\SysWoW64 ディレクトリにある、 Odbcad32.exe ファイルの 32-ビット版バージョン (C: が使用中のシス

テムドライブとして前提されています)。

· C:\Windows\System32 ディレクトリにある、Odbcad32.exe  ファイルの 64-ビット版バージョン 

インストールされている 32-ビット版データベース ドライバー は、 ODBC データソース管理の 32-ビット版バージョンで、 64-ビット版バージョ

ン内の 64-ビット版ドライバーで確認することができます。ですから、対応するバージョンの ODBC データソース管理でデータベースドライバー

を確認してください。
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ODBC データソース管理者

ターゲットデータベースのドライバーがリストに存在しない場合、または、代替ドライバーを追加する場合、データベースのベンダーからダウンロー

ドしてください (データベースドライバー概要 を参照)。 ODBC ドライバー がシステムで使用可能になると、 ODBC 接続を作成することが

できます(ODBC 接続のセットアップを参照)。
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8.6 JDBC  接続の設定

JDBC (Java Database Connectivity) は、 Oracle の Java ソフトウェアプラットフォームの一部であるデータベースアクセスインター

フェイスです。JDBC 接続は ODBC 接続に比べ、通常よりもリソースを集中的に使用する接続ですが、 ODBC で使用することのできな

い機能を使用することができます。 ODBC コネクタにより使用できないデータベース機能を使用する場合 JDBC 接続を使用することが奨

励されています。

前提条件

· JRE (Java Runtime Environment) または Java Development Kit (JDK) がインストールされている必要があります。

これは Oracle JDK または  Oracle OpenJDK などのオープンソースビルドであることができます。 DiffDog は次のロケーショ

ンから Java Virtual Machine (JVM) へのパスを次の順序で決定します:  a) アプリケーション オプション内で設定したカスタム

JVM パス  Java 設定を参照してください。 b) W indows レジストリ内で見つかった JVM パス。 c) JAVA_HOME 環境変

数。

· DiffDog (32-ビット、 64-ビット) のプラットフォームが JRE/JDK のプラットフォームに一致することを確認してください。 

· データベースベンダーからの JDBC ドライバーがインストールされている必要があります。これは使用可能でありデータベースによりサ

ポートされている場合、データベースクライアントインストールの一部として、または、 JDBC ライブラリ (. jar ファイル) として個別に

ダウンロードされている JDBC ドライバーの可能性があります。データベース接続のサンプル も参照してください。 

· Oracleデータベースに接続する場合は、一部の Oracle ドライバーは特定の JRE バージョンに固有のため、追加コンポーネント

と構成が必要な点に注意してください。 Oracle 製品のドキュメント  (例えば、 「JDBC開発者ガイドおよびリファレンス」) には、

各 JDBC ドライバーの構成の手続きの詳細が説明されています。

· CLASSPATH 環境変数は、(. jar ファイルの1つまたは複数の) 使用中の W indows オペレーティングシステムの JDBC ドライ

バーのパスを含む必要があります。データベースクライアントをインストールする際に、インストーラーはこの変数を自動的に構成する

可能性があります (CLASSPATH の構成を参照)。

W indows 資格情報を使用して JDBC を介して SQL Server に接続する方法

W indows 資格情報 (統合されたセキュリティ) を使用して JDBC を介して SQL Serverに接続する場合、以下に注意してください:

· JDBC ドライバーパッケージに含まれている sqljdbc_auth.dll ファイルはシステム PATH 環境変数上のディレクトリにコピーさ

れる必要があります。このようなファイルは2個存在します。1つは x86 プラットフォームのために、もう1つは x64 プラットフォームのた

めに存在します。JDK プラットフォームに対応する PATH が追加されていることを確認してください。

· JDBC 接続文字列はプロパティ integratedSecurity=true を含む必要があります。このプロパティを異なる場所から追

加することができます:

o データベース接続ウィザードから追加することができます。以下を参照してください。

o データベース コンポーネント設定から追加することができます。

o 適応可能な場合、生成済みの Java コード内のデータベース接続文字列の編集をすることにより追加することができます。 

詳細に関しては SQL Server のための M icrosoft JDBC ドライバー ドキュメントを参照してください。

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/jdbc/building-the-connection-url。

JDBC 接続のセットアップ方法

1. データベース接続ウィザードを開始します。

2. 「JDBC 接続」 をクリックします。

3. 任意で、 セミコロンで区切られた . jar ファイルパスのリストを「クラスパス」テキストボックスに入力することもできます。ここで入力され

る . jar ライブラリは、 CLASSPATH 環境変数内で既に定義されているものに加え、環境にロードされます。  「クラスパス」テキスト

ボックスの編集が完了すると、ソース . jar ライブラリ内で検索される JDBC ドライバーは、「ドライバー」 リストに自動的に追加され

ます (次のステップを参照してください)。

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/jdbc/building-the-connection-url
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4. 「ドライバー」の横で JDBC ドライバー をリストから選択、または、Java クラス名を入力します。 CLASSPATH 環境変数により

構成された JDBC ドライバー および、「クラスパス」テキストボックス内で検出されたドライバーが含まれます(次を参照:

CLASSPATH の構成)。

CLASSPATH 変数内で定義されている JDBC ドライバーのパスを使用することができます。また、データベース接続ダイア

ログボックスに直接入力された . jar パスは Java Virtual Machine (JVM) によりサポートされています。 JVM  は接続

を構築するためのドライバーを決定します。 JVM にロードされる Java クラスを確認し、 JDBC ドライバーの競合、およ

び、データベースに接続する際に発生する予期されないエラーを回避するようにしてください。 

5. 対応するボックスに、ユーザー名とパスワードを入力します。

6. データベース URL テキストボックス内に、JDBC 接続 URL (文字列) をデータベースの型のとおり入力します。次のテーブルは一

般のデータベースの型のための JDBC 接続 URL (文字列) の構文について説明しています。

データベース JDBC 接続 URL

Firebird

jdbc:firebirdsql://<host>[:<port>]/<database path or

alias>

IBM DB2

jdbc:db2://hostName:port/databaseName

IBM DB2 for i

jdbc:as400://[host]

IBM Informix

jdbc:informix-

sqli://hostName

:port/databaseName:INFORMIXSERVER=myserver

MariaDB

jdbc:mariadb://hostName:port/databaseName

Microsoft SQL Server

jdbc:sqlserver://hostName:port;databaseName=name

MySQL

jdbc:mysql://hostName:port/databaseName
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データベース JDBC 接続 URL

Oracle

jdbc:oracle:thin:@hostName:port:SID

jdbc:oracle:thin:@//hostName:port/service

Oracle XML DB

jdbc:oracle:oci:@//hostName:port:service

PostgreSQL

jdbc:postgresql://hostName:port/databaseName

Progress OpenEdge

jdbc:datadirect:openedge://host

:port;databaseName=db_name

Sybase

jdbc:sybase:Tds:hostName:port/databaseName

Teradata

jdbc:teradata://databaseServerName

メモ: 上記のフォーマットに対する構文のバリエーションも使用することができます (例えば、データベース URL はポートを除外、またはデ

ータベースのユーザー名とパスワードを含む可能性があります)。詳細はデータベースのベンダーのドキュメントを参照してください。 

7. 「接続」をクリックします。

8 .6 .1 CLASSPATH の構成

CLASSPATH 環境変数はクラスと、オペレーティングシステム上の他のリソースファイルを検索するため Java Runtime Environment

(JRE)  または Java Development Kit (JDK) により使用されます。 JDBC を介してデータベースに接続すると、この変数はオペレー

ティングシステム上の JDBC ドライバーへのパス、または一部の場合、使用中のデータベースの種類に固有の追加ライブライファイルへのパス

を含むように構成されなければなりません。

下のテーブルは、 CLASSPATH 変数に通常含まれる必要のあるサンプルファイルパスをリストしています。重要なことは、システム上の情報を

システム上の JDBC ドライバーのロケーション、 JDBC ドライバー名、およびオペレーティングシステム上に存在する JRE/JDK バージョンを

ベースにしたこの情報を調整する必要があります。接続問題を避けるために、使用中のオペレーティングシステムにインストールされている

JDBC ドライバに適用されるインストールの指示、インストール前とインストール後の構成ステップを確認してください。 

データベース サンプル CLASSPATH エントリ

Firebird

C:\Program Files\Firebird\Jaybird-2.2.8-JDK_1.8\jaybird-full-

2.2.8.jar

IBM DB2

C:\Program Files (x86)\IBM\SQLLIB\java\db2jcc.jar;C:\Program

Files (x86)\IBM\SQLLIB\java\db2jcc_license_cu.jar;

IBM DB2 for i

C:\jt400\jt400.jar;

IBM Informix

C:\Informix_JDBC_Driver\lib\ifxjdbc.jar;

Microsoft SQL Server

C:\Program Files\Microsoft JDBC Driver 4.0 for SQL

Server\sqljdbc_4.0\enu\sqljdbc.jar

MariaDB

<installation directory>\mariadb-java-client-2.2.0.jar

MySQL

<installation directory>\mysql-connector-java-version-bin.jar;

Oracle

ORACLE_HOME\jdbc\lib\ojdbc6.jar;
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データベース サンプル CLASSPATH エントリ

Oracle (with XML DB)

ORACLE_HOME\jdbc\lib\ojdbc6.jar;ORACLE_HOME\LIB\xmlparserv2.jar

;ORACLE_HOME\RDBMS\jlib\xdb.jar;

PostgreSQL

<installation directory>\postgresql.jar

Progress OpenEdge

%DLC%\java\openedge.jar;%DLC%\java\pool.jar;

メモ:Progress OpenEdge SDK がマシンにインストールされていると想定します。 %DLC% は

OpenEdge がインストールされているディレクトリです。

Sybase

C:\sybase\jConnect-7_0\classes\jconn4.jar

Teradata

<installation directory>\tdgssconfig.jar;<installation

directory>\terajdbc4.jar

· CLASSPATH 変数の変更は、使用中のコンピュータの Java アプリケーションの振る舞いに影響する可能性があります。続行する

前に生じえる影響を把握するために、 Java ドキュメントを参照してください。

· 環境変数は、ユーザーまたはシステムであることができます。システム環境変数を変更するには、オペレーティングシステムに対する管

理者権限が必要です。 

· 環境変数を変更後、設定の変更を有効にするには、プログラムを再起動してください。または、オペレーティングシステムをログオフまた

は再起動してください。

W indows 7 で CLASSPATH を構成する:

1. [スタート] メニューを開始して、[コンピューター] を右クリックします。

2. [プロパティ] をクリックします。

3. [システムの詳細設定] をクリックします。

4. [詳細設定] タブから [環境変数] をクリックします。

5. CLASSPATH 変数を、ユーザーまたはシステム環境変数からロケートして、編集をクリックします。CLASSPATH 変数が存在

しない場合は、[新規] をクリックして作成します。

6. オペレーティングシステム内で JDBC ドライバーがある場所にパスを含むように変数の値を編集します。JDBC ドライバーパスを他

の既に CLASSPATH 変数内にあるパスから区別するためにセミコロン( ; )で区切ります。

W indows 10  で CLASSPATH を構成する:

1. W indows キーを押して、環境編集を入力します。

2. [システム環境変数の編集] の提案をクリックします。

3. [環境変数] をクリックします。

4. CLASSPATH 変数を、ユーザーまたはシステム環境変数からロケートして、編集をクリックします。CLASSPATH 変数が存在

しない場合は、[新規] をクリックして作成します。

5. オペレーティングシステム内で JDBC ドライバーがある場所にパスを含むように変数の値を編集します。JDBC ドライバーパスを他

の既に CLASSPATH 変数内にあるパスから区別するためにセミコロン( ; )で区切ります。
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8.7 PostgreSQL 接続のセットアップ

PostgreSQL データベースへの接続は、ネイティブな接続として、または、 ODBC、 JDBC、 および他の ドライバーを使用して確立するこ

とができます。ネイティブな接続の利点は、使用中のシステムにインストールする場合、ドライバーを必要としないことです。 

ネイティブでは内ドライバーを使用しての接続を作成する場合は、以下のトピックを参照してください:

· JDBC 接続の設定

· PostgreSQL (ODBC) への接続

それ以外の場合、PostgreSQL へのネイティブの接続をセットアップする場合、以下の手順に従ってください。 継続するには、以下の前提

条件が必要です:  ホスト名、 ポート、データベース名、ユーザー名、および パスワード。

ネイティブ Postg reSQL 接続のセットアップ:

1. データベース接続ウィザードを開始します. 

2. 「Postg reSQL 接続」をクリックします。

3. 対応するボックスに、ホスト(PostgreSQL が同じマシンで作動している場合、ローカルホスト )、ポート(通常、 5432 ですが、こ

れは任意です)、 データベース名、ユーザー名とパスワードを入力します。

4.  「接続」をクリックします。

PostgreSQL データベースサーバーが異なるマシンに存在する場合、次の点に注意してください:

· PostgreSQL データベースサーバー は、クライアントからの接続を受け入れるように構成されなければなりません。具体的には、

pg_hba.conf ファイルがローカルではない接続を許可するように構成される必要があります。 第2に、 postgresql.conf ファ
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イルは、特定された IP アドレス とポートをリッスンするように構成される必要があります。 詳細に関しては、 PostgreSQL ドキュ

メントを参照してください (https://www.postgresql.org/docs/9.5/static/client-authentication-problems.html)。

· サーバーマシンがファイアウォールを越えてデザインされたポート (通常、5432) 上で接続を受け入れるように構成されている必要が

あります。 例えば、 「 コントロールパネル > W indows ファイアウォール > 詳細設定 > 受信の規則」で設定すると、

W indows 上で作動するデータベースサーバーでは、ファイアーウォールを越えてポート 5432 に接続を許可するルールを作成する

必要がない場合があります。 

https://www.postgresql.org/docs/9.5/static/client-authentication-problems.html
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8.8 SQLite 接続の設定

SQLite (http://www.sqlite.org)  は、ポータブル性とインストールの簡便性が重要な場合理想的な構成のファイルベースの、内蔵のデー

タ型です。 Since SQLite データベースは、DiffDog によりネイティブにサポートされるため、接続のためにドライバーをインストールする必要

はありません。 

8 .8 .1 既存の SQLite データベースへの接続

既存の SQLite データベースに接続する方法:

1. データベース接続ウィザードを実行します ( データベース接続ウィザードの開始を参照)。

2. SQLite を選択して、「次へ」 をクリックします。

3. SQLite データベースファイルを参照して、または、(相対または絶対)パスを入力します。 「接続」 ボタンは、データベースファイルへ

のパスを入力すると有効化されます。

4. 「外部キーの無効化」 チェックボックスを任意で選択します。次も参照してください:  外部キーの制約。

5. 「接続」 をクリックします。

8 .8 .2 外部キーの制約

DiffDog, から既存の SQLite データベースに接続する場合、  デフォルトで、外部キーの制約 が有効化されます。外部キーの制約はデー

タベース内のデータの整合性を保持する手助けを行います。例えば、外部キーが有効化されていると、他のテーブル内に依存関係がある場

合、テーブルからレコードを削除することができません。 

特定の場合、一時的にこの振る舞いをオーバーライドし、外部キーを無効化する必要がある場合があります。例えば、データ検証エラー無し

にデータの列を更新、または、挿入する場合など。SQLite データベースに接続する前に、明示的に外部キーを無効化するには、データベー

ス接続ウィザードの 「外部キーの無効化」 オプションを選択します。

http://www.sqlite.org
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「SQLite への接続」 ウィザードページ

外部キーが無効化されていると、検証チェックのためチェックすることのできなかったデータに対して操作をおこなうことができます。同時に、データ

ベース内に不正確なデータを入れてしまう危険性、または、「無所属の」行を作成する可能性あります。(「無所属の」行の例は、

「address」テーブルにリンクされていない「person」テーブル内のアドレスなどが挙げられます。これは、個人名が削除されているにもかかわら

ず、この個人に関連した住所が削除されていない場合などにこのような行が発生します。)
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8.9 データソースとして CSV ファイルを追加する

データベースに加え、コンマにより区切られた値I (CSV) またはタブにより区切られた値 (TSV) ファイルを使用することができます。 CSV ファ

イルを正しく開くためには、各行内のフィールドが次の区切り文字により区切られている必要があります:コンマ、タブ、セミコロン。また、ファイル

内の各ラインには同じ数のフィールドが含まれている必要があります。ファイルの拡張子は重要ではありません。

CSV または TSV ファイルへの接続:

1. データベース接続ウィザードを開始します (データベース接続ウィザードの開始を参照します )。

2. 「CSV/TSV ファイル」 をダイアログボックスの左側から選択します。

3. 「参照」 をクリックしてソースファイルを選択、またはファイルへのパスを入力します。「接続」 ボタンはファイルへのパスが入力されると

有効化されます。

4. ソースファイル (タブ、コンマ、セミコロン)内で使用されるセパレーターを選択します。

5. 最初の行をヘッダー行として扱います。「最初の行がヘッダー行です」チェックボックスを選択してください。

6. 「接続」をクリックします。
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8.10 グローバルリソースからの接続の使用

Altova グローバルリソースはファイル、フォルダー、およびデータベースへのポータブルなレファレンスです。以前にデータベースをグローバルリソース

として既に構成している場合、接続をいつでも再使用することができます (異なる Altova アプリケーション間でも使用可能)。 

グローバルリソースからのデータベース接続の使用:

1. データベース接続ウィザードを開始します。

2. [グローバルリソース] をクリックします。 グローバルリソースとして使用可能なデータベース接続がリストされます。

3. データベース接続履歴から 「接続」 をクリックします。

ヒント: 各グローバルリソースの追加情報を取得するために、マウスカーソルをグローバルリソースにポイントします。
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8.11 データベース接続のサンプル

ADO、ODBC、または JDBC を使用したDiffDog からのデータベースへの接続のためのサンプルがこのセクションには含まれています。

ADO.NET 接続サンプルは個別にリストされています サンプル ADO.NET 接続文字列 を参照してください。For instructions about

establishing a native connection to PostgreSQL と SQLite へのネイティブな接続の作成のための手順は、それぞれ

PostgreSQL 接続のセットアップ と SQLite 接続のセットアップ を参照してください。

以下の点に注意してください:

· W indows 構成、ネットワーク環境、およびデータベースクライアント、または、サーバーソフトウェアが各サンプルと異なる場合手順

は異なります。 

· ほぼすべてのデータベースの型では、 １つ以上のデータアクセステクノロジー (ADO、ADO.NET、ODBC、JDBC) またはドライ

バーを使用して接続することができます。データベース接続パフォーマンス、およびドライバーの機能と制限は、 DiffDog 外で構成

された選択されたドライバー、(該当する場合)データベースクライアントソフトウェア、および追加接続パラメータなどによって異なりま

す。 

8 .11 .1 Firebird (JDBC) への接続

このサンプルでは Firebird データベースサーバーへの接続のサンプルの命令について説明されています。

必要条件:

· JRE (Java Runtime Environment) または Java Development Kit (JDK) がインストールされている必要があります。

これは Oracle JDK または  Oracle OpenJDK などのオープンソースビルドであることができます。 DiffDog は次のロケーショ

ンから Java Virtual Machine (JVM) へのパスを次の順序で決定します:  a) アプリケーション オプション内で設定したカスタム

JVM パス  Java 設定を参照してください。 b) W indows レジストリ内で見つかった JVM パス。 c) JAVA_HOME 環境変

数。

· DiffDog (32-ビット、 64-ビット) のプラットフォームが JRE/JDK のプラットフォームに一致することを確認してください。

· Firebird JDBC ドライバーが使用中のオペレーティングシステムで使用可能である必要があります (データベースへの接続を可能

にする . jar ファイルのフォームをとります)。 ドライバーは Firebird  W eb サイトからダウンロードすることができます

( http://www.firebirdsql.org/ )。 このサンプルは、Jaybird 2.2.8  を使用します。

· データベース 接続の詳細があります:  ホスト、データベース パス、またはエイリアス、 ユーザー名、およびパスワード。

JDBC を使用して Fireb ird に接続する:

1. データベース接続ウィザードを開始します. 

2.  「JDBC 接続」をクリックします。

3. 「クラスパス」の横にデータベースへの接続を与える . jar ファイルへのパスを入力します。必要であれば、セミコロンで区切られた . jar

ファイルパスのリストを入力することもできます。 このサンプルでは、必要とされる . jar ファイルは次のパスを使用して見つけることがで

きます:  C:\jdbc\firebird\jaybird-full-2.2.8.jar。 . jar ファイルパスをオペレーティングシステムの CLASSPATH 環境変

数に追加した場合、「クラスパス」テキストボックスを空白のままにすることができます。 (次も参照:  CLASSPATH の構成)。

4. 「ドライバー」ボックスから、org.firebirdsql.jdbc.FBDriver を選択します。このエントリは、有効な . jar ファイルパスが、「クラ

スパス」テキストボックス内、または、オペレーティングシステムの CLASSPATH 環境変数内で検出された場合のみ使用することが

できます (前のステップを参照してください)。

http://www.firebirdsql.org/
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5. 対応するテキストボックスに、データベースへのユーザー名とパスワードを入力します。

6. URL テキストボックスに、データベースサーバーに適用することのできるハイライトされた値を置き換える、データベースサーバーの接

続文字列を入力します。 

jdbc:firebirdsql://<host>[:<port>]/<databese path or alias>

7. 「接続」 をクリックします。

8 .11 .2 Firebird (ODBC) への接続

このサンプルでは、 Linux サーバー上で実行される、 Firebird 2.5.4 データベースへの接続について説明されています。

必要条件:

· Firebird データベースサーバーは、クライアントからの TCP/IP 接続を受け入れるように構成されています。 

· Firebird ODBC ドライバーを使用中のオペレーティングシステムにインストールする必要があります。 このサンプルは、を使用しま

す。  Firebird ODBC ドライバー バージョン 2.0.3.154 は、 Firebird ウェブサイト ( http://www.firebirdsql.org/ ) から

ダウンロードすることができます。

· Firebird クライアントを、使用中のオペレーティングシステムにインストールする必要があります。  Firebird 2.5.4 クライアントのた

めのスタンドアロンのインストーラーが存在しない点に注意してください。また、クライアント は、サーバーのインストールパックの一部で

す。 Firebird サーバー インストールパック を Firebird ウェブサイト( http://www.firebirdsql.org/ ) からダウンロードすること

ができます。ダウンロードの際、 [スーパークラシック/クラシック または スーパーサーバーのための、W indows 実行ファイル] インスト

http://www.firebirdsql.org/
http://www.firebirdsql.org/
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ーラーを選択してください。 クライアントファイルのみをインストールする場合、 [最小クライアントインストール- サーバーツール無

し] を選択します。

重要点:

· Firebird ODBC ドライバー および クライアント (32 ビット または 64 ビット) のプラットフォームは、 DiffDog

のプラットフォームに適応する必要があります。

·  Firebird クライアントのバージョンは、接続されている Firebird サーバーのバージョンに適応する必要がありま

す。 

· データベース 接続の詳細:サーバー上の サーバー ホスト名 または IP アドレス、 データベース パス (または エイリアス)、 ユーザー

名、 および パスワード。

ODBC を使用して Fireb ird に接続する:

1. データベース接続ウィザードを開始します。

2. [ODBC 接続] をクリックする。

3. [ユーザー DSN] を選択して、(または、管理者の特権がある場合、  [システム DSN] を選択して、)[追加 ] をクリックしま

す。

4. Firebird ドライバーを選択して、をクリックします。 そして [ユーザー DSN] (前のステップでの選択により、または、[システム

DSN])。Firebird ドライバーがリスト内に存在しない場合、使用中のオペレーティングシステムにインストールされていることを確認

してください  ( 使用可能な ODBC ドライバーの表示 を参照)。



182 データソースへの接続 データベース接続のサンプル

(C) 2015-2021 Altova GmbH

Altova DiffDog 2021

5. データベース 接続の詳細を入力します:

データソース名 (DSN)

作成する詳細名とデータソースを入力します。

データベース

サーバー ホスト名 または IP アドレスをコロンとデータベース エイリアス(または パス)の

後に入力します。このサンプルでは、ホスト名は、 f i r eb i r dser v、データベースエイ

リアスは、 products です:

firebirdserv:products

データベース エイリアスを使用することにより、 サーバー側上では、データベース管理者

は、エイリアス製品を構成し、サーバー上の実際の Firebird (. fdb) データベースファ

イルをポイントします (詳細は、Firebird のドキュメントを参照してください)。 

ホスト名の代わりに  サーバー IP アドレス、エイリアスの代わりにパス を使用することも

できます。ですから、以下のサンプル接続の文字列は有効です:

firebirdserver:/var/Firebird/databases/butterflies.fdb

127.0.0.1:D:\Misc\Lenders.fdb

データベースが W indows マシン上に存在する場合、[参照] をクリックして、

Firebird (. fdb) データベースファイルを直接選択します。 

クライアント

fbclient.dll ファイルへのパスを入力します。デフォルトでは、これは Firebird インス

トールディレクトリのサブディレクトリです。 
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データベース アカウント

データベース 管理者 (このサンプルの場合 PROD_ADMIN) により与えられたデータベ

ース ユーザー名を入力します。

パスワード

データベース 管理者により与えられた データベース パスワード を入力します。

6. 「OK」 をクリックします。

8 .11 .3 IBM DB2 (JDBC) への接続

このサンプルでは、 JDBC を使用して IBM DB2 データベースサーバーに接続する手順のサンプルについて説明されています。

必要条件:

· JRE (Java Runtime Environment) または Java Development Kit (JDK) がインストールされている必要があります。

Oracle JDK または Oracle OpenJDK などのオープンソースビルドであることができます。 DiffDog は次のロケーションから

Java Virtual Machine (JVM) へのパスを次の順序で決定します:  a) アプリケーション オプション内で設定したカスタム JVM

パス  Java 設定を参照してください。 b) W indows レジストリ内で見つかった JVM パス。 c) JAVA_HOME 環境変数。

· DiffDog (32-ビット、 64-ビット) のプラットフォームが JRE/JDK のプラットフォームに一致することを確認してください。このサン

プルは Oracle の OpenJDK 11.0 64-bit を使用し、その結果 DiffDog の 64 ビットバージョンを使用します。

· (データベースへの接続を与える1つ、または、複数の . jar ファイル)  JDBC ドライバーが使用中のオペレーティングシステムで使用

可能である必要があります。IBM Data Server Client バージョン 10.1 (64-ビット) をインストール後使用することのできる

JDBC ドライバーをこのサンプルは使用しています。JDBC ドライバーをインストールするためには、通常 インストールを選択してく

ださい。または、インストールウィザードでこのオプションを明示的に選択してください。
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デフォルトのインストールパスを変更していない場合、インストール後必要とされる . jar ファイルは C:\Program

Files\IBM\SQLLIB\java ディレクトリ内で見つけることができます。

· 以下のデータベース詳細が必要になります:  ホスト、 データベース、 ポート、 ユーザー名、 および、パスワード。

JDBC を使用して IBM DB2 に接続する:

1. データベース接続ウィザードを開始します.

2. 「JDBC 接続」をクリックします。

3. 「クラスパス」の横に、データベースへの接続を与える . jar ファイルへのパスを入力します。このサンプルは C:\Program

Files\IBM\SQLLIB\java\db2jcc.jar を参照します。データベースサーバーバージョンにより db2jcc4.jar ドライバーを参照

する必要がある場合があります。ドライバーの互換性に関しては IBM ドキュメントを参照してください (http://www-

01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21363866)。. jar ファイルパスをオペレーティングシステムの

CLASSPATH 環境変数に追加している場合クラスパステキストボックスを空にしておくことができます (CLASSPATH の構成を

参照してください)。

4. 「ドライバー」ボックスから、com.ibm.db2.jcc.DB2Driver  を選択します。このエントリは、有効な . jar ファイルパスが、「クラ

スパス」テキストボックス内、または、オペレーティングシステムの CLASSPATH 環境変数内で検出された場合のみ使用することが

できます (前のステップを参照してください)。

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21363866
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21363866
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5. データベースユーザーのユーザー名とパスワードを対応するテキストボックスに入力します。

6. JDBC 接続文字列をデータベース URL テキストボックスに入力します。使用中のデータベースサーバーに適用することのできる

ものと接続の詳細が置き換えられていることを確認してください。

jdbc:db2://hostName:port/databaseName

7. 「接続」 をクリックします。

8 .11 .4 IBM DB2 (ODBC) への接続

このトピックでは ODBC を使用した、 IBM DB2 への接続のサンプル手順について説明されています。

前提条件:

· IBM Data Server Client は、使用中のオペレーティングシステムにインストールおよび構成される必要があります(このサンプルの

場合は IBM Data Server Client 9.7 を使用します)。インストールの手順に関しては、 IBM DB2 ソフトウェアにより提供さ

れたドキュメントを確認してください。  IBM Data Server Client インストール後、使用中のコンピューターで ODBC ドライバー

が使用可能か確認してください (使用可能な ODBC ドライバーの表示を参照 )。

· データベースエイリアスを作成します。複数の作成方法があります:

o IBM DB2 構成アシスタントから

o IBM DB2 コマンドラインプロセッサーから

o ODBC データソースウィザードから(この場合は、下に表示される手順を参照してください)

· データベース接続の詳細:  ホスト、データベース、ユーザー名およびパスワード

IBM DB2 への接続:

1. データベース接続ウィザードを開始します。 IBM DB2 (ODBC/JDBC) を選択します。
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2. 「次へ」 をクリックします。
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3. ODBC を選択して 「次へ」 をクリックします。 データベースのための既知のリストを編集するようにプロンプトされると、 IBM DB2

に適用することのできるドライバーを選択して(前提条件を参照)、 「次へ」 をクリックします。
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4. リストから IBM DB2 を選択して、「接続」 をクリックします。 (ドライバーで使用可能なリストを編集するには、[ドライバーの編

集] をクリックして、使用可能などドライバーのリストを編集します。クリックして追加または削除する IBM DB2 ドライバーをチェッ

クまたはチェックの解除をします。ドライバーを選択または選択の解除をします。)
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5. ソース名を入力します (このサンプルでは DB2DSN)　「追加」 をクリックします。

6. [データソース] タブで、データベースのユーザー名とパスワードを入力します。
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7. [TCP/IP] タブで、データベース名、エイリアスの名前、ホスト名とポート名を入力して 「OK」 をクリックします。
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8. ユーザ名とパスワードを再入力して 「OK」 をクリックします。
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8 .11 .5 IBM DB2 for i (JDBC) への接続

このサンプルでは JDBC を介して IBM DB2 for i データベースサーバーに接続する方法について説明されています。

必要条件

· JRE (Java Runtime Environment) または Java Development Kit (JDK) がインストールされている必要があります。

これは Oracle JDK または  Oracle OpenJDK などのオープンソースビルドであることができます。 DiffDog は次のロケーショ

ンから Java Virtual Machine (JVM) へのパスを次の順序で決定します:  a) アプリケーション オプション内で設定したカスタム

JVM パス  Java 設定を参照してください。 b) W indows レジストリ内で見つかった JVM パス。 c) JAVA_HOME 環境変

数。

· DiffDog (32-ビット、 64-ビット) のプラットフォームが JRE/JDK のプラットフォームに一致することを確認してください。このサン

プルは Oracle の OpenJDK 11.0 64-bit を使用し、その結果 DiffDog の 64 ビットバージョンを使用します。 

· JDBC ドライバー (データベースへの接続を提供する1つ、または、複数の . jar ファイル)が使用中のオペレーティングシステム上で

使用可能である必要があります。このサンプルは以下のオープンソースを使用します:  Toolbox for Java/JTOpen バージョン

9.8 (http://jt400.sourceforge.net/)。 パッケージをダウンロードし、ローカルディレクトリにアンパックすると、必要な . jar ファイ

ルが lib サブディレクトリで使用できるようになります。

· 以下のデータベース接続の詳細が必要です:  ホスト、ユーザー名、およびパスワード

JDBC を使用して IBM DB2 for i に接続する方法:

1. データベース接続ウィザードを開始します。

2. 「JDBC 接続」をクリックします。

3. 「クラスパス」の横にデータベースへの接続を与える . jar ファイルへのパスを入力します。必要であれば、セミコロンで区切られた . jar

ファイルパスのリストを入力することもできます。 このサンプルでは、必要とされる . jar ファイルは次のパスを使用して見つけることがで

きます:  C:\Informix_JDBC_Driver\lib\ifxjdbc.jar。 . jar ファイルパスをオペレーティングシステムの CLASSPATH 環

境変数に追加した場合、「クラスパス」テキストボックスを空白のままにすることができます。 (次も参照:  CLASSPATH の構成)。

4. 「ドライバー」ボックスから、com.ibm.as400.access.AS400JDBCDriver  を選択します。 このエントリは、有効な . jar

ファイルパスが、「クラスパス」テキストボックス内、または、オペレーティングシステムの CLASSPATH 環境変数内で検出された場

合のみ使用することができます (前のステップを参照してください)。

5. データベースユーザーのユーザー名とパスワードを対応するテキストボックスに入力します。

6. JDBC 接続文字列をデータベース URL テキストボックスに入力します。host をデータベースサーバーのホスト名、または、 IP

アドレスと置き換えてください。

http://jt400.sourceforge.net/
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jdbc:as400://host

7. 「接続」をクリックします。

8 .11 .6 IBM DB2 for i (ODBC) への接続

このサンプルでは、 ODBC を使用して IBM DB2 for i データベースへの接続について説明されています。

前提条件:

· IBM System i Access for Windows は使用中のオペレーティングシステム (このサンプルでは IBM System i Access

for Windows V6R1M0 を使用しています) にインストールされる必要があります。インストールの手順は、 IBM DB2 for i

ソフトウェアにより提供されているドキュメントを参照してください。インストール後、ODBC ドライバーが使用中のコンピューターで使

用可能か確認してください  (使用可能なODBC ドライバーの表示を参照 )。

· データベース接続の詳細:データベースサーバーの　I.P. アドレス、データベースユーザー名、およびパスワード

· i Navigator を実行して、新規接続を作成するウィザードの手順を踏んで新規接続を作成してください。システムの指定をプロン

プトされると、データベースサーバーの I.P. アドレスを入力してください。 接続を作成した後、検証する(接続をクリックして、ファイル

> 診断 > 接続の検証 を選択)　ことが奨励されます。 接続エラーが発生した場合、データベースサーバー管理者に連絡してく

ださい。
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IBM DB2 for i への接続:

1. データベース接続ウィザードを開始します. 

2. [ODBC 接続] をクリックします。 

3. [ユーザー DSN] をクリックします。(または、[システム DSN] または、後に続く手順が同じ [ファイル DSN] をクリックします)。

4. 「追加」  をクリックします。

5. [iSeries Access ODBC Driver] をリストから選択します。[ユーザー DSN] (または、 該当する場合 [システム DSN])

をクリックします。

6. データソース名を入力して、システムコンボボックスから接続を選択します。このサンプルでは、データソース名は iSeriesDSN でシ

ステムは 192.0.2.0 です。 
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7. [接続オプション] をクリックします。[指定されたユーザー ID を使用] を選択して、データベースユーザー (このサンプル内では

DBUSER) の名前を入力します。
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8. 「OK」 をクリックします。 DSN 内のリストで新しいデータソースを使用することができます。

9. 「接続」 をクリックします。

10. データベースのユーザー名とパスワードをプロンプトされると入力して 「OK」 をクリックします。 

8 .11 .7 IBM Informix (JDBC) への接続

このサンプルでは、 JDBC を使用して IBM Informix データベースサーバーに接続する手順のサンプルについて説明されています。

前提条件:

· JRE (Java Runtime Environment) または Java Development Kit (JDK) がインストールされている必要があります。

これは Oracle JDK または  Oracle OpenJDK などのオープンソースビルドであることができます。 DiffDog は次のロケーショ

ンから Java Virtual Machine (JVM) へのパスを次の順序で決定します:  a) アプリケーション オプション内で設定したカスタム

JVM パス  Java 設定を参照してください。 b) W indows レジストリ内で見つかった JVM パス。 c) JAVA_HOME 環境変

数。

· DiffDog (32-ビット、 64-ビット) のプラットフォームが JRE/JDK のプラットフォームに一致することを確認してください。

· (データベースへの接続を与える1つ、または、複数の . jar ファイル)  JDBC ドライバーが使用中のオペレーティングシステムで使用

可能である必要があります。この例では、 IBM Informix JDBC ドライバー バージョン 3.70 が使用されています。ドライバーの

インストールの説明に関しては、ドライバーに付随するドキュメント、または、 「IBM Informix JDBC ドライバプログラマーズガイ

ド」を参照してください)。

· データベース接続の詳細:  ホスト、サーバーの名前、データベース、ポートユーザー名、およびパスワード
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JDBC を使用して IBM Inform ix に接続する:

1. データベース接続ウィザードを開始します. 

2.  「JDBC 接続」をクリックします。

3. 「クラスパス」の横にデータベースへの接続を与える . jar ファイルへのパスを入力します。必要であれば、セミコロンで区切られた . jar

ファイルパスのリストを入力することもできます。 このサンプルでは、必要とされる . jar ファイルは次のパスを使用して見つけることがで

きます:  C:\Informix_JDBC_Driver\lib\ifxjdbc.jar。 . jar ファイルパスをオペレーティングシステムの CLASSPATH 環

境変数に追加した場合、「クラスパス」テキストボックスを空白のままにすることができます。 (次も参照:  CLASSPATH の構成)。

4. 「ドライバー」ボックスから、com.informix.jdbc.IfxDriver  を選択します。 このエントリは、有効な . jar ファイルパスが、「クラ

スパス」テキストボックス内、または、オペレーティングシステムの CLASSPATH 環境変数内で検出された場合のみ使用することが

できます (前のステップを参照してください)。

5. データベースへのユーザー名とパスワードを対応するテキストボックスに入力します。

6. ハイライトされた値を、使用するデータベースサーバーに適用する値と置き換えて、データベース URL テキストボックス内にデータベ

ースサーバーへの接続文字列を入力します。

jdbc:informix-sqli://hostName:port/databaseName:INFORMIXSERVER=myserver;

7.  「接続」をクリックします。
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8 .11 .8 MariaDB (ODBC) への接続

このサンプルでは、 ODBC を使用した MariaDB データベースへの接続方法について説明されています。

前提条件:

· MariaDB コネクタ/ODBC (https://downloads.mariadb.org/connector-odbc/) がインストールされている必要がありま

す。

· 次のデータベース接続詳細が存在します:  ホスト、 データベース、 ポート、 ユーザー名、 および、パスワード。

ODBC を使用した MariaDBへの接続の方法:

1. データベース接続ウィザードを開始します。

2. 「MariaDB (ODBC)」を選択して、「次へ」をクリックします。 

3. 「ドライバーを使用して新規のデータソース名 (DSN) を作成する」を選択し、 「MariaDB ODBC 3.0 Driver」 を選択

します。このようなドライバーがリスト内で使用できない場合、 「ドライバーの編集」 をクリックし、使用することのできる MariaDB

ドライバーを選択します (リストには使用中のオペレーティングシステム上にインストールされているすべての ODBC ドライバーが含

まれています)。

4. 「接続」をクックします。

https://downloads.mariadb.org/connector-odbc/
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5. 名前を入力し、任意で、この ODBC データソースを将来識別できる詳細を与えます。

6. データベース接続資格情報(TCP/IP サーバー、 ユーザー、 パスワード)を入力し、 データベースを選択して、「Test DSN」をク

リックします。 接続に成功すると、 メッセージが表示されます:
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7. 「次へ」 をクリックしてウィザードを完了します。他のパラメータが必要になる場合がありますが (例えば、安全な接続を使用して、

MariaDB に接続する場合は、 SSL 証明書が必要になります)。

メモ: データベースサーバーがリモートの場合、 サーバー管理者が遠隔の接続を使用中のマシンの IP アドレスから受け入れるように構成

する必要があります。

8 .11 .9 Microsoft Access (ADO) への接続

Microsoft Access データベースに接続するには、既存の Microsoft Access データベースに接続するで説明されているとおり、データベ

ースファイルのためのウィザードとブラウザーの手順を踏みます。別の方法としては、このトピックで説明されているとおり、明確的に ADO 接続

をセットアップすることです。このアプローチは、データベースがパスワードで保護されている場合、役に立ちます。  

ODBC 接続を使用して、 Microsoft Access に接続することもできますが、このシナリオには限度があるため、奨励されません。

パスワードで保護されている Microsoft Access データベースに接続する:

1. データベース接続ウィザードを開始します. 

2. [ADO 接続] をクリックします。

3. 構築] をクリックします。
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4. [Microsoft Office 15.0 Access Database Engine OLE DB Provider] を選択して、「次へ」 をクリックします。 
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5. データソースボックス内で UNC フォーマットの Microsoft Access ファイルへのパスを入力します。例えば、 myserver がサー

バーの名前であり mynetworkshare が共有するネットワークの名前である箇所での \\myserver\

\mynetworkshare\Reports\Revenue.accdb。 

6. 全て タブの Jet OLEDB:Database Password パスワード プロパティをダブルクリックし、データベースパスワードをプロパティ

の値として入力します。 

メモ: まだ接続できない場合、ワーキンググループ情報ファイル (System.MDW) を検索して、ユーザープロフィールに適用できるように

します。 Jet OLEDB:  System database プロパティの値を System.MDW ファイルのパスに設定します。
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8 .11 .10 Microsoft SQL Server (ADO) への接続

このサンプルでは、 ADO を使用した SQL Server データベースへの接続方法について説明されています。

Https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-

ver15 でダウンロード可能な奨励される Microsoft OLE DB Driver for SQL Server (MSOLEDBSQL)を使用する場合に

適用される説明です。 

これらの説明を読む前に、ワークステーションに上記のプロバイダーがダウンロードされインストールされていることを確認してください。ADO

プロバイダーはDiffDog (32-ビット または 64-ビット)のプラットフォームに一致する必要があることに注意してください。

SQL Server Native Client (SQLNCLI) または Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (SQLOLEDB) な

どの他の ADO プロバイダーを使用する場合、 手順は同様ですが、これらのプロバイダーは奨励されていません。奨励されていないプロバイダ

ーへの接続を成功させるには、 SQL Server データリンクプロパティのセットアップで説明されている追加接続プロパティを設定する必要があり

ます。

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (SQLOLEDB) は共通テーブル式 (CTE) とネストされた SELECT ス

テートメントなどの複雑なクエリのパラメーターバンディングに関する問題があることが知られています。

SQL サーバーに接続する方法:

1. データベース接続ウィザードを開始します。

2. [Microsoft SQL Server (ADO)] を選択して、[次へ] をクリックします。使用することのできる ADO プロバイダーのリストが

表示されます。このサンプルでは Microsoft OLE DB Driver for SQL Server が使用されています。リストに存在しない

場合、上記の通りコンピューターに接続されていることを確認してください。

3. 「次へ」 をクリックします。データリンクプロパティダイアログボックスが表示されます。

Https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15
Https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15
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4. データベースサーバーの名前を選択、または入力します。例えば、 SQLSERV01。名前を持つ SQL Server インスタンスに接

続する場合、サーバー名は SQLSERV01\SOMEINSTANCE になります。

5. データベースサーバーが W indows ドメイン上の認証されているユーザーの接続を許可している場合、「 W indows 認証」 を

選択してください。それ以外の場合は、[SQL Server 認証]を選択し、 [空のパスワード] チェックボックスをクリアし、対応する

ボックスにデータベース証明書を入力します。

6. パスワードの保存の許可 チェックボックスを選択し、接続するデータベースを選択します (このサンプル内では、 Nanonull です)。
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7. この時点で接続をテストする場合は、[接続のテスト]をクリックします。これは任意の奨励されるステップです。

8. [OK]をクリックします。

8 .11 .11 Microsoft SQL Server (ODBC) への接続

このサンプルでは、 ODBC を使用した SQL Server データベースへの接続方法について説明されています。

必要条件:

· Microsoft ODBC Driver for SQL Server を Microsoft W eb サイトからダウンロードしてインストールします。

https://docs.microsoft.com/en-us/SQL/connect/odbc/download-odbc-driver-for-sql-server を参照してくださ

い。このサンプルは Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server を SQL Server 2016 データベースに接続するた

めに使用しています。接続する SQL Server のバージョンにより 異なる ODBC ドライバーバージョンをダウンロードする必要があ

る場合があります。使用中の SQL Server によりサポートされる ODBC ドライバーバージョンに関する情報は、システムの必要

条件を参照してください。 

ODBC を使用しての SQL Server への接続:

1. データベース接続ウィザードを開始します。

https://docs.microsoft.com/en-us/SQL/connect/odbc/download-odbc-driver-for-sql-server
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2. [ODBC 接続] をクリックします。

3. [ユーザー DSN] を選択して、(または、管理者の特権がある場合、  [システム DSN] を選択して、)[追加 ] をクリックしま

す。

4. ドライバーをリストから選択します。インストール後にのみドライバーはリスト内に表示されることに注意してください。

5. [ユーザー DSN] (または システム DSN を作成する場合) [システム DSN]をクリックします。

DiffDog が管理者として作動することを必要とする システム DSN の作成方法このため System DSN を作成するに

は、ウィザードをキャンセルし、 DiffDog が管理者として作動していることを確認し、上記のステップを再度実行します。

6. 名前を入力して、任意でこの接続のIDの説明を入力し、接続する SQL Server (この場合 SQLSERV01 )をリストから選

択します。.
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7. データベースサーバーが W indows ドメイン上の認証されているユーザーの接続を許可している場合、「統合された W indows

認証」 を選択してください。それ以外の場合、適用可能なオプションから1つを選択してください。このサンプルは  SQL Server

認証. . .を使用しています。これはユーザー名とパスワードが関連するボックスに入力されることを必要としています。
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8. オプションで デフォルトのデータベースを変更 チェックボックスを選択して、接続するデータベースの名前を入力します (このサンプル

ではSandbox)。
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9. [次へ] をクリックして、任意で、この接続のための追加パラメーターを構成します。 
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10. 「完了」をクリックします。接続の詳細をリストした確認ダイアログボックスが開かれます。
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11. [OK]をクリックします。構成された通り ユーザー または システム データソースのリスト内でデータソースが表示されます。 例:

8 .11 .12 MySQL (ODBC) への接続

このサンプルでは ODBC ドライバーを使用して、 W indows マシンから  MySQL データベース へ接続する方法について説明されていま

す。W indows からは、 MySQL ODBC ドライバーを入手することができませんので、個別にダウンロードおよびインストールする必要があり

ます。 このサンプルでは、 MySQL コネクタ/ODBC 8.0 を使用しています。
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前提条件:

· MySQL ODBC ドライバーをオペレーティングシステム上にインストールする必要があります。使用するデータベースサーバーバー

ジョンのために奨励されるドライバーバージョンのための MySQL ドキュメントを確認してください

(https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/ を確認してください)。

· データベース接続の詳細:  ホスト、データベース、ユーザー名およびパスワード

64-ビットプラットフォームのために MySQL Connector/ODBC をインストールしている場合、64-ビットプラットフォームのために

DiffDog をインストールしてください。

ODBC を介して MySQL に接続する方法:

1. データベース接続ウィザードを開始します。

2. MySQL (ODBC) を選択して、「次へ」 をクリックします。

3. [ドライバーを使用して新しいデータソース名 (DSN) を作成] を選択して、 MySQL ドライバーを選択します。 MySQL ド

ライバーがリストにない場合は、[ドライバーを編集] をクリックして、使用可能な MySQL ドライバーを選択します (使用中のオ

ペレーティングシステムにインストールされているすべての ODBC ドライバーがリストされています)。

DiffDog 64-ビットをインストールすると、64-ビット ODBC ドライバーがリスト内に表示されます。それ以外の場合、 32-

ビット ODBC ドライバーが表示されます。使用可能な ODBC ドライバーの確認も参照してください。

4. 「接続」 をクリックします。

https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/
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5. データソース名ボックスの中に、今後この ODBC データソースを認識するために役に立つ詳細を入力します。

6. データベース接続資格情報 (TCP/IP サーバー、ユーザー、パスワード) を入力して、データベースを選択し、 「OK」 をクリックしま

す。

メモ: データベースサーバーがリモートの場合、サーバー管理者が使用中のコンピューターの IP アドレスからのリモート接続を承諾するよう

に構成される必要があります。 また、[詳細>>] をクリックすると使用することのできる追加パラメーターが表示されます。 デフォルト

の値を変更する前に、ドライバーのドキュメントを確認してください。 

8 .11 .13 Oracle (JDBC) への接続

JDBC インターフェイスを使用して、クライアントマシンから、 Oracle データベースサーバーへの接続の方法を説明します。接続は、 Oracle

W eb サイトから使用することのできる、Oracle Instant Client Package (Basic) を使用する、Java 接続として作成されます。接

続の型の利点は、Oracle Instant Client Package により与えられる Java 環境と . jar ライブラリのみを必要とし、更に複雑なデータベ

ースクライアントをインストールする手間を省くことができる必点です。 

前提条件:

· JRE (Java Runtime Environment) または Java Development Kit (JDK) がインストールされている必要があります。

これは Oracle JDK または  Oracle OpenJDK などのオープンソースビルドであることができます。 DiffDog は次のロケーショ

ンから Java Virtual Machine (JVM) へのパスを次の順序で決定します:  a) アプリケーション オプション内で設定したカスタム

JVM パス  Java 設定を参照してください。 b) W indows レジストリ内で見つかった JVM パス。 c) JAVA_HOME 環境変

数。

· DiffDog (32-ビット、 64-ビット) のプラットフォームが JRE/JDK のプラットフォームに一致することを確認してください。
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· Oracle Instant Client Package (Basic) が使用中のオペレーティングシステムで使用可能である必要があります。 パッケ

ージは、Oracle の公式 W eb サイトからダウンロードすることができます。このサンプルは、 W indows 32-ビットのための

Oracle Instant Client Package バージョン 12.1.0.2.0 、そして結果的に Oracle JDK 32-ビットを使用します。 

· データベース 接続の詳細があります:  ホスト、データベース パス、またはエイリアス、 ユーザー名、およびパスワード。

クライアントパッケージ を使用して Oracle に接続する:

1. データベース接続ウィザードを開始します。

2. 「JDBC 接続」をクリックします。

3. 「クラスパス」の横にデータベースへの接続を与える . jar ファイルへのパスを入力します。必要であれば、セミコロンで区切られた . jar

ファイルパスのリストを入力することもできます。このサンプルでは、必要とされる . jar ファイルは次のパスを使用して見つけることができ

ます:C:\jdbc\instantclient_12_1\ojdbc7.jar。 . jar ファイルパスをオペレーティングシステムの CLASSPATH 環境変数

に追加した場合、「クラスパス」テキストボックスを空白のままにすることができます。 (次も参照:  CLASSPATH の構成)。

4. 「ドライバー」ボックスから、oracle.jdbc.OracleDriver または oracle.jdbc.driver.OracleDriver  を選択します。 こ

のエントリは、有効な . jar ファイルパスが、「クラスパス」テキストボックス内、または、オペレーティングシステムの CLASSPATH 環

境変数内で検出された場合のみ使用することができます (前のステップを参照してください)。

5. データベースへのユーザー名とパスワードを対応するテキストボックスに入力します。

6. ハイライトされた値を、使用するデータベースサーバーに適用する値と置き換えて、データベース URL テキストボックス内にデータベ

ースサーバーへの接続文字列を入力します。

jdbc:oracle:thin:@//host:port:service

7.  「接続」をクリックします。

8 .11 .14 Oracle (ODBC) への接続

このサンプルでは、ローカルオペレーティングシステム上にインストールされている Oracle データベースクライアントを介して、ネットワークマシン上

で DiffDog から Oracle データベースサーバーへの接続のよく使用されている状況について説明されています。
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このサンプルでは、 DiffDog 内のデータベース接続ウィザードを使用して、 ODBC データソース (DSN) のセットアップについて説明されて

います。既に DSN が作成されている場合は  W indows 内の ODBC データソース管理者から直接作成しプロンプトされたら選択する

事も可能です。ODBC データソースの詳細に関しては、  ODBC 接続のセットアップ を参照してください。 

必要条件:

· (ODBC Oracle ドライバーを含む) Oracle データベースクライアントが使用中のオペレーティングシステムでインストール、および

構成されていなければなりません。Oracle データベースクライアントのインストールおよび構成方法は Oracle ソフトウェアに付随

するドキュメントを参照してください。

· tnsnames.ora ファイルのパスは Oracle ホームディレクトリがインストールされている場所によります。 Oracle データベースクラ

イアント 11.2.0 に関しては、デフォルト Oracle ホームディレクトリのパスは以下の通りです:

ORCL =

  (DESCRIPTION =

    (ADDRESS_LIST =

      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = server01)(PORT = 1521))

    )

    (CONNECT_DATA =

      (SID = orcl)

      (SERVER = DEDICATED)

    )

  )

tnsnames.ora ファイルのパスは Oracle ホームディレクトリがインストールされている場所によります。Oracle データベースクラ

イアント 11.2.0 に関しては、デフォルト Oracle ホームディレクトリのパスは以下の通りです:

C:\app\username\product\11.2.0\client_1\network\admin\tnsnames.ora

接続の詳細を貼り付け保存する、または(使用可能であれば) Oracle ネット構成アシスタントウィザード を実行することにより　

tnsnames.ora ファイルに新規エントリを追加することができます。 

ODBC を使用しての Oracle への接続:

1. データベース接続ウィザードを開始します. 

2. [Oracle (ODBC / JDBC)] を選択して、 「次へ」 をクリックします。 
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3. [ODBC] を選択します。
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4. [ドライバーの編集] をクリックします。
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5. 使用する Oracle ドライバーを選択します (このサンプルでは Oracle in OraClient11g_home1です)。Oracle クライアン

トをインストール後システムで使用可能な Oracle ドライバーのリストを表示します。

6. [戻る] をクリックします。

7. [新しいデータソース (DSN) をドライバーを使用して作成] を選択して、ステップ 4 で選択された Oracle ドライバーを選択し

ます。 
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Microsoft ODBC for Oracle という名称の Microsoft により提供されるドライバーを使用することは避けてください。

Microsoft は Oracle により提供される ODBC ドライバーを使用することを奨励しています。(以下参照:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms714756%28v=vs.85%29.aspx)。

8. 「接続」 をクリックします。

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms714756%28v=vs.85%29.aspx
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9. データソース名テキストボックスにデータソースを識別する名前を入力します (このサンプルの場合はOracle DSN 1 です)。 

10. TNS サービス名ボックスでは、 tnsnames.ora ファイルで定義されている通りの接続名を入力します。(prerequisites前提

条件を参照してください)。このサンプルでは接続名 ORCL です。

11. 「OK」をクリックします。

12. データベースのユーザー名とパスワードを入力して、「OK」。をクリックします。

8 .11 .15 PostgreSQL (ODBC) への接続

このトピックでは ODBC ドライバーを使用した、 W indows マシンから  PostgreSQL データベース への接続のサンプル手順について説

明されています。 W indows からは、  PostgreSQL  ODBC ドライバーを入手することができませんので、個別にダウンロードおよびインス

トールする必要があります。 このサンプルでは、公式 W eb サイトからダウンロードされた psqlODBC ドライバー (バージョン 11.0) を使用

しています。  (データベースドライバー概要も参照してください)。
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メモ: (ODBC ドライバー無しで)直接 PostgreSQL データベースサーバーに接続するには、次を参照してください:  PostgreSQL 接

続のセットアップ。

前提条件:

· psqlODBC ドライバーを使用中のオペレーティングシステムにインストールする必要があります。

· データベース接続の詳細:  ホスト、データベース、ユーザー名およびパスワード

ODBC を使用した Postg reSQL への接続をセットアップする方法:

1. データベース接続ウィザードを開始します。

2. PostgreSQL (ODBC) をクリックします。

3. ユーザー DSN オプションを選択します。

4. 「新規の DSN の作成」   をクリックし、ドロップダウンリストからドライバーを選択します。 PostgreSQL ドライバーがリスト

内で使用できない場合、上記の必要条件で説明されているとおり、 PostgreSQL ODBC ドライバーがオペレーティングシステム

上にインストールされていることを確認してください。 

5. 「ユーザー DSN」をクリックします。
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6. データベース資格情報を入力し、「保存」をクリックします (これらはデータベースオーナーにより提供されています)。

接続は ODBC 接続のリスト内で使用できるようになります。データベースに接続するには、 接続をダブルクリックし、「接続」をクリックしま

す。
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8 .11 .16 Progress OpenEdge (JDBC) への接続

JDBC を使用して Progress OpenEdge 11.6 データベースサーバーへの接続するためのサンプルの手順が説明されています。

前提条件:

· JRE (Java Runtime Environment) または Java Development Kit (JDK) がインストールされている必要があります。

これは Oracle JDK または  Oracle OpenJDK などのオープンソースビルドであることができます。 DiffDog は次のロケーショ

ンから Java Virtual Machine (JVM) へのパスを次の順序で決定します:  a) アプリケーション オプション内で設定したカスタム

JVM パス  Java 設定を参照してください。 b) W indows レジストリ内で見つかった JVM パス。 c) JAVA_HOME 環境変

数。

· DiffDog (32-ビット、 64-ビット) のプラットフォームが JRE/JDK のプラットフォームに一致することを確認してください。

· オペレーティングシステムの PATH 環境変数は、 JRE または JDK インストールの bin ディレクトリへのパスを含んでいる必要が

あります。例、 C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_51\bin.

· Progress OpenEdge JDBC ドライバーが使用中のオペレーティングシステムで使用可能である必要があります。このサンプル

では、 JDBC 接続は、 C:\Progress\OpenEdge\java に OpenEdge SDK のインストールの一部として存在する

openedge.jar と pool.jar ドライバーコンポーネントファイルにより与えられています。 .

· データベース 接続の詳細があります:  ホスト、データベース パス、またはエイリアス、 ユーザー名、およびパスワード。

JDBC を使用して OpenEdge へ接続する:

1. データベース接続ウィザードを開始します. 

2. 「JDBC 接続」をクリックします。

3. 「クラスパス」の横にデータベースへの接続を与える . jar ファイルへのパスを入力します。必要であれば、セミコロンで区切られた . jar

ファイルパスのリストを入力することもできます。 このサンプルでは、必要とされる . jar ファイルは次のパスを使用して見つけることがで

きますC:\Progress\OpenEdge\java\openedge.jar;C:\Progress\OpenEdge\java\pool.jar;。 . jar

ファイルパスをオペレーティングシステムの CLASSPATH 環境変数に追加した場合、「クラスパス」テキストボックスを空白のままに

することができます。 (次も参照:  CLASSPATH の構成)。

4. 「ドライバー」ボックスから、 com.ddtek.jdbc.openedge.OpenEdgeDriver を選択します。 このエントリは、有効な . jar

ファイルパスが、「クラスパス」テキストボックス内、または、オペレーティングシステムの CLASSPATH 環境変数内で検出された場

合のみ使用することができます (前のステップを参照してください)。
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5. データベースへのユーザー名とパスワードを対応するテキストボックスに入力します。

6. ハイライトされた値を、使用するデータベースサーバーに適用する値と置き換えて、データベース URL テキストボックス内にデータベ

ースサーバーへの接続文字列を入力します。

jdbc:datadirect:openedge://host:port;databaseName=db_name

7.  「接続」をクリックします。

8 .11 .17 Progress OpenEdge (ODBC) への接続

このサンプルでは Progress OpenEdge 11.6 ODBC ドライバーを使用して、Progress OpenEdge データベースサーバーへの接続

の簡単な手順について説明されています。

前提条件:

·  Progress OpenEdge ドライバーのための ODBC コネクタ が使用中のオペレーティングシステムにインストールされている必

要があります。 Progress OpenEdge ODBC ドライバー は、ベンダーの W eb サイトからダウンロードすることができます (次も

参照:  データベース ドライバー の概要 )。DiffDog の 32 ビットバージョンを作動する場合は、 32 ビット ドライバーをダウンロー

ドし、 64 ビットバージョンを作動する場合は、64 ビット ドライバーをダウンロードしてください。 インストールの後、 ODBC ドライ

バーが使用中のマシンで使用することができるかを確認してください (次も参照:  使用することのできる ODBC ドライバーを確認す

る)。
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· データベース 接続の詳細があります:  ホスト名、 ポート番号、データベース名、ユーザー ID、 および パスワード。

ODBC を使用して Prog ress OpenEdge に接続する:  

1. データベース接続ウィザードを開始します. 

2. 「 ODBC 接続」をクリックします。

3. 「ユーザー DSN」 をクリックします。(または、 次の手順が類似している 「システム DSN」、または、「ファイル DSN」 をクリック

します)。

4.  「追加」 をクリックします。 

5. 「Prog ress OpenEdge ドライバー」 をリストから選択し、 「ユーザー DSN」 (または、適用できる場合は、「システム

DSN」 )をクリックします。
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6. データベース接続の資格情報 (データベース、 サーバー、ポート、ユーザー名、 パスワード) を入力し、 「OK」 をクリックします。入

力されたデータを保存する前に、接続を検証するには、「接続をテストする」をクリックします。 

7.  「OK」をクリックします。新規データソースが ODBC データソースのリストに表示されます。
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8.  「接続」をクリックします。

8 .11 .18 Sybase (JDBC) への接続

このサンプルでは、 JDBC を使用して  Sybase  データベースサーバーに接続する手順について説明されています。

前提条件:

· JRE (Java Runtime Environment) または Java Development Kit (JDK) がインストールされている必要があります。

これは Oracle JDK または  Oracle OpenJDK などのオープンソースビルドであることができます。 DiffDog は次のロケーショ

ンから Java Virtual Machine (JVM) へのパスを次の順序で決定します:  a) アプリケーション オプション内で設定したカスタム

JVM パス  Java 設定を参照してください。 b) W indows レジストリ内で見つかった JVM パス。 c) JAVA_HOME 環境変

数。

· DiffDog (32-ビット、 64-ビット) のプラットフォームが JRE/JDK のプラットフォームに一致することを確認してください。

· Sybase jConnect コンポーネントがオペレーティングシステムにインストールされている必要があります (このサンプルでは

jConnect 7.0 が使用されており、 Sybase Adaptive Server Enterprise PC Client インストールの一部としてインスト

ールされています)。データベースクライアントのインストール命令に関しては、 Sybase ドキュメントを参照してください。

· 次のデータベース接続詳細が存在します:  ホスト、 データベース、 ポート、 ユーザー名、 および、パスワード。

 JDBC を使用して Sybase へ接続する:

1. データベース接続ウィザードを開始します。 
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2. 「JDBC 接続」 をクリックします。

3. 「クラスパス」の横にデータベースへの接続を与える . jar ファイルへのパスを入力します。必要であれば、セミコロンで区切られた . jar

ファイルパスのリストを入力することもできます。 このサンプルでは、必要とされる . jar ファイルは次のパスを使用して見つけることがで

きます:  C:\sybase\jConnect-7_0\classes\jconn4.jar。 . jar ファイルパスをオペレーティングシステムの CLASSPATH

環境変数に追加した場合、「クラスパス」テキストボックスを空白のままにすることができます。(次も参照:  CLASSPATH の構

成)。

4. 「ドライバー」ボックスから、  を選択します。 「ドライバー」ボックスから、com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver を選択しま

す。 このエントリは、有効な . jar ファイルパスが、「クラスパス」テキストボックス内、または、オペレーティングシステムの

CLASSPATH 環境変数内で検出された場合のみ使用することができます (前のステップを参照してください)。

5. データベースのユーザー名とパスワードを対応するテキストボックスに入力します。

6. ハイライトされた値をデータベースサーバーに適用することのできる値と置き換えて。データベース URL テキストボックス内のデータベ

ースサーバーの接続文字列を入力します。

jdbc:sybase:Tds:hostName:port/databaseName

7. 「接続」 をクリックします。

8 .11 .19 Teradata (JDBC) への接続

このサンプルでは、 JDBC を使用した Teradata データベースへの接続方法について説明されています。 

必要条件:

· JRE (Java Runtime Environment) または Java Development Kit (JDK) がインストールされている必要があります。

これは Oracle JDK または  Oracle OpenJDK などのオープンソースビルドであることができます。 DiffDog は次のロケーショ

ンから Java Virtual Machine (JVM) へのパスを次の順序で決定します:  a) アプリケーション オプション内で設定したカスタム

JVM パス  Java 設定を参照してください。 b) W indows レジストリ内で見つかった JVM パス。 c) JAVA_HOME 環境変

数。
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· DiffDog (32-ビット、 64-ビット) のプラットフォームが JRE/JDK のプラットフォームに一致することを確認してください。

· JDBC ドライバー (データベースへの接続を提供する1つまたは複数の . jar ファイル) がオペレーティングシステム上で使用できる必

要があります。 このサンプルでは、 Teradata JDBC ドライバー 16.20.00.02 が使用されます。 詳細に関しては、次を参照し

てください:  http://downloads.teradata.com/download/connectivity/jdbc-driver。

· 次のデータベース接続詳細が存在します:  ホスト、 データベース、 ポート、 ユーザー名、 および、パスワード。

JDBC を使用した Teradata への接続の方法:

1. データベース接続ウィザードを開始します。

2. 「JDBC 接続」をクリックします。

3. 「クラスパス」の横に、データベースへの接続を与える . jar ファイルへのパスを入力します。必要な場合、セミコロンで区切られた .jar

ファイルパスのリストを入力することができます。 このサンプルでは、 . jar ファイルは、次のパスの場所に存在します:  C:

\jdbc\teradata\。オペレーティングシステムの CLASSPATH 環境変数 に .jar ファイルパスが追加されている場合、「クラスパ

ス」テキストボックス空のままにすることができます (次も参照してください:  CLASSPATH の構成 ). 

4. 「ドライバー」ボックス内で、com.teradata.jdbc.TeraDriver を選択します。有効な . jar ファイルパスが「クラスパス」テキスト

ボックスで、または、オペレーティングシステムの CLASSPATH 環境変数内に存在すると、使用することができます (前のステップを

参照してください)。

5. ユーザー名とパスワードを対応するテキストボックスのデータベース内に入力します。 

http://downloads.teradata.com/download/connectivity/jdbc-driver
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6. ハイライトされた値をデータベースサーバーと適用することのできる値を置換え、データベース URL テキスト内にデータベースサーバー

に接続文字列を入力します。 

jdbc:teradata://databaseServerName

7. 「接続」をクリックします。

8 .11 .20 Teradata (ODBC) への接続

このサンプルでは、 ODBC を使用した SQL Teradata データベースへの接続方法について説明されています。 

前提条件:

· Teradata ODBC ドライバーがインストールされる必要があります (参照:

http://downloads.teradata.com/download/connectivity/odbc-driver/windows。 このサンプルは、 W indows バー

ジョン 16.20.00 のために ODBC ドライバーを使用しています。

· 次のデータベース接続詳細が存在します:  ホスト、 ユーザー名、 および、パスワード。

ODBC を使用した Teradata への接続の方法:

1. Windows キーを押して、「ODBC」を入力し、「 ODBC データソースのセットアップ (32-ビット)」 を提案されるリストから選

択します。64-ビット ODBC ドライバーが存在する場合、「 ODBC データソースのセットアップ (64-ビット)」 を選択し、次の

ステップ内で 64-ビット DiffDog を使用します。

http://downloads.teradata.com/download/connectivity/odbc-driver/windows
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2. 「System DSN」 タブをクリックして、「追加」をクリックします。 
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3. 「Teradata データベース ODBC ドライバー」を選択して、「終了」をクリックします。 

4. 名前を入力し、任意で、この ODBC データソースを将来識別できる詳細を与えます。 また、データベース接続資格情報 (データ

ベース サーバー、 ユーザー、 パスワード)を入力し、オプションでデータベースを選択します。

5. 「OK」をクリックします。データソースがリスト内に表示されます。 
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6. DiffDog を作動し、 データベース接続ウィザードを開始します。

7. 「ODBC 接続」をクリックします。
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8. 「System DSN」をクリックし、前に作成されているデータソースを選択し、「接続」をクリックします。 

メモ: 次のエラーが発生した場合:  「ドライバーが無効として返されました (または返しませんでした) SQL_ DRIVER_ ODBC_ VER:

03.80」「ドライバーが無効と返されました」。ODBC クライアントへのパスが使用中のシステムの PATH 環境変数内に存在する

ことを確認してください　(例えば、このロケーションにインストールされている場合、 C:\Program

Files\Teradata\Client\16.10\bin )。このパスが不足している場合、手動で追加します。
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9 データソースの参照

テーブル および/または 列 を選択のために選択する場合、 DiffDog は、「比較のためにデータベースオブジェクトを選択」 ダイアログボックス

内でデータベースオブジェクトが表示される方法をカスタム化するためにいくつかのオプションを与えます。

フィルターを適用 して、フォルダーの差分を検出することができ、また、 「比較のためにデータベースオブジェクトを選択」 ダイアログボックス。内の

特定のデータベースオブジェクトを検索するためにオブジェクト ロケーターを使用することもできます。

 ダイアログボックスには、データベース内に多数のテーブルが存在し、テーブルを比較する場合とても役に立つ「チェックされたオブジェクトのみ

を表示する」  アイコンがあります。

適切なテーブルのチェックボックスを有効化し、「チェックされたオブジェクトのみを表示する」 アイコンをクリックすると、 選択のために選択され

たテーブルのみが表示され 、関連性の無いテーブルは非表示になります。

「OK」 をクリックした後、DiffDog はデータソース、および データベース データの比較ウィンドウ内で選択されたテーブルを表示します。2つの

データベースのそれぞれは比較のために選択されたテーブルのツリー構造を含むコンポーネント内で表示されます。テーブルカラムを表示、また

は、非表示するために、テーブルを折りたたむ、または、展開することができます。
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データベース データの比較ウィンドウ内の表示オプション

データベース データの比較ウィンドウ内では、比較されるテーブルのスキーマは、デフォルトで表示されます。 データベースデータ比較オプション

内では、このオプションを無効化し、テーブルのデータソース名を各コンポーネントの’ヘッダー内で表示することを選択できます。
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9.1 要素の展開と折りたたみ

「比較のためにデータベースオブジェクトを選択」 ダイアログボックス内で、個別の要素を展開、または、折りたたむことができます。または、メニュ

ーコマンドを使用して、特定の要素の兄弟、または、子を展開、または、折りたたむこともできます。

単一の要素を展開、または、折りたたむ方法:

次のいずれかを行ってください:

· 要素を展開するには、要素の左側の + アイコンをクリックします。

代わりに、要素を選択して、キーの「右側の矢印」 キーまたは、 NUM + キーを押すことができます。

· 要素を折りたたむには、要素の左側の - アイコンをクリックします。

代わりに、要素を選択して、キーの「左側の矢印」キーまたは、 NUM - キーを押すことができます。

兄弟、または、子を展開、または、折りたたむ方法:

· 「比較のためにデータベースオブジェクトを選択」 ダイアログボックス 内のオブジェクトを右クリックし、コンテキストメニューから次のいず

れかを選択します:

· 「展開 | 兄弟」:  選択されたオブジェクトと同じレベルのオブジェクトの全てのコンテンツを完全に展開します。 例えば、 テーブル

を右クリックすると、全ての兄弟テーブルと選択されたテーブルが展開されます。

· 「展開 | 子」:  選択されたオブジェクトの子孫オブジェクトを完全に展開します。

· 「折りたたみ | 兄弟」:選択されたオブジェクトと同じレベルのオブジェクトの全てのコンテンツを完全に折りたたみます。 例えば、

テーブルを右クリックすると、全ての兄弟テーブルと選択されたテーブルが折りたたまれます。

· 「折りたたみ  | 子」:  選択されたオブジェクトの子孫オブジェクトを完全に折りたたみます。
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9.2 ブラウザーのレイアウトのカスタム化

DiffDog は、「比較のためにデータベースオブジェクトを選択」 ダイアログボックス内での複数のデータベースオブジェクトの表示のための定義

済みのレイアウトを提供します。次のレイアウトから選択することができます:

· フォルダー レイアウトは、階層ツリー内のオブジェクト型をベースにデータベースオブジェクトをフォルダーに整理します。 これは、

DiffDogのデフォルトの設定です。

· 「スキーマ無し」 レイアウトは、スキーマフォルダーが存在しない点以外は、フォルダーレイアウトに類似しています。 テーブルは、で

すから、スキーマ別に分類されます。 

· 「フォルダー無し」 レイアウトは、フォルダーを使用せず、階層内でデータベースオブジェクを表示します。 

· 「テーブルの依存関係」 レイアウトは、他のテーブルとのリレーションシップに従いテーブルを分類します。 外部キーを持つテーブル、

外部キーとテーブルにより参照されているテーブルのための分類が存在します。
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9.3 オブジェクトの検索

名前別に特定のデータベースアイテムを検索するには、 DiffDog の関数のフィルター またはオブジェクト ロケーター  ボタンが有効化さ

れている場合は、  「比較のためにデータベースオブジェクトを選択」 ダイアログボックス内の各データベースのソースグループボックスの下にドロッ

プダウンリストとして表示される オブジェクト ロケーター  を使用することができます。 

9 .3 .1 フィルターの適用

 「比較のためにデータベースオブジェクトを選択」 ダイアログボックス 内では、スキーマ および テーブル を名前、または、名前の一部によりフィ

ルターすることができます。オブジェクトは名前内への入力によりフィルターされます。  

以下の点に注意してください:  フォルダー無しのレイアウトを使用している場合、フィルター関数はサポートされません。

 ダイアログボックスの選択内のオブジェクトをフィルターする方法:

1. ツールバー内の 「フィルターフォルダーコンテンツ」  アイコンをクリック、または、データベースオブジェクトを選択して、

「Ctrl+Alt+F 」を押し、フィルターを有効化します。フィルターアイコンは、すべてのフォルダーの横に表示されます。

2. フィルターするフォルダーの横のフィルターアイコンをクリックします。表示されるポップアップメニューから希望するフィルターオプションを選

択します。

3. フォルダーの横のアイコンは選択されたフィルター型のためで、空白のフィールド共に表示されます。 
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4. 含まれるオブジェクトを表示ためにフィルターされているフォルダーを展開します。

5. フィールド内に、検索する文字列を入力します。結果は入力の内容により調整されます。

6. 必要な場合は、2番目のデータベースのためにプロシージャを繰り返します。

9 .3 .2 オブジェクト ロケーターの使用

オブジェクトロケータを多種の方法で使用することができます。含まれるオブジェクトを選択するために使用、または、ドロップダウンリストのテキス

トフィールド内に文字列を入力しリスト内に含まれるオブジェクトのリストを更にフィルターするために使用することができます。

オブジェクト ロケーター ドロップダウンリストの横のアイコン   は、表示されるデータベースオブジェクトを更に定義することのできるメニュー

を開きます。

このメニューを使用することにより、次のようにオブジェクトの表示を制約することができます:
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現在のデータソースから 現在選択されている データソースからのオブジェクトのみを表示します。

 フォーカスされたアイテムから 現在選択されているフォルダーとオブジェクトにより、表示を動的に変更します。

すべて 現在選択されているフォルダーとオブジェクトにより、表示を動的に変更します。

オブジェクト ロケーターを使用してデータベース要素を検索する方法:

1. クリック、または 「Ctrl+L」 を押します。

2. 任意で、ドロップダウンリスト  の横の矢印アイコンをクリックして、オブジェクトロケーターを変更し、オプションの1つを選択しま

す。

3. 検索する文字列を入力します。 例えば "ci" など。

ドロップダウン矢印をクリックすると、その文字列を含む全ての要素が表示されます。

4. 「比較のためにデータベースオブジェクトを選択」 ダイアログボックス内で選択されているオブジェクトをクリックします。
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9.4 選択されていないアイテムを隠す

大きなデータベースの概要のために、「比較のためにデータベースオブジェクトを選択」 ダイアログボックスを使用することにより、個別のソースグ

ループボックス内の選択されたデータベースアイテムのみを表示することができます。これにより、テーブルとカラムのリストをスクロールする時間を

省略し、選択する全てのアイテムが正確に選択されているかを簡単に確認することができます。

「チェックされたオブジェクトのみを表示する」 チェックボックスを比較する両方のデータベースのために個別に有効化することができま

す。 このオプションがチェックされていると、全てのチェックされていないアイテムは、グループボックス内で非表示になり、比較のために選択されて

いるアイテムのみが表示されます。
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10 差分のナビゲーション

ファイルの比較、 W ord 比較、 とディレクトリ比較で、比較の結果が表示されると、最初の差分が常に現在の差分として表示されます。 デ

ータベースデータ比較、データベーススキーマ比較、XML スキーマ比較内では、結果ウィンドウが最初に表示されると差分は表示されません。

他の差分を現在の差分に設定、 または、「比較とマージ」 メニューとツールバー内の次のナビゲーション コマンドを使用して現在の差分の選

択を移動させて差分内を移動することができます:

次の差分 (Alt+Down): 次の差分を現在の差分として選択します。

前の差分 (Alt+Up): 前の差分を現在の差分として選択します。

最後の差分 (Alt+End): ドキュメント内の最後の差分を現在の差分として選択します。

最初の差分 (Alt+Home): ドキュメント内の最初の差分を現在の差分として選択します。

現在の差分の表示 (Ctrl+Enter): 現在の差分の表示するためにドキュメント全体をスクロールします。このコマンドは、ス

クロール時に現在の差分が表示エリア(ドキュメントペイン)の外部に表示される場合役にたちます。

現在の差分にする (Alt+Enter): 選択された差分を現在の差分にし、ナビゲートするために差分として設

定します。特定の差分に直接移動し、そこからナビゲートする場合、現在の差分にする コマンドは役にたちます。 デ

ータベースデータ比較 とデータベーススキーマ比較内で差分をクリックすると、現在の差分になります。このコマン

ドは データベーススキーマ比較ウィンドウ。では使用することができません。

上記のアイコンがツールバーに表示されていない場合、「カスタマイズ」 ダイアログボックスのツールバータブ内の 「差分とマージ」 オプション

内でチェックすることによりこれらを含むことができます。

メモ:  両方のドキュメント/テーブル内の現在の差分の選択を動かします。ハイライトされたテキストを編集するには、 ハイライトされたテキスト

にカーソルをポイントする必要があります (対応するドキュメント内の)。

現在の差分と編集

ファイルの比較ウィンドウ内で、 ドキュメントに入力を開始し、 「比較とマージ」 メニュー内の 編集中に比較する  がオフに切り替えら

れると、両方のドキュメント内からハイライトされている全ての差分が消去されます。 「編集中に比較する」 オンに切り替えられていると、入

力により発生する差分が現在の差分としてハイライトされます。差分を削除する変更をする場合、カーソルの位置の直ぐ後の差分が現在の

差分としてハイライトされます。

差分を現在の差分にする:

1.  カーソルを必要とされる差分にポイントします (ドキュメント内の全ての箇所をポイントすることができます) または、上記の「次の差

分」  または 「前の差分」  ナビゲーション コマンドを使用してナビゲートします。

適用できる場合 メニューオプション 「比較とマージ | 現在の差分にする」 を選択ます。「Alt+Enter」 を押します、または、比較とマージ

ツールバーから対応する ツールバーアイコン  を選択します。  データベースデータ比較 結果ウィンドウ内で選択される差分は自動的に現

在の差分になります。

データベースデータの比較結果ウィンドウ内では選択する差分が自動的に現在の差分になります。
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11 差分のマージ

 ファイル、 ディレクトリ、 Microsoft W ord ドキュメント、 データベースデータ、 または データベーススキーマ 比較を比較ウィンドウ内で実行

すると、2つのペイン または、コンポーネント内の ディレクトリ/ファイル/Microsoft W ord ドキュメント/テーブル 間に存在する差分をマージす

ることができます。

「ファイルの比較」ウィンドウ と 「W ord 比較ウィンドウ」で、差分(比較されたファイル内に同一の、または、対応するテキストフラグメントが

存在しないテキストフラグメント) は、他のファイル内の対応する場所にファイルからコピーされることができます。 Microsoft W ord ドキュメン

トの比較内では、 テキストとフォーマット の両方がソースからターゲットファイルにコピーされることに注意してください。

「データベーススキーマ比較」ウィンドウ内で、 選択された等しくない ファイル (比較されたディレクトリ内に同一の、または、対応するファイル

が存在しないファイル) をディレクトリから他のディレクトリにコピーすることができます

「データベーススキーマ比較」ウィンドウ内で、 (i) 選択されたテーブル または (ii) すべてのテーブルのデータは、１つのコンポーネントから他の

コンポーネントにコピーされることができます。 データベースデータ比較 結果ウィンドウ内で、選択された行の等しくないデータは、1つのテーブ

ルから他のテーブルにコピーされることができます。 両方のウィンドウ内で、 変更の詳細を含む警告メッセージが表示され、データベースに変更

がコミットされる前に確認が行われます。 必要なデータベース構造変更スクリプトが生成され背景で実行されます。

「データベーススキーマ比較」ウィンドウ内で、(i) 選択されたアイテム または (ii) 全てのアイテムの構造は１つのコンポーネントから他のコンポ

ーネントにコピーされることができます。 マージはすぐに実行されないことに注意してください。 DiffDog  は最初にデータベース構造 変更スク

リプトを表示し、ファイルを保存、 または (インストールされている場合) DatabaseSpy 内に表示するオプションが与えられます。

差分をマージするために次のコマンドを使用することができます:

左から右にコピーする (Alt+R ight)

ファイルの比較内の選択された差分 または Microsoft W ord の比較のために左側のペイン内のドキュメントから右側のペイン内

のドキュメントにテキストをコピーします。

ディレクトリ比較内の選択された等しくない ファイルのために、左側のペイン(内のディレクトリ) から右側のペイン(内のディレクトリ) に

ファイルをコピーします。

データベースデータ比較内の選択されたテーブルのために、左のコンポーネント(内のテーブル) から右のコンポーネント(内のテーブル)

テーブルのデータをコピーします。

データベースデータ比較結果内の選択された等しくない行のために、左列内の行から右列の行にデータをコピーします。

データベースデータ比較内の選択された等しくないアイテムのために、結果として生成される変更スクリプトが表示される箇所に、「ス

キーマを左から右にマージする」 ダイアログボックスが開かれます。  このダイアログボックスから、 SQL の実行を選択し、ファイルに保

存、または、(インストールされている場合) DatabaseSpy 内で表示することもできます。

右から左にコピーする (Alt+Left)

ファイルの比較内の選択された差分のために または Microsoft W ord の比較のために、右側のペイン内のドキュメントから左側

のペインのドキュメントにテキストをコピーします。 

ディレクトリ比較内の選択された等しくない ファイルのために、右側のペイン(内のディレクトリ) から左側のペイン(内のディレクトリ)に

ファイルがコピーされます。

データベースデータ比較内の選択されたテーブルのために、右のコンポーネント(内のテーブル)  から左のコンポーネント(内のテーブル)

にテーブルのデータがコピーされます。
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データベースデータ比較結果内の選択された等しくない行のために、右側の行から左側の行にデータをコピーします。

データベースデータ比較内の選択された等しくないアイテムのために、結果する変更スクリプトが表示される箇所で、 「スキーマを右

から左にマージする」 ダイアログボックスを開きます。 このダイアログボックス内で、 SQL を実行し、ファイルを保存し、(インストールさ

れている場合) DatabaseSpy 内で表示することができます。

ファイル と Microsoft W ord 比較内では、 ソースの差分の全体がコピーされます (すなわち、現在の差分の背景色内でハイライトされた

ユニット全体が、ターゲットドキュメント内の差分全体を上書きします)。 ファイル内のマージされた差分 と Microsoft W ord ドキュメント 比

較箱となる背景色で表示することができます。 DiffDog  オプション ダイアログボックスのファイルの比較 タブ内でこの設定を行うことができま

す。

 ファイル、Microsoft W ord、および、ディレクトリ比較内の差分をマージする:

1.  カーソルを必要とされる差分にポイントします (ドキュメント内の全ての箇所をポイントすることができます) または、上記の「次の差

分」  または 「前の差分」  ナビゲーション コマンドを使用してナビゲートします。

適用できる場合 メニューオプション 「比較とマージ | 現在の差分にする」 を選択ます。「Alt+Enter」 を押します、または、比較とマージ

ツールバーから対応する ツールバーアイコン  を選択します。  データベースデータ比較 結果ウィンドウ内で選択される差分は自動的に現

在の差分になります。

3. 以下を行います:

· 左側のペインから右側のペインにコピーする場合、メニューオプション 「比較とマージ | 左から右にコピーする」 を選択、また

は、対応する ツールバーアイコン  をクリック、または、「Alt+R ight」 を押します。 

· 右側のペインから左側のペインにコピーする場合、メニューオプション 「比較とマージ | 右から左にコピーする」 を選択、また

は、対応する ツールバーアイコン  をクリック、または、「Alt+Left」 を押します。 

データベースデータをマージする:

· データベース比較の全てのテーブル内の差分をマージするには、メニューオプション 「比較とマージ | 左から右にコピーする」

(Alt+Right) または 右から左にコピーする (Alt+Left) をそれぞれ選択してください。

· データベース比較の選択されたテーブル内の差分をマージするには、左またはのコンポーネント内のテーブルから、1つ、または、複数

のテーブルを選択しメニューオプション 「比較とマージ | 左から右にコピーする」 (Alt+R ight) または 右から左にコピーする

(Alt+Left)を選択します。または、希望するテーブルを右クリックし、 コンテキストメニューから、「左側から右側へ選択範囲をマ

ージする」 または 「右側から左側へ選択範囲をマージする」を選択します。

概要と共に情報ボックスが表示されます。 任意で、「詳細の表示」 ボタンをクリックし、マージを確認するために 「はい」 マージをクリック

してください。

· データベース比較の結果ウィンドウ内で選択された差分をマージする方法:

1. 左または右のコンポーネント内のテーブルを選択し、メニューオプション 「比較とマージ | 結果を表示する」 を選択、または、

テーブルを右クリックし、コンテキストメニューから、 「選択された結果を表示する」 を選択します。 または、比較の結果 

アイコンをクリックします。

2. データベースデータの比較結果ウィンドウ内で、 カーソルを必要とされる差分にポイントします (ドキュメント内の全ての箇所をポ

イントすることができます) または、上記の「次の差分」  または 「前の差分」  ナビゲーション コマンドを使用してナビ

ゲートします。
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3. メニューオプション 「比較とマージ | 左から右にコピーする」 (Alt+R ight) または 右から左にコピーする (Alt+Left) をそ

れぞれ選択します。

4. 表示される データのマージ (x から y へ) ダイアログボックス内で、選択された行とセルをマージ または テーブル全

体をマージ ラジオボタンを選択します。

5. 「はい」 をクリックしてマージを確定します。

データベーススキーマをマージする:

1. カーソルを必要とされる差分にポイントし、以下をおこないます:

· 左側のペインから右側のペインにコピーする場合、メニューオプション 「比較とマージ | 左から右にコピーする」 を選択、また

は、対応する ツールバーアイコン  をクリック、または、「Alt+R ight」 を押します。 

· 右側のペインから左側のペインにコピーする場合、メニューオプション 「比較とマージ」 | 右から左にコピーする を選択、また

は、対応する ツールバーアイコン  をクリック、または、「Alt+Left」 を押します。 

マージ スキーマ 「左|右から右|左」 ダイアログボックスが表示され、データベース内でスキーマを変更する SQL を表示します。

2. 次のオプションから１つを選択してください:

· 「実行」 をクリックして変更をデータベースにコミットします。

· 「SQL ファイルを保存する」 をクリックして、後の実行のためにスクリプトをファイルに保存します。

· DatabaseSpy がインストールされている場合、「DatabaseSpy 内で SQL を表示する」 をクリックして、スクリプトを

チェック、編集、及び実行することのできる DatabaseSpy の SQL エディター内で SQL を表示します。
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12 差分のエクスポート

ファイルとディレクトリの比較のために 差分をファイルにエクスポートすることができます。XML  または、  テキスト 書式に差分をエクスポ

ートすることができます。 使用することのできる書式の比較モード は次のテーブルにリストされています:

ファイルの比較 n.a. n.a.

ディレクトリの比較

ファイルに差分をエクスポートする方法:

1. ファイル、または、 ディレクトリの比較を実行します。

2. 「ファイル」 メニューから 「マッピング設定」 をクリックします。

3. エクスポート先のファイル名を入力し、希望する書式 (XML、または、テキスト)を選択し、「保存」をクリックします。

XML 比較 の場合、「差分のエクスポート」 コマンドは XML 比較オプションが 「ツール | 比較オプション | XML」 タブから次のように

設定されていると使用することができます:  コマンドを有効化するには以下を行います:

1. 「ツール」 メニューから「比較オプション」をクリックします。

2. XML タブをクリックします。

3. 詳細差分 チェックボックスを選択します。

4. 「ノード階層を無視」 チェックボックスを選択してはなりません。
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13 比較の保存とロード

ファイル または ディレクトリ比較のために選択された設定は、それぞれ.filedif または .dirdif ファイル内に保存することができま

す。 .filedif 拡張子 は、ファイルと MS W ord 比較のために使用されます。 .dirdif には Enterprise Edition から保存された

場合のみ W ord オプションが含まれます。.filedif または .dirdif ファイルが DiffDog で開かれると、GUI は比較される2つのオブ

ジェクトを .filedif または .dirdif ファイル。内で保存された設定を使用して、ロードします。この機能は、2つのファイル、または、2つ

のフォルダーを後に現在の設定と同じ設定で比較する際に役にたちます。

. filedif と .dirdif ファイルを保存する

比較の設定を保存するには、コマンド 「ファイル | 名前を付けて保存」を選択します。 適切な ファイル型 (.filedif または

.dirdif) を選択し、ファイル名を入力し、 「保存」をクリックします。 ファイルは指定された場所に保存されます。 DiffDog はこれらのファ

イル拡張子のデフォルトのエディターになります。 これは、インストーラーによりインストール時に設定されます。

. filedif と .dirdif ファイルを開く

比較ファイル (.filedif または .dirdif)を開くには、コマンド 「ファイル | 比較ファイルを開く」を選択し、比較 ファイルを参照し、

「開く」をクリックします。W indows Explorer からファイルをドラッグして DiffDog にドロップすることができます。フル URL サポート (すな

わち、local、http、 および ftp) を使用することができます。

エディション ファイルに関わらず、.dirdif ファイル は全てのエディションで開くことができます (MS W ord オプションは、 Enterprise

Edition 内でのみ保存することができます)。 Professional Edition および (Professional Edition ではサポートされない) W ord オ

プション を含む .dirdif ファイルを使用してファイルが開かれるとエラーメッセージが表示されます

コマンドライン へのサポート

コマンドライン を使用して、比較ファイルを開くことができます:

DiffDog.exe C:\test1.filedif 

DiffDog.exe C:\test*.filedif 

DiffDog.exe C:\test.*dif 

. filedif または .dirdif ファイルを開く際にアスタリスク ( * ) ワイルドカードの使用が許可されています。

DiffDog Server を使用して比較を実行する方法

ライセンス供与済みの DiffDog Server を使用する場合、 DiffDog Server を使用して . filedif または .dirdif 比較をコマンドラインか

ら実行することができます。 これを行うには、. filedif または .dirdif ファイルパスを import コマンドへの引数として与えます。

*. filedif と *.dirdif ファイルを DiffDog Server を使用して実行することは W indows 上のみでサポートされています。比較に成

功するためには、デスクトップ上で有効な全てのファイルまたはディレクトリパスがサーバーマシン上で有効である必要があります。

(*. filedif または *.dirdif ファイルの使用とは異なり) DiffDog Server 内で直接比較ジョブをセットアップした場合、プラットフォーム

に関わらず実行することができます。

比較の出力を XML またはテキストフォーマット内の内のファイルにリダイレクトするには、以下の手順に従ってください:

1. 既存の .dirdif または . filedif ファイルを(または、新規の比較を作成し) DiffDog で開きます。

2. 「ツール」 メニューから「ドキュメントの比較オプション」を開きます。

3. 以下の内の1つを行います:

a. ファイルへのリダイレクションを使用せず、「エクスポート無し」 をクリックします(これはデフォルトのオプションです)。

b. テキストファイルへレポートをリダイレクトするには、「テキストファイル」 をクリックし、テキストボックスの横にパスを入力します。 

c. XML ファイルにレポートをリダイレクトするには、 「XML ファイル」 をクリックし、テキストボックスの横にパスを入力します。 

4. 「ファイル」 メニューから「名前を付けて保存」をクリックし、比較を . filedif (適用することができる場合は .dirdif として)として保
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存します。

詳細に関しては、 DiffDog Server ドキュメントを参照してください (https://www.altova.com/ja/documentation )

https://www.altova.com/ja/documentation
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14 比較の管理オプション

「比較とマージ」 メニューには、ファイル、 ディレクトリ、 Microsoft W ord ドキュメントとデータベースをカスタマイズするために使用される一

連のコマンドを含み、比較管理オプションとしてまとめることができます。 オプション 比較を明示的に開始する以外に、 特定の比較機能の自

動化 と 最近比較された組み合わせの選択 のためのオプションを使用することができます (下を参照)。

比較の開始

「比較とマージ」 メニュー内の「比較の開始」 コマンドは、ファイルの比較 と ディレクトリ比較、XML スキーマ比較、 W ord 比較、 とデー

タベース比較 ウィンドウに適用され、 比較を明示的に開始するために使用されます。比較は自動的に開始され、このコマンドは、比較を自

動的に開始する または 編集中に比較する 比較管理オプションがオンに切り替えられている場合、必要無い点に注意してください。 

比較を明示的に開始する:

· メニューオプション 「比較とマージ | 比較の開始」 を選択、または、「F5」を押します。 または、 比較とマージツールバー内の対

応する ツールバー ボタン   をクリックし、または 比較ウィンドウのタブを右クリックし、表示されるコンテキストメニューから「比較の

開始」 コマンドを選択します。
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14.1 自動比較機能

DiffDog は、ファイルがロードされた時、または、編集された時に自動的に比較を開始するオプションを提供します。更に、比較が実際に開

始される前に、比較オプションを表示することができます。これら全てのオプションは切り替えコマンドであることに注意してください。

比較を自動的に開始する

「比較を自動的に開始する」 オプションがオンに切り替えられると、 比較は、ファイルとディレクトリが比較ウィンドウにロードされると自動的に

開始されます。 このオプションがオフに切り替えられている場合、(ファイル、または、ディレクトリ)比較は、明示的に開始される必要があります。

比較を自動的に開始する:

· メニューオプション 「比較とマージ | 比較を自動的に開始する」 を有効化、または、比較とマージツールバー内の対応する ツー

ルバーアイコン  を有効化します。

編集中に比較する

ファイルの比較ウィンドウ内のドキュメントを比較がオンに切り替えられていると、編集中に 差分が編集中にハイライトされます。 オフに切り替

えられると、 どちらかのドキュメント内に入力を始めると、両方のドキュメント内の差分のファイライトがオフに切り替えられます。編集後に差分

をハイライトするには、比較を実行する必要があります。

編集中にファイルを比較する:

· メニューオプション 「比較とマージ | 編集中に比較する」 を有効化、または、比較とマージツールバー内の対応する ツールバーア

イコン  を有効化します。

比較の前にオプション設定を表示する

このコマンドは、個別の比較ウィンドウのためにオンとオフに切り替えることができます。 比較ウィンドウのためにオンに切り替えられている場合、

「比較オプション」 ダイアログボックスがそのウィンドウ内で比較が行われる都度表示されます。 ドキュメントの編集中、 DiffDog により比較

が動的に設定される前は、 「比較オプション」 ダイアログボックスは表示されません。 

比較前にオプションを表示:

· メニューオプション 「比較とマージ」 | 比較の前にオプション設定を表示する」 を有効化、または、比較とマージツールバー内の

対応する ツールバーアイコン  を有効化します。
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14.2 最近比較した組み合わせ

メニューアイテム 「比較とマージ| 最近比較された組み合わせのサポート」により「最近比較されたペア」の機能を無効化することができま

す。このダイアログボックスには、 ファイルまたはディレクトリが最近比較された5つのファイルとディレクトリを含むリストが含まれています。最近比

較されたファイルまたはディレクトリを比較ウィンドウの上にあるドロップダウンリストから選択することができます。例:

上記のリストからアイテムを選択すると「最近比較された組み合わせ」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスは選択されたエ

ントリが最近比較された全てのファイル (または適用できる場合はディレクトリ) をリストします。例:

最近比較されたアイテムとファイルまたはディレクトリを比較するには、対応するアイテムを選択して 「OK」をクリックします。

メモ: 「キャンセル」 をクリックすることにより、他のペイン内で前に比較されたファイルまたはディレクトリを開くことなく、選択されたファイル

または、ディレクトリが開かれます。 「キャンセル」をクリックしても、選択されたファイル または、ディレクトリが開かれることを止めること

はできません。「最近比較された組み合わせ」 ダイアログボックスをドキュメントを開く都度表示しない場合、「最近比較された組

み合わせ」をサポートする オプションをオフに切り替えます。
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14.3 XML スキーマのロード時に自動的にマップする

「XML スキーマのロード時に自動的にマップする」 の切り替えが「比較とマージ」メニュー内で有効化されている場合、XML スキーマ比較

ウィンドにドキュメントがロードされた場合、DiffDog は、比較コンポーネント内で XML スキーマのマッピングを自動的に実行します。 
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15 DiffDog オプション

「ツール | DiffDog  オプション コマンドによりグローバルアプリケーション 設定を定義することができます。 これらの設定は、ダイアログボックス

内で指定され、レジストリ内に保存されます。これらは現在と未来のドキュメントウィンドウに適用することができます。 DiffDog オプション ダイ

アログボックス内の「適用」 ボタンは、現在開かれている ドキュメント内の変更を表示し、現在の設定をフィックスします。背景 ウィンドウ内で

変更をすぐに確認することができます。

DiffDog オプション ダイアログボックスの各ページは、このセクションで詳しく説明されています。

DiffDog  設定を変更する:

1. 「ツール | DiffDog  オプション. . .  を選択、または、比較とマージツールバー内の DiffDog  オプション  ボタン を選択しま

す。 

DiffDog オプション ダイアログボックスが表示されます。

2. 次のオプションのためにタブを選択します:

· アプリケーション

· ファイルの比較

· ディレクトリ比較

· データベース比較

· データベースデータ結果ビュー

· ファイル型

· ネットワークプロキシの設定

· Java Settings

3. 希望する変更を加え、 「OK」 をクリックします。
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15.1 アプリケーション

DiffDog オプション ダイアログボックスのアプリケーションタブで、 アプリケーションの開始オプションを定義します。

スタートアップ

3つのラジオボタンは、DiffDog が空のファイルの比較ウィンドウ、 空のディレクトリの比較ウィンドウ、または、比較ウィンドウ無しで開始される

かを定義します。

複数のインスタンスを許可 チェックボックス が無効化されていると、 DiffDog のインスタンスが既に作動している時に、 DiffDog を開始す

ると、新しい 比較ウィンドウ (ファイル、ディレクトリ、 または 空) により既に実行されている DiffDog のインスタンスが開かれます。

W indows Explorer 統合

W indows Exp lorer コンテキストメニューチェックボックスに対する 「Altova DiffDog  を使用して比較する」 が有効化されている

と、相対するファイルを選択し、「Altova DiffDog  を使用して比較する」をコンテキストメニューから選択することにより、ファイルまたはディレ

クトリの比較を W indows Explorer から直接開始することができます。

エンコード

エンコードを検出できない場合 XML ファイル、または、非-XML ファイルをそれぞれ開くエンコードを選択できます。
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プログラムロゴ

スタートアップで表示 オプションはDiffDog が開始されると、プログラム ロゴの表示 オプション— チェックされていると— スプラッシュスクリーン

(ロゴ)を表示します。「印刷時に表示する」 は読み取り専用です。比較結果が印刷されるとプログラムロゴを印刷します。
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15.2 ファイルの比較

ファイルの比較 タブにより、ファイルの比較のための詳細を設定することができます。  これらのオプションは、属性の表示からファイルアクションな

どを含む、すべての開かれた、および、以前に開かれたファイルの比較に適用されます。

バックアップファイル

このオプションにより、 DiffDog 内で編集されたバージョンを保存する場合、元のファイルが保存されるかを構成できます。 このような場合、

元のファイルと編集済みのファイルに名前を与える必要があります。 編集済みファイルを保存すると、新しく名前の付けられたファイルが作成さ

れます。 次のオプションを使用することができます。

· バックアップ無し:  編集されたファイルにより元のファイルが上書きされます。元のファイルの名前が保持されます。

· .BAK と拡張子を置き換える: 元のファイルが abc.xml  と呼ばれる場合、変更はこのファイルに書き込まれ、元のコピーは

abc.bak として保存されます。 

· .BAK を拡張子に追加する: 元のファイルが abc.xml と呼ばれる場合、変更はこのファイルに書き込まれ、 元のコピーは

abc.xml.bak として保存されます。 

ヒント:  .BAK ファイルは XML に準拠するように設定でき、他の XML ファイルとの比較に使用することができます。

ZIP に準拠する ファイルが変更されると、 DiffDog は、 ZIP 自身のバックアップではなく、 ZIP 内で変更された個々のファイルのために

バックアップを作成します。
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変更されたファイルの自動的な再ロード

DiffDog 内で開かれたファイルが他のアプリケーションまたは 他の個人により変更されると、再ロードのプロンプトが表示、または、非表示さ

れ、 DiffDog  変更されたファイルを再ロードすることができます。 

編集

「現在の差分にするために差分をクリックする」 チェックボックスが有効化されており、クリックすることにより、比較されたドキュメント内での差分

を現在の差分にすることができます。

表示のフォントのプロパティを自由に選択することができます。 「フォント」 ボタンをクリックすると、 このための 「フォント」ダイアログボックスが開

かれます。

色

比較されたドキュメント内の差分をハイライトする異なる背景色を選択することができます。以下のオプションが含まれます:

· 現在の差分 (現在注目されている、または、選択されている差分)

· マージされた差分 (まだ保存されていないマージされた差分)

· 現在マージされた差分 (現在選択されているマージされた差分)

· 現在選択された競合 (このオプションは3方向のファイルを比較する場合のみ使用することができます。次を参照してください:  3方

向比較)

「デフォルトの色」 ボタンをクリックするとデフォルトの色に戻ることができます。 これらの色は、 W ord 比較ウィンドウ内でも使用されることに

注意してください。

整形出力

ロード時の XML ファイルの整形出力 オプションにより、元々は改行などがない継続的なストリームの形式のファイルが自動的にユー

ザーの使用しやすい XML ファイルがファイルの比較ウィンドウに自動的に作成されます。 
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15.3 ディレクトリ比較

ディレクトリ比較 タブによりディレクトリ比較内で考慮されるファイルを決定するフィルターを作成することができます。 

メモ:  「OK」をクリックして、このダイアログボックスの終了後、ディレクトリ比較ウィンドウ内で必要とされるフィルターを選択します。 「OK」 をク

リックしても、使用するフィルターは選択されません。変更はダイアログボックスを閉じた後に保存されます。

ファイル/ディレクトリ フィルター

 「ディレクトリの比較」 オプションが選択されている場合、ディレクトリ比較ウィンドウのツールバー と 「比較を開く」 ダイアログボックス内で

の選択のためにフィルターを使用することができます。

ファイル/ディレクトリ フィルター グループボックスには、フィルターを定義、整理、削除するための複数のボタンが含まれます:

フィルターの定義を変更する選択されたフィルターのために、 「フィルターの編集」 ダイアログを開きます。

新しいフィルターを作成する 「フィルターの編集」 ダイアログを開きます。 定義が完了すると、 フィルターは、ボ

タンがクリックされると選択されるフィルターの下の使用することのできるフィルターのリストに追加されます。
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選択されたフィルターをフィルターのリスト内で1つ下の位置に移動させます。

選択されたフィルターをフィルターのリスト内で1つ上の位置に移動させます。

選択されたフィルターのコピーを作成します。

選択されたフィルターの下のフィルターのコピーを貼り付けます。

選択されたフィルターを削除します。

デフォルトのファイル/ディレクトリ フィルター

このグループボックスには、使用することのできるデフォルトのフィルターを持つドロップダウンリストが含まれています。フィルターを選択して、選択さ

れたデフォルトの定義をベースにして新しいフィルターを作成することのできる「フィルターの編集」 ダイアログボックスを開くために「作成」をクリッ

クします。必要に応じて、名前とフィルターの定義を編集し、ファイル/ディレクトリ フィルター グループボックス内の使用することのできるフィルター

のリストに新しいフィルターを追加するために 「OK」をクリックします。

変更の通知

「ディレクトリ内の変更に対する警告を有効にする」 ディレクトリ チェックボックスが有効化されている場合、DiffDog は、 DiffDog の外

部で、表示されたフォルダーのコンテンツが変更されると、警告メッセージが表示され、 表示を更新するか否かを決定することができます。

クイック比較

グループボックス内では、クイック比較中「サイズと変更日」 が選択されると、サイズのみ、または、更新日とサイズを考慮するように定義す

ることができます。  「正確に一時間の誤差を許容」 チェックボックスを有効化することもできます。自動的にシステムが更新され、夏時間の調

整後に一時間の時刻の差分が発生する可能性があります。 「正確に一時間の誤差を許容」 チェックボックス を有効化すると、このような

ファイルが差分として表示されることを回避できます。

マージのオペレーションの確認

ファイルの削除前及びコピー前、またはマージのオペレーション中の置換時に警告メッセージが表示されるかを定義することができます。
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このダイアログボックス内で「このダイアログを表示しない!」を有効化すると、対応する オプションが DiffDog オプション ダイアログボックス内で

無効化されます。

15 .3 .1 フィルターの定義

「フィルターの編集」 ダイアログはディレクトリ比較を制限するオプションを提供します:

· 特定の型のファイルのみを考慮する

· 特定の型のディレクトリのみを考慮する

· 特定のファイルとディレクトリを無視する

· 特定の属性を持つファイル、または、ディレクトリの比較

· 比較されるファイル/ディレクトリの日付の範囲を定義します

· 特定のファイルサイズにファイルを制限する
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「ファイルだけを含む」 と 「ファイルを無視」 フィールド内の両方にファイル型が含まれる場合、 そのファイル型は、ディレクトリの比較内で無

視されます 。

新しいフィルターが選択される前に開かれたディレクトリの比較ウィンドウのために、新規のフィルターがこれらの比較ウィンドウに適用されるよう

に、両方のディレクトリを再ロードする必要があります。
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更新日

更新日 グループボックス内で、開始日、および/または、終了日を入力して、ディレクトリ比較のための日付の範囲を定義することができます。

ディレクトリが比較されると、日付の範囲内のファイルのみが考慮されます。開始日から終了日までの全てのファイルを含むには、対応する

チェックボックス (開始日 または 終了日 ) のみを有効化し、 2番目のチェックボックスをチェックしないでそのままにします。「開始日 または

終了日 」 チェックボックスが選択された後、変更するデータの部分を選択することができます。

ディレクトリ比較のためにフィルターを定義する:

1. 以下の内の1つを行います:

a. メニューオプション 「ツール | DiffDog  オプション」 を選択し、ディレクトリ比較 タブに変更します。

b. または、 ファイルの比較ウィンドウのツールバー内の「フィルターの編集」  ボタンをクリックします。ドロップダウンリストから

フィルターが既に選択されている場合、新規のフィルターを作成する代わりにそのフィルターを編集します。

2.  ボタンをクリックして「フィルターの編集」 ダイアログを開きます。

3. フィルターの編集 ダイアログ内で、 フィルター名 フィールドに詳細な名前を入力します。

4. 比較を特定のファイル型に制限するには ファイルのみ含む フィールド内にファイルの拡張子を入力します。比較からファイル型を除

外するために ファイルを無視 フィールド内にファイル拡張子を入力します。ファイル型はフォーム *.ext でリストされており、フィル

ター内のファイル型間の区切りは セミコロン (;) であることに注意してください。

5. 比較中に、ディレクトリの特定のサブフォルダーを含む、または、無視するには、「ファイルだけを含む」 ディレクトリ フィールド または

「ディレクトリを無視」 フィールドにそれぞれフォルダー名を入力します。フォルダー名の部分を入力するためにワイルドカード 文字 *

を使用することもできます。フィルター内の個別のフォルダー名の区切りは セミコロン (;)であることに注意してください。

6. 特定の属性が適用されているファイルとディレクトリを含むには、ファイル/ディレクトリ 属性 グループボックス内の対応する チェックボッ

クスを有効化してください。チェックされていない属性を持つファイルとディレクトリはディレクトリ比較ウィンドウ内に表示されます。ディ

レクトリのためではなくファイルのために「非表示」 チェックボックスが有効化されていると、隠しディレクトリ内の隠しファイルは表示され

ないことに注意してください。

7. 特定の日付の範囲に比較を制限する場合、更新日 グループボックス内の 「開始および/または終了」 チェックボックスを有効化し

ます。

8. 特定のサイズのファイルに比較を制限する場合、ファイルサイズ グループボックス内の 「開始および/または終了」 チェックボックスを

有効化します。数字を入力し、ドロップダウンリストから、適切なユニットを選択します。

9. 変更を保存するために「OK」 をクリックします。
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15.4 データベース比較

データベース比較 タブは、テーブル内のデータと構造の比較方法、比較コンポーネント内での表示方法を定義し、また、テーブル および/また

は 列が比較に追加された時自動的にマップされるかを定義します。 データベースデータ比較に関連する追加の設定は 「比較オプション」 ダ

イアログボックスの XML と テキスト タブで定義されます。

表示オプション

データソースと比較するテーブルを指定することなくデータベース比較ウィンドウを開くには、「新規ドキュメントのテーブル選択を表示」 チェック

ボックス を無効化します。列を展開せずに全てのテーブルを表示する場合、 「初期のテーブルを展開された状態で表示」を無効化します。コ

ンポーネント内のテーブルのためのスキーマ名の表示を無効化し、 そして、コンポーネントヘッダー内のデータソース名を表示することもできま

す。

テーブルとカラムを自動的にマップする方法

データベース データとスキーマ 比較を実行する場合、複数のオプションを適用することができます。デフォルトでは、テーブルは比較に追加さ

れ、自動的にマップされます。テーブル、または、列の自動マッピングを無効化するには、 「テーブルを自動的にマップ」 、または、「 カラムを

自動的にマップ」 チェック ボックスをそれぞれクリアします。

列のために自動マッピングが有効化されている場合、 DiffDog がどのようにマッピングを作成するかさらに指定することができます:
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· 名前でマッピングを検索:  DiffDog は、両方のテーブル内で一致する列名をチェックします。デフォルトで、 一致は大文字と小

文字を区別します (例えば、"Expenses" は "expenses" に一致します)。 大文字と小文字を区別する場合は、「名前での

マッピングでは大文字・小文字を区別しない」 チェック ボックスをクリアします。

· 型でマッピングを検索:   DiffDog は、異なる名前を持つにも関わらず、同じデータ型を共有する列をマップします。 同じテーブル

の各行は異なる型を持つことが想定され、小さなデータベース内ではこのオプションを使用することが奨励されています。それ以外の

場合、希望しないマッピングは発生しません。 

· 名前と型でマッピングを検索:  DiffDog 最初に列名を考慮し、次にデータ型を考慮します。

· 列の位置を基にマッピングを行う:  は、両方のテーブル内でテーブルの作成時刻が同じの場合、マッピング時、列のみがマップされ

ます。 このように、同様にデザインされているが、異なる行名を使用するテーブルを比較することができます。

マッピングの方法を選択することができます。更に、バイナリ データ列、XML 列、識別列、計算された列、または列名の大文字と小文字の

区別が無視されるかを指定することができます。大部分が一致するが、完全な一致ではないアイテム名をマップする場合、 (例：

「expenses2008」 と 「expenses_ 09」) 「名前でマッピングしている場合は完全一致」 チェックボックスを無効化します。

スキーマ比較

「比較中に接続されていないアイテムのマップを試みる」 比較 チェックボックスを選択すると、 DiffDogは、スキーマの比較が開始されると、

反対のコンポーネント内のマップされていないアイテムのために対応するアイテムを探そうとします。
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15.5 データベースデータ結果ビュー

DiffDog オプション ダイアログボックスのデータベースデータ結果ビュー タブは、比較の結果の表示のカスタマイズのためのオプションを提供しま

す。 

表示のオプション

比較結果ビュー内で 横線、縦線、または、行番号を表示する場合、対応するチェックボックスを有効化します。比較された列を明確に区別

するには、デフォルトの綴じ代の幅を適用することもできます。
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15.6 ファイル型

ファイル型 タブ内で異なるファイル型のデフォルトの比較モー ドを設定します。ファイルタイプは拡張子 (.asp、 .biz、など)により識別さ

れ 、と比較モードは、XML、 テキスト、 バイナリ、 または ZIP に準拠します。

ファイル型

グループボックス 「デフォルトの比較モード」 と 「構文色分けの使用」 内で定義されているオプションのためのファイル拡張子を選択するた

めにこのペインが使用されます。これら2つのグループボックス内に加えられた変更はファイル型ペイン内で現在選択されているファイルの型のみ

に適用されることに注意してください。

デフォルトのファイルの比較モード

特定のファイル型のためにデフォルトの比較モードを割り当てるには、デフォルトのファイルの比較モード グループボックスから、次のラジオボタンを

選択してください:

· XML に準拠する ファイル

そのファイル型のインスタンスは、 XML 適合性のためにチェックされており、適合性がある場合、 XML ファイルとして扱われます。

XML に準拠する ファイルは、 XML またはテキストとして比較される可能性があります。

· テキストの比較

· バイナリの比較
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そのファイル型のインスタンスは、バイナリのファイルとして考慮されます。バイト単位の比較がディレクトリ比較内で使用されます。こ

の型のファイル は、テキストビューでは表示されません。

· ZIP に準拠する ファイル

そのファイル型のインスタンスは、ディレクトリ比較内のサブディレクトリとして考慮されます。ファイルの比較では、 この型のファイルはバ

イナリとして比較されます。

· Microsoft W ord の比較

そのファイルのインスタンスは、 Microsoft W ord ドキュメントとして考慮され、Microsoft W ord 比較内で比較されます。

「比較とマージ」 メニュー内で希望する比較モードを選択することにより個別ファイルの比較のための比較モードをオーバーライドすることができ

ます。DiffDog は、バイナリファイルを自動的に検出します。

構文の色分けの使用

構文の色分け機能は以下のオプションから選択することができます :

· 構文の色分け無し

· XML に準拠する 構文の色分け

· ソースコードに準拠する構文の色分け

ファイルタイプのリストの編集

ファイルタイプ ペイン内のリストに新しいファイル型を追加するには、「新規のファイル拡張子の追加」 ボタンをクリックします。リストからファイ

ル型を削除するには、リスト内のファイル拡張子を選択し、「選択されたファイル拡張子を削除」 ボタンをクリックします。
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15.7 ネットワークプロキシの設定

ネットワーク プロキシ セクションでは、カスタムのプロキシの設定を構成することができます。( XML 検証の目的のために) DiffDog のインタ

ーネットへの接続方法に影響します。デフォルトでは、 DiffDog はシステムのプロキシの設定を使用します、ですから、多くの場合プロキシの

設定を変更する必要はありません。必要な場合、代替のネットワークプロキシを下のオプションを使用して設定することができます。 

メモ: ネットワークプロキシ設定は、Altova MissionKit アプリケーション間で共有されています。結果、1つのアプリケーション内で設定が

変更されると、自動的に他の全てのアプリケーションに影響を与えます。

システムプロキシの設定の使用

システムプロキシ設定を介して構成可能な インターネットエクスプローラー (IE) 設定を使用します。 netsh.exe winhttp を介して構

成される設定が必要とされます。

自動プロキシの構成

以下のオプションを使用することができます:

· 自動検知の設定:  DHCP または DNS を使用して W PAD スクリプト (http://wpad.LOCALDOMAIN/wpad.dat)

を検索し、プロキシセットアップのためにこのスクリプトを使用します。

· スクリプト URL:  プロキシセットアップのために使用されるプロキシ自動構成 (.pac) スクリプトに対する HTTP URL を指定しま

す。 

· 再ロード:  現在の自動プロキシ構成をリセットして再ロードします。このアクションには W indows 8 または以降が必要とされ、30

秒程の時間が必要です。 

手動のプロキシの構成

ホスト名とポートを対応する製品のプロキシのために手動で指定します。サポートされるスキームはホスト名に含まれている場合があります (例

: http://hostname)。プロキシがスキームをサポートする場合、対応するプロトコールと同じである必要はありません。
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以下のオプションを使用することができます:

· このプロキシサーバーをすべてのプロトコールのために使用する:  全てのプロトコルのために HTTP プロキシのホスト名とポート使

用します。

· プロキシ無し:  セミコロン (;) により区別されているプロキシを使用しないホスト名、ドメイン名、または、ホストのための IP アドレス

のリスト。 IP アドレスは切り捨てられず、 IPv6 アドレスは角かっこで囲まれる必要があります (例:

[2606:2800:220:1:248:1893:25c8:1946])。ドメイン名は、ドットと共に開始される必要があります (例

: .example.com).

· プロキシのサーバーをローカルのアドレスのために使用しない:  チェックされている場合、プロキシ無しリストのために <local>

を追加します。このオプションが選択されている場合、次の場合、プロキシは使用されません:  (i) 127.0.0.1、 (ii) [::1]、 (iii)

(.) ドット文字を含んでいないホスト名すべて。。

現在のプロキシの設定

プロキシの検知の詳細なログを提供します。URL のテスト フィールドの右の 「更新」 ボタンを使用して更新することができます (例、 URL

のテスト を変更する場合、または、プロキシの設定が変更された場合)。

· URL のテスト:  A test URL のテストを使用して、どのプロキシが特定の URL ために使用されているかを確認することができま

す。 URL を使用して、 I/O はされません。 プロキのシ自動構成が選択されている場合、このフィールドは空にしておく必要があり

ます(システムプロキシの設定の使用、または、自動プロキシの構成 を使用して)。
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15.8 Java 設定

Java タブ上では、ファイルシステム上で Java VM (仮想マシン) へのパスを任意で入力することができます。カスタム Java VM パスの追

加は常に必要なわけではありません。デフォルトで、 DiffDog は、 W indows レジストリと JAVA_ HOME 環境変数を (この順序で) 読

み取ることにより、 Java VM パスを自動的に影響しようとします。このダイアログボックスに追加されるカスタムパスは、自動的に検知される

VM パスよりも優先順位を与えられます。

カスタム Java VM パスを追加する必要がある場合、例えば、インストーラを持たず、 (例えば、 Oracle の OpenJDK などの) レジストリ

エントリを作成する必要のない Java 仮想マシンを使用している場合、カスタム Java VM パスを追加する必要がある場合があります。

DiffDog により自動的に検知された Java VM パスを何らかの理由でオーバーライドする場合、このパスを設定する必要があります。

以下の点に注意してください:

· Java VM パスは Altova デスクトップと (サーバーではない) アプリケーションにより共有されています。この結果、アプリケーション内

で変更されると、他の Altova アプリケーションに自動的に適用されます。

· パスは JDK がインストールされているディレクトリに相対する \bin\server または \bin\client ディレクトリからの jvm.dll ファ

イルを指す必要があります。

· DiffDog プラットフォーム (32-ビット、 64-ビット) が JDK と同じである必要があります。 

· Java VM パスの変更後、新規の設定を反映するために DiffDog を再起動する必要があります。

Java VM パスは JDBC を使用したデータベースへの接続性に影響を与えます。
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16 ユーザーレファレンス

ユーザーレファレンス セクションには、すべての DiffDog メニューコマンドの詳細な説明が含まれます。 このユーザーマニュアルは可能な限り

包括的になるように作成されています。ユーザーレファレンスにより説明されていない質問がある場合は、 Altova W eb サイトの良くある質

問、または、ディスカッションフォーラムを参照してください。質問に対する十分な答えが得られない場合は、 Altova W eb サイト上のサポート

センターに問い合わせてください。 

ファイル と 編集 メニュー、 W indows コマンドのすべての標準、および DiffDog-関連した コマンドは全てサポートされます。
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16.1 ツールバーアイコン

ツールバー内のアイコンは、異なるコマンドのためのショートカットです。ショートカットの多数は、メニューコマンドとして使用することができます。

「カスタマイズ」 ダイアログ (「ツール | カスタマイズ」) のツールバータブを使用してツールバー内のアイコンのグループの表示をオフとオンに切り

替えることができます。GUI の中では、ツールバーのハンドルをドラッグして希望する場所に移動することができます。

使用することのできるツールバーは下で説明されています。 コマンドの説明のためのレファレンスセクション内の対応するチャプターを参照してく

ださい。

標準 アイコンのグループは、  ファイル、 編集 と XML メニューに発生するファイルコマンドと共通の編集コマンドのためのショートカットです。

比較モード アイコンのグループにより、ファイルとディレクトリのための比較モードを選択することができます。 コマンドのこのグループは、 「比較と

マージ」 メニュー内で使用することができます。

データベースデータ比較モード アイコンのグループ によりデータベースデータ.のための比較モードを選択することができます。コマンドのこのグル

ープは、 「比較とマージ」 メニュー内で使用することができます。

「比較とマージ」 アイコンのグループにより比較を開始、ファイル間の差分を移動、差分をマージ、アプリケーションと比較オプションを設定する

ことができます。  これらのコマンドの全ては、 「比較とマージ」 メニューと 「ツール」 メニュー内で使用することができます。

ディレクトリ コンテンツ アイコンのグループによりディレクトリの比較ウィンドウの表示を構成することができます。  「比較とマージ」 メニューに含

まれているディレクトリの同期 コマンドを除き、これらのコマンドをメニューコマンドとして使用することはできません。 (次を参照してください:  セク

ション 「ディレクトリの比較」 内の「ビューの構成」 と 「ディレクトリ比較の実行」チャプター) 。これらのコマンドはアクティブなディレクトリの比較の

みに適用することができます。
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W ord の比較 アイコンのグループにより、W ord 比較ウィンドウの表示を構成することができます。メニューコマンドでこれらのコマンドを使用

することはできないことに注意してください。 (次を参照してください:  セクション 「Microsoft W ord ドキュメントの比較」 内のチャプター 「比

較ウィンドウの構成」)。

データベースデータ比較結果 アイコンのグループによりデータベースデータ比較 結果ウィンドウの表示を構成することができます。 コンテキスト

メニューコマンドとしてのみこれらのコマンドを使用することができます。 (次を参照してください:  セクション 「データベースデータの比較」内のチャ

プター 「比較の結果ビューの構成」)。これらのコマンドはアクティブなデータベースデータ比較結果のみに適用することができます。 

アイコンのグリッドグループはファイルの比較ウィンドウ内のグリッドビューで有効化することができます。これらのコマンドの大部分は、グリッドビュ

ー メニュー内で使用することができます。 グリッドグループ コマンドを使用して、 XML ドキュメントのグリッドビューを変更し、構成の編集を変

更することができます。非-XML または 非-整形式の ドキュメントのためにグリッドビューを使用することはできません。表示するドキュメントの

グリッドビューのためにドキュメントは、 XML ドキュメントで、整形式である必要があります。

次のアイコンは、 グリッドビュー メニューには含まれていません:

選択された全ての項目を展開する : グリッドビューでこのコマンドは、グリッドビューで1つまたは複数の

選択されたノードを展開します。

選択された全ての項目を折りたたむ: グリッドビューでこのコマンドは、選択されたノードを折りたたみま

す。

選択された全ての項目を完全に展開する : グリッドビューでこのコマンドは、全ての選択されたノードと

子孫ノードを展開します。

選択されていない項目を折りたたむ: グリッドビューでこのコマンドは、全ての選択されたノードと子孫ノ

ードを折りたたみます。

最適な幅: グリッドビューでこのコマンドは、列を最適な幅に設定します。

テキスト アイコンのグループによりテキストビュー、の表示とナビゲーション機能を構成することができます。これらのコマンドの一部は、選択され

たファイル(すなわち、カーソルが置かれているファイル)のみに対して使用することができます。 他のコマンドは全ての開かれているファイル、およ

び、以前に開かれたファイルに適用されます。 これらのコマンドの全ては、テキストビュー メニューコマンドとして使用することができます。
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「グリッド編集」 グループ内のアイコンはグリッドビュー内での編集のために使用されます。 これらのコマンドは、グリッドビュー メニュー セクショ

ンで詳しく説明されています。 ツールバーは、デフォルトで無効化されている点に注意してください。 表示の確認のために 「ツール | カスタマイ

ズ」 ダイアログボックスのツールバータブ内の対応するチェックボックスを有効化する必要があります。 

 3方向比較 ツールバーには、に適用されるコマンドが含まれています。3 方向差分のナビゲートとマージを参照してください。
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16.2 ファイルメニュー

ファイルメニューには、W indows ソフトウェア製品の大多数で共有することのできる、ファイルを操作するために関連したコマンドが含まれてい

ます。 

標準の 開く、 保存、 印刷、 印刷セットアップ、と 終了 コマンドに加え、 DiffDog には多種のアプリケーションに特定のコマンドが搭載され

ています。ファイルの比較とディレクトリの比較ウィンドウ、 2つのペインのそれぞれには、(ファイルの比較するための) ペイン内のファイル/ディレク

トリを開き更新し、そのペイン内に保存するための特定のアイコンが各ペインの上に配置されています。 

16 .2 .1 ファイルの比較

「ファイルの比較」  コマンドにより、ファイルの比較のために、2つの空のペインを持つ新しい空のウィンドウが開かれます。 2つの比較する

ファイルは、比較ウィンドウのペイン内で開かれる必要があります。次を参照してください：ファイルの比較の実行.
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16 .2 .2 3方向のファイルの比較

「3方向のファイルの比較」  コマンドは、3つの比較ペインを含む新規のウィンドウを開きます。 3方向のファイルの比較を参照してくださ

い。

16 .2 .3 ディレクトリの比較

「ディレクトリの比較」  コマンドはディレクトリ比較のために 新しい空のウィンドウを開きます。 比較される2つのディレクトリは、各ペイン

内で個別に開かれる必要があります。

16 .2 .4 Microsoft Word ファイルの比較

「Microsoft W ord ファイルの比較」   コマンドにより、Microsoft W ord ファイルの比較のための2つの空の Microsoft W ord

ドキュメントが表示される 新しい空のウィンドウが開かれます 。比較される2つの Microsoft W ord ドキュメントは、比較ウィンドウのペイン

内で開かれる 必要があります。

16 .2 .5 XML スキーマの比較

「XML スキーマの比較」  コマンド XML スキーマ比較のための「XML スキーマの比較」 コマンドにより 新しい空のウィンドウが開かれ

ます。比較する2つの XML スキーマは、比較ウィンドウのコンポーネントで 開かれる 必要があります。

16 .2 .6 データベースのデータの比較

「データベースデータの比較」   コマンドは新規のからのウィンドウをデータベースデータの比較のために開きます。比較する2つのデータベ

ースを開き、 比較するテーブルを各コンポーネント内で個別に選択する必要があります。詳細に関しては、データベースデータの比較を参照し

てください。

16 .2 .7 データベーススキーマの比較

データベーススキーマ比較のための「データベーススキーマの比較」   コマンドにより、新しい空のウィンドウが開かれます比較する2つのデ

ータベースが開かれ、比較されるスキーマは、各コンポーネント内で個別に選択される必要があります。 詳細に関しては、データベーススキーマ

の比較を参照してください 。
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16 .2 .8 開く...

「開く」   (Ctrl+O)  コマンドにより選択済みのファイルまたはディレクトリを持つファイル比較ウィンドウまたはディレクトリ比較ウィンドウを

開くことができます。ダイアログボックスのレイアウトは、モードグループボックス内の「ファイルの比較」 または 「ディレクトリの比較」  の選択に

より異なることに注意してください。

ダイアログボックスのレイアウトは、モードグループボックス内の「ファイルの比較」 または 「ディレクトリの比較」 の選択により異なることに注意し

てください。

データベースデータ比較ファイル (*.dbdif) をこのコマンドで開くことはできません。データベースデータ比較ファイルを開く. . .  コマンドを使用す

る必要があります。

16 .2 .9 比較ファイルを開く

「比較ファイルを開く」 コマンドにより、既に選択されたデータベースデータ比較ウィンドウ、 データベーススキーマウィンドウ、 または、データソー

スとテーブル、または、 XML スキーマを持つ、XML スキーマ 比較ウィンドウを開くことができます。これは、 「データベースのデータの比較」、

「データベーススキーマの比較」 または 「XML スキーマの比較」  コマンドとは異なり、空の比較ウィンドウを開きます。

16 .2 .10 閉じる

閉じる コマンドはアクティブな ウィンドウを閉じます。ファイルの比較のどちらかのドキュメントに保存されていない変更が含まれており、ドキュメン

トを閉じると、 「ファイルの保存」 ダイアログボックスが表示されます。ファイルに保存されていない変更が含まれる場合、ファイルの比較内の両

方のファイルが表示されます。ファイルに保存されていない変更が含まれている場合、チェックされています。

16 .2 .11 全て閉じる

「全て閉じる」 コマンドは、開かれているすべての比較ウィンドウを閉じます。ファイルの比較内のドキュメントは、保存されていない変更を含

んでおり、 「ファイルの保存」 ダイアログボックス は、ファイルの比較のために表示されます。 ディレクトリ比較はプロンプト無しに閉じられます。

(スクリーンショットを参照 上を参照)

１つ以上のファイルの比較が保存されていない変更を含むドキュメントを持つ場合、「ファイルの保存」 ダイアログボックスは、ウィンドウが閉じら

れる前に、各ファイルの比較ウィンドウのために表示されます。
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16 .2 .12 保存

ファイルの比較 とデータベースデータ比較のために使用することのできる「保存」   (Ctrl+S)  コマンドです。ファイルの比較のために 

「ファイルの保存」 ダイアログボックスがポップアップされます。 (スクリーンショットを参照 上を参照)。 両方のファイルはダイアログ内で表示され

ます。 ファイルに保存されていない変更が含まれる場合、 ファイルはチェックマークと共にリストされます。

メモ: ファイルの比較ウィンドウ内の個別のペインの 「保存」   アイコンをクリックすると、プロンプト無しにそのペイン内のドキュメントが

保存されます。「名前を付けて保存」   アイコンにより、そのペイン内でドキュメントを異なるファイル名で保存することができま

す。

16 .2 .13 名前を付けて保存

「名前を付けて保存」 コマンドは、アクティブなファイルとして保存するファイルの名前と場所を入力することのできる、W indows 「名前を付

けて保存」 ダイアログボックスをポップアップします。

16 .2 .14 差分のエクスポート...

「差分のエクスポート.. .」 コマンドによりファイルに差分をエクスポート することができます。このメニューオプションは、 ファイルとディレクトリのみの

 比較のために使用することができます。

16 .2 .15 印刷...

「印刷. . .」   ( Ctrl+P ) コマンドは、 印刷ジョブの詳細を入力する、W indows 「印刷」 ダイアログボックスをポップアップします。この

コマンドは、アクティブなドキュメントを印刷します。すなわち、コマンドが呼び出された時、カーソルが置かれているドキュメントが印刷されま

す。

メモ: テキストビュー と グリッドビュー からアクティブなドキュメントを印刷することができます。出力は、選択されたビューの印刷です。

16 .2 .16 印刷プレビュー

「印刷プレビュー」   コマンドは、アクティブのドキュメントがどのように印刷されるかを表示します。 
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16 .2 .17 印刷設定...

「印刷設定」 コマンドは、印刷ジョブと他のプリンタープロパティのための印刷設定を変更することのできる W indows 印刷セットアップ ダイア

ログをポップアップします。設定には、ページの向き、用紙のサイズ、用紙のソースなどが含まれます。 印刷セットアップ ダイアログを終了した

後、 「印刷」 コマンドを使用して、ドキュメントを印刷する必要があります。

16 .2 .18 終了

このコマンドは、 DiffDog アプリケーションを終了します。１つまたは複数のファイルの比較ウィンドウのドキュメント内に保存されていない変更

が含まれる場合、 DiffDog は、各ファイルの比較のために保存されていない変更を含む、「ファイルの保存」 ダイアログボックスをポップアップ

します。 

DiffDog を閉じる際、 データベースデータ比較をデータベースデータ比較ファイル (*.dbdif) に保存しない場合、メッセージボックスを閉じよう

とすると、データベースデータ比較ウィンドウを保存するように促すプロンプトが表示されます。

プロンプトに対応すると、 DiffDog は、閉じられます。
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16.3 編集メニュー

DiffDog 内では、ファイルの比較ウィンドウ内で表示されるドキュメントを編集ます。ドキュメントは、ドキュメントを直接入力、および/または、

「編集」 メニュー内のキーボードショートカット または コマンドを使用してドキュメントを編集します。

「編集」 メニュー内のコマンドは、 元に戻す、 切り取り、 コピー、 貼り付け などの一般的な編集機能および、パワフルな 検索 と 置換 機

能を含みます。 これらのコマンドは、このセクションのサブセクションで詳しく説明されています。

編集コマンドはドキュメント固有であり、 ディレクトリ比較 または、 データベースデータ比較結果ウィンドウ がアクティブな場合、「編集」 メニュ

ーコマンドを使用することはできません。

16 .3 .1 元に戻す

「元に戻す」   ( Alt+Backspace, Ctrl+Z ) コマンドにより、各ドキュメントのために個別に以前に行われたアクションを制限無く元

に戻すことができます。 ドキュメント内の前のアクションを元に戻すには、ドキュメント内にカーソルを置き 「元に戻す」 コマンドを選択します。

複数の開かれているファイルの比較内のドキュメント間を切り替えることができます。 各ドキュメント内では、元に戻すは、最後に行われたアク

ションの箇所から継続されます。 

元に戻す と やり直し コマンドを使用する場合、以下の点に注意してください:

· 「元に戻す」 と 「やり直し」 コマンドは、制限無くマージされた差分を元に戻し、 やり直すことができます。

· 変更されたドキュメント内にカーソルを置くことが重要です。 例えば、差分を左側のペインから右側のペインにマージすると、このアク

ションのための 「元に戻す」 は、右側のペイン内にカーソルが置かれている場合のみ使用することができます (これは、このペインに

変更されたドキュメントが含まれているためです)。

· テキストビューからグリッドビュー、または、グリッドビューからテキストビューに切り替えられると、元に戻す と やり直し 履歴は失われま

す。
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· 「編集」 メニュー および 「元に戻す」 と 「やり直し」 コマンドは、ディレクトリ比較 とデータベースデータ比較結果 ウィンドウ内で

使用することができます。

16 .3 .2 やり直し

「やり直し」   ( Ctrl+Y ) コマンドは、前の元に戻す コマンドを元に戻します。元に戻すコマンドが実行された数、やり直しを行うことが

できます。「元に戻す」 コマンド、 「やり直し」 コマンドなどは、ドキュメント固有であり、ドキュメント間を切り替えることができます。 

「編集」 メニュー とこのコマンドは、ですから、ディレクトリ比較 とデータベースデータ比較結果 ウィンドウを使用できないことに注意してくださ

い。

16 .3 .3 切り取り

「切り取り」   ( Shift+Delete, Ctrl+X ) コマンドは、選択されたテキストをコピーしてクリップボードに貼り付け、現在の場所から削

除します。 

「編集」 メニュー とこのコマンドは、ですから、ディレクトリ比較 とデータベースデータ比較結果 ウィンドウを使用できないことに注意してくださ

い。

16 .3 .4 コピー

コピー   ( Ctrl+C ) コマンドは、選択されたテキストをクリップボードにコピーします。 DiffDog 内でデータを重複し、他のアプリケーショ

ンにデータを移動します。

「編集」 メニュー とこのコマンドは、ですから、ディレクトリ比較 とデータベースデータ比較結果 ウィンドウを使用できないことに注意してくださ

い。

16 .3 .5 貼り付け

「貼り付け」   ( Ctrl+V ) コマンドは、DiffDog 内でアクティブなドキュメントの現在のカーソルの位置にクリップのコンテンツを挿入しま

す。 クリップボードからの貼り付けをサポートするアプリケーション内のドキュメントにクリップボードからのテキストを貼り付けることもできます。 

「編集」 メニュー とこのコマンドは、ですから、ディレクトリ比較 とデータベースデータ比較結果 ウィンドウを使用できないことに注意してくださ

い。
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16 .3 .6 削除

「削除」 ( Del )  コマンドにより、ドキュメント内のセクションを削除することができます。

「編集」 メニュー とこのコマンドは、ですから、ディレクトリ比較 とデータベースデータ比較結果 ウィンドウを使用できないことに注意してくださ

い。

16 .3 .7 検索

「検索」  ( Ctrl+F ) コマンドは検索する文字列を指定し、検索のための他の設定を指定する、検索 ダイアログボックスをポップ

アップします。

「編集」 メニュー とこのコマンドは、ですから、ディレクトリ比較 とデータベースデータ比較結果 ウィンドウを使用できないことに注意してくださ

い。

16 .3 .8 次を検索

「次を検索」   ( F3 ) コマンドは、リクエストされたテキストの次の発生を検索する 検索. . .  コマンドを繰り返します。 このコマンドをクリッ

クすると、「検索」 ダイアログボックス が開かれていると、検索文字列の次の発生に移動する前に、 検索 ダイアログボックスを閉じます。

「編集」 メニュー とこのコマンドは、ですから、ディレクトリ比較 とデータベースデータ比較結果 ウィンドウを使用できないことに注意してくださ

い。

16 .3 .9 置換

「置換」  ( Ctrl+H )  コマンドにより、テキスト文字列を他のテキスト文字列と検索し置き換えることができます。 検索. . .  コマンドと同

じオプションを搭載しています。 各アイテム個別に置き換える、または、「全て置換」 ボタンを使用して、グローバルな検索と置換えを行いま

す。 

「編集」 メニュー とこのコマンドは、ですから、ディレクトリ比較 とデータベースデータ比較結果 ウィンドウを使用できないことに注意してくださ

い。
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16.4 表示メニュー

「表示」 メニューには、次のコマンドが含まれています:

· テキストビュー

· グリッドビュー

· ツールバー

· ステータスバー

· 2方向/3方向比較 のサポート

· 同時スクロール

· 行/文字に移動

16 .4 .1 テキストビュー

「テキストビュー」 コマンドは(ディレクトリ比較またはデータベースデータ比較 ウィンドウではなく)ファイルの比較ウィンドウで使用てすることがで

きます。 グリッドビューのアクティブなファイル比較ウィンドウの 両方のファイル を切り替えます。Note that 両方の ファイルは常に同じビュー

で表示されていることに注意してください。ビューを切り替えるには、ペインのテキストビュータブを使用することができます。タブは各ペインの下に

配置されています。

16 .4 .2 グリッドビュー

「グリッドビュー」 コマンドは(ディレクトリ比較またはデータベースデータ比較 ウィンドウではなく)ファイルの比較ウィンドウで使用することができま

す。 グリッドビューのアクティブなファイル比較ウィンドウの 両方のファイル を切り替えます。両方の ファイルは常に同じビューで表示されている

ことに注意してください。ビューを切り替えるには、ペインのグリッドビュータブを使用することができます。タブは各ペインの下に配置されていま

す。

16 .4 .3 ツールバー

「ツールバー」 メニューアイテムは対応するアプリケーションツールバーを表示または非表示するサブメニューを含むメニューアイテムを含んでいま

す。

ツールバーの設定は、現在の比較モードにより効果が異なります。例えば、ツールバー設定がファイル比較ウィンドウが開かれた状態で設定さ

れると、設定は現在開かれているウィンドウと今後開かれるウィンドウに適用されます。メニューコマンド「ツール | ツールバーとウィンドウを元

の状態に戻す」を実行して、全てのツールバーを元の状態に戻すことが出来ます。

「カスタマイズ」 サブメニューアイテムは、「ツール | カスタマイズ. . .」 コマンドのためのショートカットです。

16 .4 .4 ステータスバー

DiffDog アプリケーションウィンドウの下にあるステータスバーは、次のアプリケーションレベルの情報を表示します:

· コマンドまたはアイコンにマウスカーソルがポイントされると、メニューコマンドとツールバーアイコン アクションの説明は表示されます。 こ

の情報は、ステータスバーの左側に表示されます。

· ドキュメント内のカーソルの位置は、行番号は、文字数で表示されます。 (ステータスバーの右側)
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· Caps Lock、Num Lock と Scroll Lock キー のステータス(ステータスバーの右側)

· DiffDog の 64 ビット バージョンを使用している場合、 アプリケーション名の後にサフィックス (x64) と共に表示されます。ステータ

スバー内に32 ビット バージョンのためのサフィックスは存在しません。

ファイルの比較、XML スキーマ比較、 ディレクトリ比較、データベースデータ比較、とデータベーススキーマ比較 ウィンドウ内のステータスバー

コマンドを使用してステータスバーをオンとオフに切り替えることができます。

メモ: ここで説明されているアプリケーションステータスバーを、比較の情報を含む比較ウィンドウの下にあるファイルの比較とディレクトリ比

較 ステータスバー特別してください。  比較ウィンドウ ステータスバーについては、 DiffDog インターフェイス セクション内で説明され

ています。

16 .4 .5 2 方向/3 方向比較の切り替え

アクティブな比較ウィンドウを2方向のペイン比較から3方向の比較モードに(またはその逆に)切り替えます。詳細に関しては、3 方向の比較

を参照してください。

16 .4 .6 同時スクロール

同時スクロール コマンドは、サブメニューを開きます。水平と垂直方向のスクロールのために個別にこのオプションを設定することができます。

同時スクロール は、ファイルの比較ウィンドウ内で使用することができます。ドキュメントがペインのサイズよりも水平または垂直方向に大きい場

合、 ペインの下と右に表示される水平と垂直 スクロールバーを使用することができます。 同時スクロールが有効化されると、2つのドキュメント

の対応するセクションを同時にスクロールすることができます。 

(スクロールバーを移動して、スクロール矢印、または、マウスホイールを使用して) 1つのドキュメントをスクロールする場合、同時スクロールがオ

ンに切り替えられると、他のペイン内のドキュメントも (左右 または 上下に) スクロールされ、ドキュメントの対応する部分が表示されます。

 (2つのドキュメント内のセクションの対応する箇所は、比較が実行されてから決定されるため)ファイルの比較が実行された後のみ同時スクロ

ールを使用できることに注意してください。

同時スクロールのための設定は、アプリケーション全体に対して適用され、全ての開かれているファイルの比較ウィンドウ と以前に開かれたファ

イルの比較ウィンドウに対して直ぐに効果が表示されます。

データベースデータ比較とデータベースデータ比較内ではこのコマンドを使用することはできないことに注意してください。

16 .4 .7 行/文字に移動

Ctrl+G
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「行/文字に移動」 機能 は、ファイルの比較ウィンドウ内のみで使用することができます。アクティブなドキュメント内で特定の場所にラインと

文字の座標を使用して移動することができます。 コマンドは、行/文字に移動 ダイアログをポップアップします  (下のスクリーンショット)。

対応する テキストボックス内に必要とされるラインと文字数を入力し、 「OK」 をクリックします。これによりカーソルを指定された場所に移動し

ます。

メモ:  グリッドビューでは、 「行/文字に移動」 機能は、入力されたラインまたは文字数に最も近いグリッドセルをハイライトします。

データベースデータ比較とデータベースデータ比較内ではこのコマンドを使用することはできないことに注意してください。
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16.5 テキストビューメニュー

「テキストビュー」 メニューには、ファイルの比較ウィンドウ内のドキュメントのテキストビュー表示に適用することのできるコマンドが含まれていま

す。 ドキュメントの表示をカスタム化することができます。

16 .5 .1 ワードラップ

「ワードラップ」  コマンドは、 テキストビュー内のワードラップを有効化、または、無効化します。

16 .5 .2 XML テキストを整形して出力

「XML テキストを整形して出力」   コマンドは、ドキュメントに構造された表示を与えるために、テキストビュー内のアクティブな XML ド

キュメントを整形します。各子ノードは、４つのスペース文字により親からオフセットされます。

メモ: 「XML テキストを整形して出力」 コマンドは、オンとオフに切り替えるコマンドではありません。  コマンドが実行されると、 整形された

書式を 「XML テキストを整形して出力」 コマンドをもう一度クリックしても、元に戻すことはできません。整形された書式を元に戻

すには、元に戻す (Ctrl+Z または Alt+Backspace) コマンドを使用する必要があります。
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16 .5 .3 ブックマークの挿入/削除

「ブックマークの挿入/削除」   コマンドは、 テキストビュー  のみで使用することができます。現在のカーソルの位置にブックマークを挿

入、または、以前ブックマークされたライン内にカーソルがある場合、ブックマークを削除します。

ブックマークされたラインを2つの方法で表示されます:  ブックマーク 余白が有効化されている場合、水色の楕円がブックマーク余白内のテキス

トの左横に表示されます。ブックマーク余白が有効化されていない場合、カーソルが含まれるライン全体が水色でハイライトされます。

ヒント:  「カスタマイズ」 ダイアログボックスのキーボードタブの内のこのコマンドこのコマンドのためにキーボードショートカットを割り当てることができ

ます。

16 .5 .4 次のブックマークへ移動

「次のブックマークへ移動」   コマンドは、 テキストビュー のみで使用することができます。次にブックマークされた行の最初にテキストカー

ソルを移動します。

ヒント:  「カスタマイズ」 ダイアログボックスのキーボードタブの内のこのコマンドこのコマンドのためにキーボードショートカットを割り当てることができ

ます。

16 .5 .5 前のブックマークへ移動

「前のブックマークへ移動」   コマンドは、 テキストビュー のみで使用することができます。前にブックマークされた行の最初にテキストカー

ソルを移動します。

ヒント:  「カスタマイズ」 ダイアログボックスのキーボードタブの内のこのコマンドこのコマンドのためにキーボードショートカットを割り当てることができ

ます。

16 .5 .6 全てのブックマークを削除

「全てのブックマークを削除」   コマンドは、 テキストビュー のみで使用することができます。アクティブなドキュメント内で現在定義されて

いる全てのブックマークを削除します。元に戻す コマンドは、このコマンドの効果を元に戻さない点に注意してください。

ヒント:  「カスタマイズ」 ダイアログボックスのキーボードタブの内のこのコマンドこのコマンドのためにキーボードショートカットを割り当てることができ

ます。
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16 .5 .7 全ての行の展開/折りたたみ

「全ての行の展開/折りたたみ」   コマンドにより、アクティブなドキュメントの次の状態を切り替えることができます:  (i) 全てのノードが展

開された状態、(ii) 全てのノードが折りたたまれた状態。

16 .5 .8 テキストビュー 設定

「テキストビュー設定」 コマンドは、行番号、ブックマーク、と ソースの折りたたみ余白の表示のための設定の定義、タブサイズの指定、テキス

トビュー内で使用することのできる視覚補助の定義などを行う、「テキストビュー設定」 ダイアログボックスを開きます。
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16.6 グリッドビューメニュー

 「グリッドビュー」 メニューには、ファイルの比較ウィンドウのグリッドビュー内のドキュメントと作業するためのコマンドが含まれています。

これらのコマンドはテキストビューで使用することはできません。

16 .6 .1 挿入

「挿入」 コマンドにカーソルをポイントすると、挿入することのできるアイテムを含むサブメニューがポップアップされます。 「挿入」 コマンドのサブメ

ニューアイテムは、グリッドビュー内でのみ有効化されています。 現在の選択範囲に挿入できないアイテムは灰色表示されています。
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「挿入」サブメニューのコマンドは、以下を挿入するために使用することができます:  (i) XML ドキュメント内の XML 宣言 とノード型 (属性、

要素、 テキスト、 CDATA、 コメント、 処理命令) 、 (ii)XML ドキュメント内の DOCTYPE 宣言と 外部 DTD 宣言 、 (iii)DTD ド

キュメントと XML ドキュメントの内部 DTD 宣言内の DTD 宣言 (ELEMENT、 ATTLIST、 ENTITY と NOTATION) 

16.6.1.1  挿入 | 属性

「挿入 | 属性」   コマンドは、グリッドビュー のみで使用することができます。選択されたアイテムの前に新しい属性を挿入します。 グリッ

ドビュー内の現在のアイテムの数行前に挿入された属性が表示される場合がありますが、これは、グリッドビュー内の親要素のすぐ後に属性が

続き、その親要素の全ての子要素を先行するからです。

16.6.1.2  挿入 | 要素

「挿入 | 要素」   コマンドは、グリッドビュー のみで使用することができます。選択されたアイテムの前に新しい要素を挿入します。 現在

の選択範囲が属性の場合、 属性親要素の最初の子要素の前に新規の要素が挿入されます。
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16.6.1.3  挿入 | テキスト

「挿入 | テキスト」   コマンドは、 グリッドビュー のみで使用することができます。 選択されたアイテムの前に新しいテキスト行を挿入しま

す。 現在の選択範囲が属性の場合、 テキスト行が、属性の後と、属性親要素の最初の子要素の前に挿入されます。

16.6.1.4  挿入 | CData

「挿入 | CData」   コマンドは、グリッドビュー のみで使用することができ、選択されたアイテムの前に新しい CDATA ブロックを挿入し

ます。現在の選択範囲が属性の場合、CDATA ブロック が、属性の後と、属性親要素の最初の子要素の前に挿入されます。

16.6.1.5  挿入 | コメント

「挿入 | コメント」   コマンドは、 グリッドビューのみで使用することができます。選択されたアイテムの前に新しいコメントを挿入します。

現在の選択範囲が属性の場合、コメント行が、属性の後と、属性親要素の最初の子要素の前に挿入されます。

16.6.1.6  挿入 | XML

「挿入 | XML」   コマンドは、グリッドビュー のみで使用することができます。選択されたアイテムの前の XML 宣言のために、行を挿入

します。 XML 宣言の子属性とこの属性の値を挿入する必要があります。 XML 宣言は、以下のようになります:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

メモ: XML ドキュメントは、ファイルの一番上に XML 宣言を1つのみ含むことができるため、このコマンドは、一番上の行が選択されてお

り、XML 宣言が既存ではない場合に使用されるべきです。
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16.6.1.7  挿入 | 処理命令

「挿入 | 処理命令」   コマンドは、グリッドビューのみで使用することができます。これは、 新しい処理命令 (PI) を選択されたアイテム

の前に挿入します。  現在の選択範囲が属性の場合、 属性の後と属性親要素の最初の子要素の前に PI が挿入されます。

16.6.1.8  挿入 | DOCTYPE

トップレベルのノードが選択されると、「挿入 | DOCTYPE」   コマンドは、 XML ファイルのグリッドビュー内で使用することができるよう

になります。 宣言 を XML ドキュメントの一番上に挿入します。 DOCTYPE の名前を入力する必要があり、この名前はドキュメント要素

と同じ名前である必要があります。

DOCTYPE の名前を入力した後、内部 DTD サブセット内で使用する宣言を入力することができます。

メモ: DOCTYPE 宣言は XML 宣言 と XML ドキュメント要素の間にのみに表示されます。

16.6.1.9  挿入 | ExternalID

XML ファイル内の DOCTYPE 宣言の子アイテムがグリッドビュー内で選択されると、このコマンドは、「挿入 | ExternalID」   コマン

ドを使用することができます。 このコマンドは、外部識別子 (PUBLIC または SYSTEM) のためにグリッドビュー行を挿入します  識別子の

型とその値を入力する必要があります。

グリッドビューのスクリーンショットに対応するテキストビューは以下のようになります:
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メモ: DOCTYPE アイテムが選択されている場合、ExternalID のための行を 子として追加 、または、DOCTYPE アイテムの子アイ

テムが1つ選択されている場合、 追加 することができます。例えば、 上のサンプル内の 要素宣言 name などが挙げられます。

外部リソースの参照

XML ファイル内の DOCTYPE 宣言は、 DTD 宣言を含む外部リソースへの参照を含むことができます。 このリソースは、パブリック または

システム識別子を介して参照されることができます。 例:

<!DOCTYPE doc_element_name PUBLIC "publicID" "systemID">

<!DOCTYPE doc_element_name SYSTEM "systemID">

システム識別子は、外部リソースを識別する URI です。 パブリック識別子は、 場所に依存せず、外部リソースの場所を逆参照するために

使用されます。 例えば、  <%SPY-GEN%> インストール内の MainCatalog.xml と呼ばれるカタログファイル内にリストされている DTD

と XML スキーマのための URI です。XML ドキュメント内のパブリック識別子は、 MainCatalog.xml 内でリストされる DTD を逆参照す

るために使用されます。

16.6.1.10  挿入 | ELEMENT

「挿入 | ELEMENT」   コマンドは、 DTD ドキュメントのためのグリッドビュー 、または、XML ドキュメントの DOCTYPE 宣言内の

アイテムが選択される場合のみ使用することができます。要素宣言が選択された宣言の前に挿入されます。

16.6.1.11  挿入 | ATTLIST

「挿入 | ATTLIST 」   コマンドは、 DTD ドキュメントのためのグリッドビュー 、または、XML ドキュメントの DOCTYPE 宣言内のア

イテムが選択される場合のみ使用することができます。 ATTLIST 宣言が選択された宣言の前に挿入されます。
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16.6.1.12  挿入 | ENTITY

「挿入 | ENTITY 」   コマンドは、 DTD ドキュメントのためのグリッドビュー 、または、XML ドキュメントの DOCTYPE 宣言内のア

イテムが選択される場合のみ使用することができます。 ENTITY 宣言が選択された宣言の前に挿入されます。

16.6.1.13  挿入 | NOTATION

「挿入 | NOTATION」   コマンドは、 DTD ドキュメントのためのグリッドビュー 、または、XML ドキュメントの DOCTYPE 宣言内

のアイテムが選択される場合のみ使用することができます。 NOTATION 宣言が選択された宣言の前に挿入されます。

16 .6 .2 追加

「追加」 コマンドにカーソルをポイントすると、与えられた選択のために挿入することのできるアイテムを含むサブメニューがポップアップされます。

「追加」 コマンドのサブメニューアイテムは、グリッドビュー内でのみ有効化されています。 現在の選択範囲に挿入できないアイテムは灰色表

示されています。
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「追加」 サブメニューのコマンドは以下を追加するために使用することができます:  (i) XML ドキュメント内の XML 宣言 とノード型 (属性、

要素、 テキスト、 CDATA、 コメント、 処理命令) 、 (ii)XML ドキュメント内の DOCTYPE 宣言と 外部 DTD 宣言 、 (iii)DTD ド

キュメントと XML ドキュメントの内部 DTD 宣言内の DTD 宣言 (ELEMENT、 ATTLIST、 ENTITY と NOTATION) 

16.6.2.1  追加 | 属性

「追加 | 属性」   コマンドは、 グリッドビュー 内のみで使用することができ、新しい属性を追加します。

16.6.2.2  追加 | 要素

「追加 | 要素」   コマンドは、 グリッドビュー 内のみで使用することができます。選択された要素の最後の兄弟要素の後に要素ノードを

追加します。 属性ノードが選択されている場合、要素ノードは、選択された属性の親要素の最後の子の後に追加されます。
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16.6.2.3  追加 | テキスト

「追加 | テキスト」   コマンドは、 グリッドビュー 内のみで使用することができます。選択された要素の最後の兄弟要素の後に、テキスト

ブロックを追加します。 属性ノードが選択されている場合、 テキストブロックは、選択された属性の親要素の最後の子の後に追加されます。

16.6.2.4  追加 | CData

「追加 | CData」   コマンドは、 グリッドビュー 内のみで使用することができます。 選択された属性ノードの最後の兄弟の後に、

CDATA ノードを追加します。 属性ノードが選択されている場合、 CDATA セクションは、選択された属性の親要素の最後の子の後に追

加されます。

16.6.2.5  追加 | コメント

「追加 | コメント」   コマンドは、 グリッドビュー 内のみで使用することができます。選択された属性ノードの最後の兄弟の後に、コメント

ノードを追加します。 属性ノードが選択されている場合、 コメントノードは、選択された属性の親要素の最後の子の後に追加されます。

16.6.2.6  追加 | XML

「追加 | XML」   コマンドコマンドは、 グリッドビュー 内のみで使用することができます。 ドキュメント内の最初のアイテムとして XML 宣

言のために行を挿入します。 XML 宣言の子属性とこの属性の値を挿入する必要があります。 XML 宣言は、以下のようになります:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

メモ: XML ドキュメントは、ファイルの一番上に XML 宣言を1つのみ含むことができるため、このコマンドは、一番上の行が選択されてお

り、XML 宣言が既存ではない場合に使用されるべきです。
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16.6.2.7  追加 | 処理命令

「追加 | 処理命令」   コマンドは、 グリッドビュー 内のみで使用することができます。選択された属性ノードの最後の兄弟の後に、処

理命令ノードを追加します。 属性ノードが選択されている場合、 処理命令ノードは、選択された属性の親要素の最後の子の後に追加さ

れます。

16.6.2.8  追加 | DOCTYPE

トップレベルのノードが選択されると、 「追加 | DOCTYPE」   コマンドは XML ファイルのグリッドビュー内で使用することができます。

DOCTYPE 宣言 を XML ドキュメントの一番上に挿入します。 DOCTYPE の名前を入力する必要があり、この名前はドキュメント要

素と同じ名前である必要があります。

DOCTYPE の名前を入力した後、内部 DTD サブセット内で使用する宣言を入力することができます。

メモ: DOCTYPE 宣言は XML 宣言 と XML ドキュメント要素の間にのみに表示されます。

16.6.2.9  追加 | ExternalID

XML ファイル内の DOCTYPE 宣言の子アイテムがグリッドビュー.内で選択されると、このコマンドは、「追加 | ExternalID」   コマン

ドを使用することができます。 外部識別子 (PUBLIC または SYSTEM) のためにグリッドビュー行を挿入します。 識別子の型とその値を

入力する必要があります。

グリッドビューのスクリーンショットに対応するテキストビューは以下のようになります:
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メモ: DOCTYPE アイテムが選択されている場合、AExternalID のための行を 子として追加 、または、DOCTYPE アイテムの子ア

イテムが1つ選択されている場合、 挿入することができます。例えば、 上のサンプル内の 要素宣言 name などが挙げられます。

16.6.2.10  追加 | ELEMENT

「追加 | ELENENT」   コマンドは、 DTD ドキュメントのための グリッドビュー 内、または、XML ドキュメントのDOCTYPE 宣言内

のアイテムが選択された場合に使用することができます。要素宣言を宣言に付加します。

16.6.2.11  追加 | ATTLIST

「追加 | ATTLIST 」  コマンドは、 DTD ドキュメントのための グリッドビュー 内、または、XML ドキュメントのDOCTYPE 宣言内の

アイテムが選択された場合に使用することができます。 ATTLIST 宣言を宣言に付加します。

16.6.2.12  追加 | ENTITY

「追加 | ENTITY 」   コマンドは、 DTD ドキュメントのための グリッドビュー 内、または、XML ドキュメントのDOCTYPE 宣言内の

アイテムが選択された場合に使用することができます。 ENTITY 宣言を宣言に付加します。

16.6.2.13  追加 | NOTATION

「追加 | NOTATION」   コマンドは、 DTD ドキュメントのための グリッドビュー 内、または、XML ドキュメントのDOCTYPE 宣言

内のアイテムが選択された場合に使用することができます。 NOTATION 宣言を宣言に付加します。

16 .6 .3 子の追加

「子の追加」 コマンドにカーソルをポイントすると、与えられた選択のために挿入することのできるアイテムを含むサブメニューがポップアップされま

す。  「子の追加」 コマンド コマンドのサブメニューアイテムは、グリッドビュー内でのみ有効化されています。 現在の選択範囲に挿入できない

アイテムは灰色表示されています。
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「子の追加」 サブメニューのコマンドは、以下のために子ノードを追加するために使用することができます:  (i) XML ドキュメント内の XML

宣言 とノード型 (属性、 要素、 テキスト、 CDATA、 コメント、 処理命令) 、 (ii)XML ドキュメント内の DOCTYPE 宣言と 外部

DTD 宣言 、 (iii)DTD ドキュメントと XML ドキュメントの内部 DTD 宣言内の DTD 宣言 (ELEMENT、 ATTLIST、 ENTITY と

NOTATION) 

16.6.3.1  子の追加 | 属性

「子の追加 | 属性」   コマンドは、 グリッドビュー 内、または、要素ノードが選択された場合のみに使用することができます。 新しい属

性 を選択された要素ノードの子として挿入します。

16.6.3.2  子の追加 | 要素

「子の追加 | 要素」   コマンドは、グリッドビュー のみで使用することができます。 新しい要素を選択されたノードの子として挿入しま

す。
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16.6.3.3  子の追加 | テキスト

「子の追加 | テキスト」   コマンドは、 グリッドビュー 内のみで使用することができます。 新しいテキストのコンテンツを選択されたアイテム

の子として挿入します。

16.6.3.4  子の追加 | CData

「子の追加 | CData」   コマンドは、 グリッドビュー 内のみで使用することができます。 新しい CDATA セクションを選択されたアイテ

ムの子として挿入します。

16.6.3.5  子の追加 | コメント

「子の追加 | コメント」   コマンドは、 グリッドビュー 内のみで使用することができます。新しい コメントノードを選択されたアイテムの子と

して挿入します。

16.6.3.6  子の追加 | XML

「子の追加 | XML」   コマンドは、 グリッドビュー 内、または、ファイルが空の場合、のみで使用することができます。 XML 宣言のため

に行を挿入します。 XML 宣言の子属性とこの属性の値を挿入する必要があります。 XML 宣言は、以下のようになります:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

16.6.3.7  子の追加 | 処理命令

「子の追加 | 処理命令」   コマンドは、 グリッドビュー 内のみで使用することができます。 新しい処理命令 (PI) を 選択されたアイテ

ムの子として挿入します。
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16.6.3.8  子の追加 | DOCTYPE

「子の追加 | DOCTYPE」   コマンドは、空のドキュメントのグリッドビュー内で使用できます。 XML ドキュメント内に DOCTYPE

宣言を挿入します。 DOCTYPE 宣言は、内部 DTD サブセットを宣言するために使用することができます。

16.6.3.9  子の追加 | ExternalID

「子の追加 | ExternalID」   コマンドは、 グリッドビュー 内の XML ファイル内で DOCTYPE 宣言が選択されていると使用すること

ができ、このコマンドは、 外部識別子 (PUBLIC または SYSTEM) のためにグリッドビュー行を挿入します。識別子の型とその値を入力す

る必要があります。

グリッドビューのスクリーンショットに対応するテキストビューは以下のようになります:

メモ: DOCTYPE アイテムが選択されている場合、ExternalID のための行を 子として追加することができ、または、DOCTYPE アイ

テムの子アイテムが1つ選択されている場合、 挿入 または、追加することができます。例えば、 上のサンプル内の 要素宣言

name などが挙げられます。

16.6.3.10  子の追加 | ELEMENT

「子の追加 | ELEMENT」   コマンドは、 グリッドビュー 内のみで使用することができます。 または、 XML ドキュメントの

DOCTYPE 宣言が選択された場合に使用することができます。 NOTATION 宣言を宣言に追加します。 要素宣言を宣言に追加しま

す。
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16.6.3.11  子の追加 | ATTLIST

「子の追加 | ATTLIST 」    コマンドは、 グリッドビュー 内のみで使用することができます。または、 XML ドキュメントの DOCTYPE

宣言が選択された場合に使用することができます。 NOTATION 宣言を宣言に追加します。 ATTLIST 宣言を宣言に追加します。

16.6.3.12  子の追加 | ENTITY

「子の追加 | ENTITY 」   コマンドは、 グリッドビュー 内のみで使用することができます。または、 XML ドキュメントの DOCTYPE

宣言が選択された場合に使用することができます。 NOTATION 宣言を宣言に追加します。 ENTITY 宣言を宣言に追加します。

16.6.3.13  子の追加 | NOTATION

「子の追加 | NOTATION」   コマンドは、 グリッドビュー 内のみで使用することができます。または、 XML ドキュメントの

DOCTYPE 宣言が選択された場合に使用することができます。 NOTATION 宣言を宣言に追加します。

16 .6 .4 変換

「変換」 コマンドは、グリッドビュー内の選択されたアイテムを異なるアイテムの型に変換します。 このオペレーショは、グリッドビュー内の子ノー

ドを含まない個別のアイテムに対してのみ使用することができます。 カーソルを「変換」 コマンドに置くと、選択されたアイテムに変換することの

できるアイテムを含むサブメニューがポップアップされます。 
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この操作によりデータが失われた場合、(例えば、コメントに対する属性の変換による属性名の削除など)警告ダイアログボックスが表示されま

す。

16 .6 .5 テーブル

「テーブル」 メニューコマンドは、グリッドビュー内のみで使用することができます。 選択範囲をテーブルとして編集することを可能にするコマンド

のサブメニューをポップアップします。
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16.6.5.1  テーブルとして表示する

「テーブルとして表示する」   コマンドによりドキュメント内の要素の標準 グリッドビュー と テーブルビュー間を切り替えることができます。 

16.6.5.2  行の挿入

行またはセルが選択されると、「行の挿入」   コマンドが テーブルビュー 内で有効化されます。 新しい行を選択された行の前に挿入しま

す。 新しい行は、テーブル要素の発生に対応します。 必須の子要素が新しい要素のために作成されます。

16.6.5.3  行の追加

行またはセルが選択されると、「行の追加」   コマンドが テーブルビュー  内で有効化されます。新しい行がテーブルの最後の行の後に挿

入されます。 新しい行は、テーブル要素の発生に対応します。 必須の子要素が新しい要素のために作成されます。

16.6.5.4  昇順で並べ替え

列またはセルが選択されると、「昇順で並べ替え」   コマンドは、 テーブルビュー 内で有効化されます。 選択された列のコンテンツをベー

スにしてテーブルを昇順に並べ替えます。 DiffDog は、列内でどの種類のデータが使用されるかを自動的に決定し、必要に応じて、アルファ

ベット、または、番号順に並べ替えます。不明な場合、 使用するメソッドを並べ替えるようにプロンプトされます (下のスクリーンショット)。
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16.6.5.5  降順で並べ替え

列またはセルが選択されると、 「降順で並べ替え」   コマンドは、 テーブルビュー 内で有効化されます。選択された列のコンテンツをベー

スにしてテーブルを降順に並べ替えます。 DiffDog は、列内でどの種類のデータが使用されるかを自動的に決定し、必要に応じて、アルファ

ベット、または、番号順に並べ替えます。不明な場合、 使用するメソッドを並べ替えるようにプロンプトされます (次のチャプターのスクリーン

ショットを参照してください: 昇順で並べ替え 上を参照してください)。

16 .6 .6 左に移動

「左に移動」   コマンドはグリッドビュー内でのみ使用することができます。 このコマンドは、選択されたノードを左に１レベル移動します。

子要素を親要素の兄弟に変更します。

16 .6 .7 右に移動

「右に移動」   コマンドはグリッドビュー内でのみ使用することができます。 このコマンドは、前の兄弟要素の子要素に変換し、選択され

たノードを右に１レベル移動します。

16 .6 .8 要素の中へ

要素の中へ コマンドはグリッドビュー内でのみ使用することができます。選択されたテキストの範囲を新しい要素内に入れます。新規の要素

は選択されたテキストの周りでインラインとして作成されます。スキーマ または DTD をベースとしたドキュメントを編集する場合、テキストが囲

まれる要素名のための有効な選択肢のリストが自動的に表示されます。

例えば、下のスクリーンショットでは、  para 要素内のテキスト Nanonull がハイライトされています

コマンド 「グリッドビュー | 要素の中へ」を選択すると、テキスト 「Nanonull」 は、新規に作成されたインライン要素に囲まれ、要素名のた

めの選択肢を与えるリストが表示されます。 これらの要素は、スキーマ内で para の子として定義されます。 
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ここでの選択は新規の要素の名前になります。 または、他の要素の名前を入力することもできます。
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16.7 XML メニュー

「XML」 メニューには、ファイルの比較ウィンドウ内で開かれている XML ドキュメントに関連するコマンドが含まれています。 

16 .7 .1 整形式のチェック

「整形式のチェック」   ( F7 ) コマンドは、 XML 1.0 仕様。の定義に従い、整形式のためのアクティブなドキュメントをチェックします。

このコマンドは、ファイルの比較ウィンドウのテキストビュー と グリッドビュー内で使用することができます。 整形式のチェックを実行すると、 メッセ

ージボックスはチェックされた内容の結果を表示します:  結果は成功、または、失敗で示されます。

メモ: このコマンドは、 DiffDog オプション ダイアログボックスのファイル型 タブ内の XML に準拠するとして設定されている拡張子を持つ

すべてのファイルのために使用することができます。

16 .7 .2 検証

「検証」   ( F8 ) コマンドは、ファイルの比較ウィンドウのテキストビュー と グリッドビュー内で使用することができます。アクティブな XML

ドキュメントを、DTD、XML スキーマ、または、他のスキーマに対して検証することができます。関連付けられたスキーマは、検証されるファイル

内で宣言される必要があります。ントを検証する際、メッセージボックスは検証の結果を表示します:  メッセージは成功、または、失敗を示しま

す。

メモ: このコマンドは、 DiffDog オプション ダイアログボックスのファイル型 タブ内の XML に準拠するとして設定されている拡張子を持つ

すべてのファイルのために使用することができます。
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16.8 比較とマージメニュー

「比較とマージ」 メニュー には、 ファイル、XML スキーマ、 ディレクトリ、 Microsoft W ord ドキュメント、 データベースデータ、 と データベ

ーススキーマ 比較を管理するコマンドがリストされています。アクティブな比較ウィンドウにより、 比較モード を設定するコマンド、比較ウィンドウ

内での比較されたドキュメントのナビゲート、差分のマージ  と ディレクトリの同期 するコマンド、マージスクリプトの生成、データベースアイテムを

マップ、展開、および折りたたむスクリプトの生成 をこのメニュー内でも使用することができます。

比較の種類により、 「比較とマージ」 メニューのコンテンツは動的に変更されます。 

16 .8 .1 ファイルの比較

ファイルの比較が実行されると、「差分とマージ」 メニューには次のコマンドを使用することができます:

· テキストの比較だけを行う 

· XML として比較

· バイナリとして比較

· ファイルの拡張子設定によって比較

· 比較の開始

· 次の差分

· 前の差分

· 最後の差分

· 最初の差分

· 次の競合:

· 前の競合:

· 現在の差分を表示

· 現在の差分にする

· 左から右にコピーする

· 右から左にコピーする

· 左から中央にコピーする

· 中央から左にコピーする

· 中央から右にコピーする

· 右から中央にコピーする

· 比較の前にオプション設定を表示する

· 比較を自動的に開始する

· 編集中に比較する

· 「最近比較された組み合わせ」をサポートする

16.8.1.1  テキストの比較だけを行う

「テキストの比較だけを行う」   コマンドは、ファイルまたはディレクトリの比較の比較モードをテキストの比較に変換します。このコマンド

は、クイック比較モードがアクティブではないと使用することができないことに注意してください。テキストの比較 モードに切り替える場合、クイック

比較モードを最初に無効化する必要があります。
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16.8.1.2  XML として比較

「XML として比較」   コマンドは、ファイルまたはディレクトリの比較の比較モードを XML 比較に変更します。このコマンドは、クイック比

較モードがアクティブではないと使用することができないことに注意してください。 XML 比較モードに切り替える場合、クイック比較モードを最

初に無効化する必要があります。

16.8.1.3  バイナリとして比較

「バイナリとして比較」   コマンドは、ファイルまたはディレクトリの比較の比較モードをバイナリの比較に変更します。 このコマンドは、ク

イック比較モードがアクティブではないと使用することができないことに注意してください。 バイナリ比較モードに切り替える場合、クイック比較モ

ードを最初に無効化する必要があります。

16.8.1.4  ファイルの拡張子設定によって比較

「ファイルの拡張子設定によって比較」   コマンドは、ファイルまたはディレクトリの比較の比較モードを、 DiffDog オプション ダイアログ

ボックスのファイル型 タブの設定に動的に従い変更します。このコマンドは、クイック比較モードがアクティブではないと使用することができないこと

に注意してください。 ファイル拡張子モードモードに切り替える場合、クイック比較モードを最初に無効化する必要があります。 

16.8.1.5  比較の開始

「比較の開始」  ( F5 ) コマンドは、アクティブな比較ウィンドウのために 比較を開始します。

16.8.1.6  次の差分

「次の差分」  ( Alt+Down ) コマンドは、 現在の差分として次の差分を選択します。
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16.8.1.7  前の差分

「前の差分」  ( Alt+Up ) コマンドは、  現在の差分として前の差分を選択します。

16.8.1.8  最後の差分

「最後の差分」  ( Alt+End ) コマンドは、 最後の差分を現在の差分として選択します。

16.8.1.9  最初の差分

「最初の差分」  ( Alt+Home ) コマンドは、最初の差分を現在の差分として選択します。 

16.8.1.10  次の競合

「次の競合」  コマンドは次の競合に移動します。このコマンドは、3方向の比較に適用することができます。3方向比較を参照してくださ

い。

16.8.1.11  前の競合

「前の競合」  コマンドは前の競合に移動します。このコマンドは、3方向の比較に適用することができます。3方向比較を参照してくださ

い。

16.8.1.12  現在の差分を表示する

 「現在の差分を表示する」  ( Ctrl+Enter ) コマンドは、現在の差分 を表示するためにドキュメントをスクロールします。
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16.8.1.13  現在の差分にする

「現在の差分にする」  ( Alt+Enter ) コマンドは、選択された差分を現在の差分にし、ナビゲートするための差分として設定します。

16.8.1.14  左から右にコピーする

「左から右にコピーする」  ( Alt+Right ) コマンドは、 左側のペインから右側のペインに選択された差分のテキストをコピーします。

16.8.1.15  右から左にコピーする

「右から左にコピーする」  ( Alt+Left ) コマンドは、右側のペインから左側のペインに選択された差分のテキストをコピーします。

16.8.1.16  左側から中央にコピーする

「左側から中央へコピー」  コマンドは、同じファイルの2つのバージョンが2つのファイルのベースとなるバージョンに対して比較される時に使

用することができます。次を参照してください:  3 方向比較。 「中央」がベースバージョンであり、左側のペインから現在の差分を中央のペイン

にマージします。

16.8.1.17  中央から左側にコピーする

「中央から左側へコピー」  コマンドは、同じファイルの2つのバージョンが2つのファイルのベースとなるバージョンに対して比較される時に使

用することができます。次を参照してください:  3 方向比較。中央のペインから現在の差分を左側のペインにマージします。

16.8.1.18  中央から右側にコピーする

「中央から右側へコピー」  コマンドは、同じファイルの2つのバージョンが2つのファイルのベースとなるバージョンに対して比較される時に使

用することができます。次を参照してください:  3 方向比較。「中央」がベースバージョンであり、中央のペインから現在の差分を右側のペインに

マージします。
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16.8.1.19  右側から中央にコピーする

「右側から中央へコピー」  コマンドは、同じファイルの2つのバージョンが2つのファイルのベースとなるバージョンに対して比較される時に使

用することができます。次を参照してください:  3 方向比較。 「中央」がベースバージョンであり、右側のペインから現在の差分を中央のペイン

にマージします。

16.8.1.20  比較の前にオプション設定を表示する

「比較の前にオプションを表示する」  コマンドが比較ウィンドウのためにオンに切り替えられると、「比較オプション」 ダイ

アログボックスがそのウィンドウ内で比較が行われる都度表示されます。 ドキュメントの編集 中、 DiffDog により比

較が動的に設定される前は、 「比較オプション」 ダイアログボックスは表示されません。

16.8.1.21  比較を自動的に開始する

「比較を自動的に開始する」  コマンドがオンに切り替えられると、 ファイル、または、ディレクトリが選択され、比較ウィンドウで開かれる

と、このコマンドは、自動的に比較が開始されます。  このオプションがオフに切り替えられている場合、(ファイル、または、ディレクトリの) 比較

は、 ( 「比較とマージ | 比較の開始」をクリックして) 明示的に開始される必要があります。

16.8.1.22  編集中に比較する

「編集中に比較する」  コマンドは、ファイルの比較ウィンドウ内のドキュメントの比較をオンとオフに切り替えるこ

とができます。 オンに切り替えられていると、 差分が編集中にハイライトされます。 オフに切り替えられると、 どち

らかのドキュメント内に入力を始めると、両方のドキュメント内の差分のファイライトがオフに切り替えられます。編集

後に差分をハイライトするには、 ( 「比較とマージ | 比較の開始」をクリックして)比較を実行する必要があります。

16.8.1.23  「最近比較した組み合わせ」をサポートする

「最近比較された組み合わせをサポートする」  コマンドは、ファイルまたはディレクトリがペインの中で選択される都度、最近比較され

たファイルとディレクトリのオンとオフオプションを切り替えます。
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16 .8 .2 XML スキーマ比較

XML スキーマのための 「比較とマージ」 メニュー は以下を行うためのコマンドをリストしています:  (i) XML スキーママッピングの開始、(ii) 

結果 XLST または MapForce マッピング の生成(iii) マッピングの解除 、または、 (iv) アイテムを展開、または、折りたたむ (v) オートレ

イアウト の有効化、および (vi)  ロード時のアイテムのマッピングの自動化。

16.8.2.1  XML スキーママッピングの開始

「XML スキーママッピングの開始」  ( F5 ) コマンドは、アクティブな XML スキーマ比較ウィンドウのために マッピングを作成します 。
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16.8.2.2  左から右へ結果を生成する...

「左から右へ結果を生成する.. .」  ( Alt+Right ) コマンドは、XSLT スタイルシートを生成し保存することを選択することのできる箇

所で、 「左から右へ結果を生成する」 ダイアログボックスを開き、XSLT スタイルシートを生成し、 (インストールされている場合) XMLSpy

で開き、または MapForce マッピングを生成します。

16.8.2.3  右から左へ結果を生成する

「右から左へ結果を生成する.. .」  ( Alt+Left ) コマンドは、XSLT スタイルシートを生成し保存することを選択することのできる箇所

で、 「右から左へ結果を生成する」 ダイアログボックスを開き、XSLT スタイルシートを生成し、 (インストールされている場合) XMLSpy で

開き、または MapForce マッピングを生成します。

16.8.2.4  XSLT を左から右に生成する

このコマンドは、 比較された XML スキーマの左から右へのマージにより発生する変更を反映する XSLT スタイルシートを生成します。 これら

の変更を、この XML スキーマを使用して生成された XML ファイルに転送するために使用することができます。 XSLT は表示されず、 コマ

ンドは、ファイルが保存される場所を定義する、「XSLT の生成」 ダイアログボックスを開きます。

16.8.2.5  XSLT を右から左に生成する

このコマンドは、 比較された XML スキーマの右から左へのマージにより発生する変更を反映する XSLT スタイルシートを生成します。 これら

の変更を、この XML スキーマを使用して生成された XML ファイルに転送するために使用することができます。 XSLT は表示されず、 コマ

ンドは、ファイルが保存される場所を定義する、「XSLT の生成」 ダイアログボックスを開きます。 

16.8.2.6  XMLSpy で左から右の XSLT を開く

このコマンドは、左から右へ比較された XML スキーマのマージの結果の変更を反映する XSLT スタイルシートを作成します。 (インストール

されている場合) XMLSpy 内で XSLT を開きます。 XMLSpy 内では、この XML スキーマを使用して生成された XML ファイルに変更

を移すためにファイルを使用することができます。 

16.8.2.7  XMLSpy で右から左の XSLT を開く

このコマンドは、 右から左へ比較された XML スキーマのマージの結果の変更を反映する XSLT スタイルシートを作成し、 (インストールされ

ている場合) XMLSpy 内で XSLT を開きます。 XMLSpy 内では、この XML スキーマを使用して生成された XML ファイルに変更を移

すためにファイルを使用することができます。
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16.8.2.8  左から右に MapForce マッピングを生成する

このコマンドは、 アクティブな ルート要素.のために MapForce マッピングを生成します。MapForce 内では、左のコンポーネントがソースと

して使用され、右のコンポーネントはターゲットとして使用されます。

16.8.2.9  右から左に MapForce マッピングを生成する

このコマンドは、 アクティブな ルート要素.のために MapForce マッピングを生成します。右のコンポーネントがソースとして使用され、左のコン

ポーネントはターゲットとして使用されます。

16.8.2.10  アイテムのマッピング解除

「アイテムのマッピング解除」 コマンドは、アクティブな比較ウィンドウ内の全てのマッピングを削除します。 コンポーネント内で１つ以上のアイテ

ムが選択されている場合、選択されたアイテムのマッピングのみが削除されます。

16.8.2.11  アイテムを展開する

アクティブな比較ウィンドウの両方のコンポーネント内で、「アイテムを展開する」 コマンドは全てのアイテムを展開します。

16.8.2.12  アイテムを折りたたむ

アクティブな比較ウィンドウの両方のコンポーネント内で、「アイテムを折りたたむ」 コマンドは全てのアイテムを折りたたみます。

16.8.2.13  オートレイアウト

「オートレイアウト」 コマンドは、比較ウィンドウの表示される部分にコンポーネントをフィットし、コンポーネント内の左右のスクロールバーを回

避し、コンポーネントの上と下の枠を調整します。

16.8.2.14  XML スキーマのロード時の自動マップ

このコマンドは、XML スキーマがロードされると、比較コンポーネント内のアイテムが自動的にマップされます。
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16 .8 .3 ディレクトリ比較

ディレクトリ比較 のための「比較とマージ」 メニュー  は、以下を行うためのコマンドをリストします:  (i) 比較モードの設定 (ii) 比較の開始

 (iii) 比較されたドキュメントのナビゲート、ファイルの比較ウィンドウへの差分の表示、 (iv) 差分のマージ 、(v) ディレクトリの同期、  (vi) 

比較管理オプションの設定。
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16.8.3.1  ZIP アーカイブ形式でファイルを表示する

「ZIP アーカイブ形式でファイルを表示」   オプションは、デフォルトで無効化されています。 このため、ファイル自身はディレクトリ比較

内で表示されます。 ファイルを展開し、コンテンツを閲覧するには、「ZIP アーカイブ形式でファイルを表示」 オプションを有効化する必要が

あります。 

16.8.3.2  サイズと更新日時を比較

「サイズと更新日時を比較」   コマンドは、ディレクトリとサブディレクトリ内のファイルをサイズと更新日時に従い比較します。 このモード

をオン、または、オフに切り替えることができます。 オフに切り替えられると、 ４つの ファイルの比較モード が使用できるようになります。ファイルの

比較モードの１つを選択すると、ディレクトリは テキスト、XML、 または、バイナリファイルのコンテンツとして比較されます。

16.8.3.3  左から右にコピーする

「左から右にコピーする」  ( Alt+Right ) コマンドは、選択された等しくないファイルを左側のペイン(内のディレクトリ) から右側のペイ

ン(内のディレクトリ)にコピーします。

16.8.3.4  右から左にコピーする

「右から左にコピーする」  ( Alt+Left ) コマンドは、 選択された等しくないファイルを右側のペイン(内のディレクトリ) から左側のペイン

(内のディレクトリ)にコピーします。

16.8.3.5  ディレクトリの同期

「ディレクトリの同期」  コマンドは、ディレクトリの同期 ダイアログボックスを開き、少なくとも１つのディレクトリに存在

する全ての等しくないファイルと作成します。 
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16.8.3.6  選択されたディレクトリの同期

「選択されたディレクトリの同期」  コマンドは以下の条件が満たされていると使用することができます:

· 比較されたディレクトリの一つが選択されたサブディレクトリを含んでいる場合。

· 選択されたサブディレクトリは1つまたは複数の等価ではないファイルを含んでいます。

ディレクトリの同期 ダイアログボックスを開き、 選択されたサブディレクトリ内で存在する全ての等しくないファイルを作成します。

16 .8 .4 データベースデータ比較

データベースデータ比較 のための「比較とマージ」 メニュー は以下を行うためのコマンドをリストしています: (i) 比較モードの設定、(ii) 比較の

開始、  (iii) 比較済みのドキュメントと差分データベース比較ウィンドウでの表示、 (iv) 差分のマージ、(v) 結果の表示、 (vi) テーブルの並

べ替え、 (vii) マップとマップの解除、(viii) アイテムの展開と折りたたみ、 (ix) 自動レイアウトの有効化、 (x) 比較の前の比較オプションの

表示。詳細に関しては、データベースデータの比較を参照してください。
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16.8.4.1  文字列として比較

「文字列として比較」   コマンドは、データベースデータ比較の比較モードを文字列の比較に変更します。
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16.8.4.2  ネイティブな比較

「ネイティブな比較」   コマンドは、データベースデータ比較の比較モードをネイティブな比較に変更します。

16.8.4.3  XML 列をネイティブに比較する

「XML 列をネイティブに比較する」   コマンドは、 XML 列のための比較モードをネイティブな XML 比較に変更します。 データベース

データ比較の比較モード が ネイティブな比較に設定されている場合のみこのコマンドを使用できる点に注意してください。

16.8.4.4  左から右にコピーする

「左から右にコピーする」  ( Alt+Right ) コマンドは、 左のコンポーネント(内のテーブル)  から 右のコンポーネント(内のテーブル) にテ

ーブルのデータをコピーします。

16.8.4.5  右から左にコピーする

「右から左にコピーする」  ( Alt+Left ) コマンドは、 右のコンポーネント(内のテーブル)  から 左のコンポーネント(内のテーブル) にテー

ブルのデータをコピーします。

16.8.4.6  結果を表示する

テーブルが選択されていない場合、「結果を表示する」 コマンドは以下のためのデータベースデータの比較結果ウィンドウを開きます:  (i) 選

択されたテーブル、または、 (ii) すべてのテーブル。  テーブルの一部が差分を含まない場合、または、両方のデータベース内で同じデータを持

つテーブルが選択された場合、 DiffDog は、メッセージボックスを表示し、 オペレーションを中断することができます。
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16.8.4.7  テーブルの並べ替え

「比較とマージ」 メニューの「テーブルの並べ替え」 サブメニューは、データベース比較のコンポーネント内に含まれたテーブルを並べ替えるた

めのオプションを提供します。

コマンドは常に比較の両方に影響します (すなわち、 １つのコンポーネントのみを並べ替えることはできません)。

16.8.4.7.1     昇順

「昇順」 コマンドは、全てのテーブルを昇順に並べ替えます。

16.8.4.7.2     降順

「降順」 コマンドは、全てのテーブルを降順に並べ替えます。

16.8.4.7.3     マップされたテーブルを最初に昇順に並べ替え

「マップされたテーブルを最初に昇順に並べ替え」 コマンドは、全てのテーブルを並べ替え、マップされたテーブルを最初に昇順に表示します

(スクリーンショットを参照)。
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16.8.4.7.4     マップされたテーブルを最初に降順に並べ替え

「マップされたテーブルを最初に降順に並べ替え」 コマンドは、全てのテーブルを並べ替え、マップされたテーブルを最初に降順に表示します

(スクリーンショットを参照)。

16.8.4.8  アイテムのマップ

DiffDog オプション ダイアログボックスのデータベース比較 タブ内で定義されている設定を使用して、「アイテムのマップ」 コマンドは、データ

ベースデータ比較ウィンドウ内の全てのテーブルをマップしようとします。 

16 .8 .5 データベーススキーマ比較

「データベーススキーマ比較」のための「比較とマージ」 メニューは、2つのデータベース内のオブジェクトの構造を比較する場合に適用するこ

とのできるコマンドをリストしています。詳細に関しては、次を参照してください:  データベーススキーマの比較。
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16.8.5.1  左から右にコピーする

「左から右にコピーする」   ( Alt+Right ) コマンドは、スキーマをマージするために実行されるマージスクリプトを表示する「スキーマを

左から右にマージする」 ダイアログボックスを開きます。

16.8.5.2  右から左にコピーする

「右から左にコピーする」  ( Alt+Left ) コマンドは、スキーマをマージするために実行されるマージスクリプトを表示する「スキーマを右か

ら左にマージする」 ダイアログボックスを開きます。
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16.9 ツールメニュー

「ツールメニュー」 にはアプリケーション と 比較 オプションを設定し、DiffDog の外観をカスタマイズするコマンドが含まれています。

16 .9 .1 DiffDog オプション...

「DiffDog  オプション. . .」   コマンドは、アプリケーション、ファイルの比較、 ディレクトリ比較、 データベース比較 および データベースデー

タ結果ビュー、 、比較することのできるファイル型を定義するためのオプションを設定することのできる  DiffDog オプション ダイアログボックスを

開きます。 

16 .9 .2 比較オプション...

「比較オプション. . .」  コマンドは、 ファイルの比較、 ディレクトリ比較、 XML スキーマ比較, Microsoft W ord ドキュメントの比較、と

データベースデータ比較のための比較オプションを設定する個別のタブを与える「比較オプション」 ダイアログボックスを開きます。

ファイル、ディレクトリ、 Microsoft W ord ドキュメント、と データベースデータ比較内では、 比較の前にオプション設定を表示する オプ

ションが、「比較とマージ」 メニュー内でオンに切り替えられている場合、 「比較オプション」 ダイアログボックスは、比較が開始される前に自動

的に表示されます 。

16 .9 .3 ドキュメントの比較オプション

このコマンドはライセンス供与されている DiffDog Server を持ち、 DiffDog により作成されたファイル (. filedif と .dirdif) の比較を

DiffDog Server を使用して行う場合使用することができます。 DiffDog Server を使用して比較を行うを参照してください。

. filedif または .dirdif ファイルを DiffDog Server を使用して比較を行うと、 XML またはテキストファイルに比較の結果を報告するかを

任意でリダイレクトします。下のダイアログにより出力レポートの書式とパスを指定することができます。 
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16 .9 .4 カスタマイズ...

「カスタマイズ. . .」 コマンドは、個人のニーズにあわせるために DiffDog をカスタマイズすることができます。
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16.9.4.1  コマンド

「コマンド」 タブによりメニューまたはツールバーをカスタマイズすることができます。

 ツールバー またはメニューにコマンドを追加する:

1. メニューオプション 「ツール | カスタマイズ」を選択します。

「カスタマイズ」 ダイアログボックスが表示されます。

2. カテゴリ リストボックス内の全てのコマンド カテゴリを選択します。

使用することのできるコマンドがコマンドリストボックスに表示されます。

3. コマンドリストボックス内のコマンドをクリックして、既存のメニューまたはツールバーにドラッグします。

I-ビームがコマンドをドロップする場所にカーソルがポイントされると表示されます。 

4. マウスボタンをコマンドを挿入場所でリリースします。

· コマンドをドラッグすると、小さなボタンがマウスポインターの先端に表示されます。 ポインターの下の 「x」 は、現在のカーソルの位

置にコマンドをドロップできないことを意味します。 

· コマンドをドロップする箇所(ツールバーまたはメニュー)にマウスがポイントされると 「x」 が消えます。 

· カーソルをメニューにドラッグすると、メニュー内にコマンドを挿入することができます。

· コマンドをメニューまたはツールバーに配置することができます。 自身のツールバーが作成されると、自身のコマンド/アイコンを使用

してツールバーを作成することができます。
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メモ: コンテキストメニュー内の編集コマンドを同じメソッドを使用して使用することができます(コンテキストメニューを開くために右クリックしま

す)。メニュータブをクリックし、コンテキストメニュー コンボボックスで使用することのできる特定のコンテキストメニューを選択します。

16.9.4.2  ツールバー

ツールバー タブにより、特定のツールバーを有効化、または、無効化することができ、特別なツールバーを作成することができます。

DiffDog ツールバーには、最も頻繁に使用されるメニューコマンドのためのシンボルが含まれます。各シンボルには、短いヒントが表示され、マ

ウス カーソルが直接アイテムとステータスバー上にポイントされると、詳しいコマンドの説明が表示されます。

標準の場所からツールバーをフロートウィンドウとして表示されるスクリーン上の場所にドラッグすることができます。 または、 メイン同の左端、ま

たは、右端にドックすることができます。

テキストラベルの表示:

このオプションは、有効化されるとツールバーアイコンの下に説明のテキストが表示されます。各ツールバーのためにこのオプションを有効化、また

は、無効化することができます。

ツールバーの有効化、または、無効化する:

·  特定のツールバーを有効化 (または、無効化) するためにチェックボックスをクリックします。
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新しい ツールバーの作成する:

1.  「新規作成」 ボタンをクリックし、表示される ツールバー名 ダイアログボックスにツールバーに与える名前を入力します。

2.  「カスタマイズ」 ダイアログボックスのコマンド タブ内のツールバーにコマンドをドラッグします。 

メニューバーをリセットする:

1. メニューバーエントリをクリックします。

2.  「リセット」 ボタンをクリックし、 DiffDog がインストールされた時点の状態にメニューコマンドをリセットします。

すべてのツールバーとメニューコマンドをリセットする:

1.  「全てをリセット」 ボタンをクリックして、プログラムがインストールされた状態に全てのツールバーコマンドをリセットします。 

すべてのツールバーとメニューがリセットされることを通知するプロンプトが表示されます。

2. 「はい」 をクリックしてリセットを確認します。

ツールバー名を変更する:

·  「名前の変更」 ボタンをクリックしてツールバーの名前を編集します。

このオプションは、ユーザーにより定義されたツールバーのためにのみ使用することができます。

ツールバーを削除する:

1. ツールバー リストボックス内で削除するツールバーを選択します。

2. 「削除」 ボタンをクリックします。

削除を確認するプロンプトが表示されます。 

3. 「はい」 をクリックして、削除を確認します。

このオプションは、ユーザーにより定義されたツールバーのためにのみ使用することができます。
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16.9.4.3  キーボード

キーボード タブを使用すると、  DiffDog コマンドのためのキーボードショートカットを定義 (または変更) することができます。

コマンドに新規ショートカットを割り当てる:

1. カテゴリ リストからコマンドメニューを選択します。例えば「ファイル」 など。(または 全てのコマンド を選択して全てのメニューからコ

マンドを確認します)。

2. コマンド リストから新しいショートカットを割り当てるコマンドを選択します。

3. 新規のショートカットキー テキストボックスをクリックして、コマンドを有効化するためのショートカットキーを押します。ショートカット

は、テキストボックス内に表示されます。ショートカットが前に割り当てられている場合、その関数はテキストボックスの下に表示されま

す。(テキストボックスをクリアするには、コントロールキー、CTRL、 ALT または SHIFT の1つを押します)。

4. 「割り当て」をクリックします。ショートカットが 現在のキー リストボックスに内に表示されます。

メモ:  ロップダウンリストのためのアクセレレーターの設定 内でサポートされている値は デフォルトだけです。

ショートカットを再度割り当てる、または、削除する:

1. 現在のキー リスト内で削除するショートカットを選択します。

2. 「削除」 をクリックします。

3. 「閉じる」 をクリックして確認します。
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すべてのショートカットキーをリセットする:

1. プログラムがインストールされた時の状態に全てのショートカットキーをリセットするために、「全てをリセット」 ボタンをクリックします。

すべてのツールバーとメニューがリセットされることを通知するメッセージボックスが表示されます。

2. 「はい」 をクリックして、リセットを確認します。

現在割り当てられているキーボードショートカット

キー別のホットキー

Ctrl+C コピー

Ctrl+F 検索

Ctrl+G ライン/文字に移動する

Ctrl+H 置き換える

Ctrl+O 開く

Ctrl+P 印刷

Ctrl+S 保存

Ctrl+V 貼り付け

Ctrl+X 切り取り

Ctrl+Z 元に戻す

F1 目次

F3 次を検索

F5 比較の開始

F7 整形式のチェック

F8 検証

Alt+Enter 現在の差分にする

Ctrl+Enter 現在の差分を表示

Delete 削除

Shift+Delete 切り取り

Alt+Backspace 元に戻す
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キー別のホットキー

Ctrl+Insert コピー

Shift+Insert 貼り付け

Alt+Down 次の差分

Alt+Up 前の差分

Alt+Home 最初の差分

Alt+End 最後の差分

Alt+Left 右から左にコピーする

Alt+Right 左から右にコピーする

機能別のホットキー

整形式のチェック F7

コピー Ctrl+C Ctrl+Insert

左から右にコピーする Alt+Right

右から左にコピーする Alt+Left

切り取り Ctrl+X Shift+Delete

削除 Deltete

現在の差分を表示 Ctrl+Enter

検索 Ctrl+F

次を検索 F3

最初の差分 Alt+Home

ライン/文字に移動する Ctrl+G

最後の差分 Alt+End

現在の差分にする Alt+Enter

次の差分 Alt+Down
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機能別のホットキー

開く Ctrl+O

貼り付け Ctrl+V Shift+Insert

前の差分 Alt+Up

印刷 Ctrl+P

置き換える Ctrl+H

保存 Ctrl+S

比較の開始 F5

目次 F1

元に戻す Ctrl+Z Alt+Backspace

検証 F8
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16.9.4.4  メニュー

メニュー タブ によりメインメニューバーと コンテキストメニューをカスタマイズすることができます。

デフォルトの ファイルの比較、 ディレクトリの比較、Microsoft W ord 比較、 データベースデータの比較、データベースデータ比較の結果、デ

ータベーススキーマ比較、と XML スキーマ比較 メニューバーをカスタマイズすることができます。

 DiffDog 内で比較ウィンドウが開かれていない場合、デフォルトのメニューが表示されています。

少なくとも1つのファイルの比較ウィンドウが開かれ、アクティブな場合、ファイルの比較メニューがメニューバーに表示されます。

少なくとも1つのディレクトリの比較ウィンドウが開かれ、アクティブな場合ディレクトリの比較メニューがメニューバーに表示されます。

少なくとも1つのデータベースデータ比較結果ウィンドウが開かれ、アクティブな場合、データベースデータ比較の結果メニューがメニューバーに表

示されます。
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少なくとも1つのデータベースデータ比較ウィンドウが開かれ、アクティブな場合、データベースデータの比較メニューがメニューバーに表示されま

す。 少なくとも1つのデータベーススキーマ比較ウィンドウが開かれ、アクティブな場合、データベーススキーマ比較メニューがメニューバーに表示さ

れます。少なくとも1つの XML スキーマ比較ウィンドウが開かれ、アクティブな場合、 XML スキーマ比較メニューがメニューバーに表示されま

す。 少なくとも1つの W ord 比較ウィンドウが開かれ、アクティブな場合、Microsoft W ord の比較 メニューがメニューバーに表示されます。

影を付けるメニュー

デフォルトでチェックされている、メニューに影をつけない場合、メニュー 「影を付ける」 チェックボックスを無効化することができます。

メニューをカスタマイズする:

1. コンボボックスのためにメニューを表示するからカスタマイズするメニューバーを選択します。

2.  コマンド タブをクリックし、コマンドを選択するメニューバーにドラッグします。 

メニューからコマンドを削除する:

1. メニューオプション 「ツール | カスタマイズ」 を選択して、 「カスタマイズ」 ダイアログボックスを開きます。

2. 以下を行います:

· コマンドまたはコマンドを示すアイコンを右クリックし、コンテキストメニューから、削除 オプションを選択します。

· メニューからコマンドをドラッグし、マウスポインタの下にチェックマークアイコンが表示されるとドロップします。

メニューバーをリセットする:

1. コンボボックスのためのメニューを表示内で、 デフォルトのファイルの比較、 ディレクトリの比較、Microsoft W ord の比較、 データ

ベースデータの比較、 データベースデータ比較の結果、データベーススキーマ比較、と XML スキーマ比較  エントリを選択します。 

2. メニュー名の下の 「リセット」ボタンをクリックします。

メニューバーのリセットを確認するプロンプトが表示されます。

3. 「はい」をクリックします。

コンテキストメニュー (メニューを右クリックして)をカスタマイズする:

1. コンテキストメニューの選択 コンボボックスからコンテキストメニューを選択します。

選択されたコンテキストメニューが表示されます。

2.  コマンド タブをクリックし、コマンドをコンテキストメニューにドラッグします。

コンテキストメニューからコマンドを削除する:

1. メニューオプション 「ツール | カスタマイズ」 を選択して、 「カスタマイズ」 ダイアログボックスを開きます。

2. 以下を行います:

· コマンドまたはアイコンを示すコマンドを右クリックし、コンテキストメニューから、「削除」 オプションを選択します。

· コンテキストメニューから、コマンドをドラッグし、マウスポインターの下にチェックマークのアイコンが表示されるとすぐにドロップします。 
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コンテキストメニューをリセットする:

1. コンボボックスからコンテキストメニューを選択します。

2. コンテキストメニュー名の下の「リセット」ボタンをクリックします。

コンテキストメニューをリセットするか確認するプロンプトが表示されます。

コンテキストメニューウィンドウを閉じる:

以下を行います:

· タイトルバーの右上の 閉じる アイコン をクリックします。

· 「カスタマイズ」 ダイアログボックスの「閉じる」ボタンをクリックします。

メニューの外観を変更する:

· 必要な場合、 影を付けるメニューチェックボックスを無効化します。

16.9.4.5  オプション

オプション タブにより環境設定全体を設定することができます。
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ツールバー

アクティブな場合、 ツールバー上でスクリーンヒントを表示する チェックボックスは、アイコンバー内のアイコンにマウスポインターがポイ

ントさえるとポップアップを表示します。ポップアップには、アイコン機能の短い説明が含まれており、割り当てられている場合は、関連付けられた

キーボードショートカットが表示されます。 

スクリーンヒント内のショートカットキーの表示 チェックボックスにより、ヒント内にショートカットを表示するか否かを決定することができ

ます。 

アクティブな場合、 大きいアイコン チェックボックスは、標準サイズ アイコンとアイコンの大きいバージョン間を切り替えます。
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16.10 ウィンドウメニュー

「ウィンドウ」 メニューは開かれているウィンドウの表示を整理するコマンドを提供します。

開かれているウィンドウを 重ねて表示 、左右に並べて表示 または 上下に並べて表示することができます。 または、縮小化するとドキュメント

アイコンを整理することができます。また、メニューから直接 開かれているドキュメントのウィンドウ に切り替えることができます。

16 .10 .1 重ねて表示

「重ねて表示」   コマンドは、全ての開かれているドキュメントウィンドウを重ねて(すなわち、互いに重ねられて)表示するように並べ替え

ます。 

16 .10 .2 左右に並べて表示

「左右に並べて表示」   コマンドは、開かれている全てのドキュメントウィンドウを、左右に並べ全て同時に表示します。 

16 .10 .3 上下に並べて表示

同時に「上下に並べて表示」   コマンドは、開かれている全てのドキュメントウィンドウを、上下に並べ全て同時に表示します。 
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16 .10 .4 現在開かれているウィンドウのリスト

現在開かれているすべてのウィンドウをリストし、ウィンドウ間を切り替えることができます。 

ウィンドウが開かれた順番にリストは順序付けられています。アクティブなウィンドウは、チェックマークで示されています。

Ctrl+Tab または Ctrl+F6 キーボードショートカットを使用して、開かれているウィンドウを循環します。

16 .10 .5 ウィンドウ

開かれたウィンドウのリストの下に「ウィンドウ」 コマンドが表示されています。このエントリをクリックすると、開かれている全てのウィンドウのリスト

を表示し、選択されたウィンドウに適用することのできるコマンドを与える「ウィンドウ」 ダイアログボックスが開かれます。 ウィンドウは名前をクリッ

クすることにより選択できます。

1つ以上のウィンドウが開かれている場合、 「重ねて表示」 と 「分割」 オプションを使用することができます。 単一のウィンドウが選択されて

いる場合、 「アクティブにする」 オプションが有効化されています。

メモ: ウィンドウ ダイアログボックスを終了するには、 「OK」 をクリックします。ダイアログボックス内の 「ウィンドウを閉じる」 ボタンをクリッ

クしないでください。 「ウィンドウを閉じる」 ボタンは「ウィンドウ」 ダイアログボックス内で現在選択されているウィンドウを閉じます。
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16.11 ヘルプメニュー

目次

説明

ヘルプウィンドウの左側のペインに目次を表示した、 DiffDog の画面上のヘルプマニュアルを開きます。目次はヘルプドキュメント

全体の概要を表示しています。目次のエントリをクリックしてトピックに移動することができます。 

インデックス

説明

ヘルプウィンドウの左側のペインにキーワード インデックスを表示したDiffDog の画面上のヘルプマニュアルを開きます。目次はヘ

ルプドキュメント全体の概要を表示しています。インデックスはキーワードをリストし、キーワードをダブルクリックすることでトピックへ

移動することができます。 キーワードが1つ以上のトピックにリンクされている場合は、トピックのリストが表示されます。

検索

説明

ヘルプウィンドウの左側のペインに検索ダイアログを表示したDiffDog の画面上のヘルプマニュアルを開きます。単語を検索する

には、入力フィールドに検索対象を入力して、 (i) 「Return」 を押す、または(ii) 「トピックのリスト」をクリックします。 を押し

ます。 ヘルプシステムは、ヘルプドキュメント全体で全文検索を行いヒットしたリストを返します。アイテムを表示するためにはアイテ

ムをダブルクリックします。

ソフトウェアのライセンス認証

説明

Altova 製品ソフトウェアをダウンロードすると、無料評価キーまたは購入されたライセンスキーを使用して、製品にライセンスを供

与、または、ライセンスの認証を行うことができます。

· 無料  評価ライセンス初めて製品のダウンロードとインストールを行うと、ソフトウェアライセンス認証ダイアログが表示さ

れます。ダイアログでは無料  評価 ライセンスをリクエストすることができます。ユーザーの名前、所属会社名、そして電

子メールアドレスを表示されるダイアログに入力し リクエストをクリックします。ライセンスファイルが入力された電子メール

アドレスに送信されます。この手順には数分を要します。ライセンスファイルを適切な場所に保存します。リクエストをク

リックすると、リクエストダイアログの下に入力フィールドが表示されます。このフィールドはライセンスファイルのパスを取りま

す。ライセンスファイルを参照 またはライセンスファイルへのパスを入力し 「OK」をクリックします。(「ソフトウェアのライセ

ンス認証ダイアログ」内で「新規のライセンスをアップロードする」 をクリックしてライセンスファイルへのパスを入力する

ダイアログにアクセスすることができます。)ソフトウェアは30日の間アンロックされます。

· 永続的なライセンスキー：ソフトウェアライセンス認証ダイアログには永続的なライセンスキーを購入するためのボタンが

含まれています。このボタンをクリックすると、製品の永続的なライセンスキーを購入することのできる Altova オンライン

ショップに移動することができます。受信する電子メールはライセンスデータを含むライセンスファイルの書式で送信されて

います。3つの種類の永続的なライセンスが存在します:インストール済み、同時使用ユーザー、名前を持つユーザー。

インストール済みのライセンス  は単一のコンピューター上のソフトウェアのロックを解除します。インストール済みのラ

イセンス を N 台のコンピューターのために購入すると N 台までのコンピューター上でソフトウェアを使用することができま

す。同時使用ユーザーライセンス は N 人の同時使用ユーザーに N 人のユーザーに同時にソフトウェアを使用するこ

とを許可します 。(10N 台のコンピューターにソフトウェアをインストールすることができます)。  名前を持つユーザーライ

センスは特定のユーザーが5台の異なるコンピューター上でソフトウェアを使用することを許可します。ソフトウェアのライ

センスを認証するには 「新規のライセンスをアップロードする」 をクリックして表示されるダイアログ内でライセンスファイ

ルを参照、またはライセンスファイルのパスを入力し 「OK」をクリックします。

メモ: 複数のユーザーライセンスのために各ユーザーは各自の名前を入力するようにプロンプトされます。 
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ライセンスの電子メールと Altova 製品へのライセンス供与(有効化) の異なる方法 

Altova から受信するライセンス電子メールにはライセンスファイルが添付ファイルとして含まれています。ライセンス

ファイルは .altova_licenses ファイル拡張子を有しています。

Altova 製品のライセンスを認証するには、以下のうち1つ行ってください:

· 適切な場所にライセンスファイル (.altova_licenses) を保存し、ライセンスファイルをダブルク

リックし、表示されるダイアログに必要な情報を入力し、「キーの適用」をクリックして完了します。

· ライセンスファイル (.altova_licenses) を適切な場所に保存します。Altova 製品内では、

「ヘルプ | ライセンス登録メニューコマンドを選択し、新規のライセンスをアップロードします。ライセン

スファイルへのパスを入力し 「OK」をクリックします。

· 適切な場所にライセンスファイル (.altova_licenses) を保存し、 Altova LicenseServer

のライセンスプールにアップロードします。以下を行うことができます:  (i) 製品のソフトウェアライセンス認

証ダイアログから Altova 製品からライセンスを取得します。(以下を参照)または (ii) Altova

LicenseServer から製品へのライセンスを割り当てます。LicenseServer の使用の詳細に関

しては、下記のトピックを参照してください。

ソフトウェアライセンス認証ダイアログ (下のスクリーンショット)  は、「ヘルプ | ソフトウェア アクティベーション」をクリックすること

により常にアクセスすることができます。

以下の方法によりソフトウェアをアクティブ化することができます:

· ソフトウェアライセンス認証ダイアログでライセンスを登録する方法。ダイアログ内で、「新規のライセンスをアップロ

ード」をクリックして、ライセンスファイルを参照し選択します。「OK」をクリックしてライセンスファイルへのパスを確認しま

す(複数のユーザーライセンスの場合は個人の名前です)。「保存」をクリックして完了します。

· ネットワーク上の Altova LicenseServer を使用してライセンス供与する方法:  ネットワーク上の Altova

LicenseServer を使用してライセンスを取得するにはソフトウェアのライセンスの認証ダイアログの下にある Altova

LicenseServer を使用するをクリックします。使用する LicenseServer がインストールされているマシンを選択

します。License Servers の自動検知は LAN 上で配信が送信されることを意味します。これらの配信がサブネッ

トに制限されているため、License Server は自動検知のためのクライアントマシンと同じサブネット上に存在する必

要があります。自動検知が作動しない場合、サーバーの名前を入力します。Altova LicenseServer はライセンス

プール内で Altova 製品のためのライセンスを有している必要があります。LicenseServer プール内に存在する場

合、ソフトウェアライセンス認証ダイアログ内に表示されます (Altova XMLSpy 内のダイアログで表示されている

例を参照してください)。「保存」をクリックしてライセンスを取得します。
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マシン固有のライセンスが LicenseServer からインストールされると、7日間は、 LicenseServer に戻すことがで

きません。7日過ぎると、(「ライセンスを戻す」をクリックして) マシンのライセンスを LicenseServer に戻すことがで

き、このライセンスは、他のクライアントにより LicenseServer から取得することができます。LicenseServer 管理

者は、 LicenseServer の W eb UI を使用して、取得されたライセンスの割り当てを解除することができます。ライ

センスの返却は、マシン固有のライセンスのみに適用され、現在使用中のライセンスには適用されないことに注意してく

ださい。

ライセンスのチェックアウト

ライセンスが製品マシン上に保管されるように、ライセンスをライセンスプールから 30 日間チェックアウトすることができま

す。これにより、オフラインで作業することが可能になります。この機能はとても役に立ちます。Altova

LicenseServer にアクセスできない環境(例えば、旅行中に Altova 製品がインストールされたラップトップコンピュー

ターで作業する)場合などが挙げられます。ライセンスはチェックアウトされていますが、 LicenseServer は、ライセンス

が使用中と表示し、ライセンスは他のマシンで使用することができません。ライセンスはチェックアウトの期間が終わると自

動的にチェックインされた状態を戻します。または、チェックアウトされたライセンスはソフトウェアのライセンスの認証ダイア

ログのボタンを使用して「チェックイン」することができます。

ライセンスをチェックアウトするには以下をおこないます:  (i) ソフトウェアのライセンスの認証ダイアログで 「ライセンスの

チェックアウト」 をクリックします (上のスクリーンショット参照)。(ii) ライセンスのチェックアウトダイアログ内から、チェッ

クアウトの期間を選択し、 「チェックアウト」をクリックします。ライセンスがチェックアウトされます。ライセンスのチェックアウ

ト後2つの状態が発生します:  (i) ソフトウェアのライセンス認証ダイアログは時刻およびチェックアウトの期限を含む

チェックアウトに関する情報を表示します。 (ii) ダイアログ内の 「ライセンスのチェックアウト」 ボタンは 「チェックイン」

ボタンに変更されます。「チェックイン」ボタンをクリックして、ライセンスをチェックインすることができます。チェックアウト期

間の期限が切れると、ライセンスは自動的にチェックイン状態に戻されるため、選択したチェックアウトの期間がオフライ

ンで作業する期間をカバーするように確認してください。

メモ:    ライセンスのチェックアウトを可能にするには、 LicenseServer 上でチェックアウト機能が有効化されている必

要があります。チェックアウトを試みる際この機能が有効化されていない場合、エラーメッセージが表示されます。この場

合、 LicenseServer 管理者に連絡してください。
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サポートコードのコピー

「サポートコードのコピー」 をクリックして、ライセンスの詳細をクリップボードにコピーしてください。これはオンラインサポー

トフォームを使用してサポートをリクエストする際に必要なデータです。

Altova LicenseServer を使用することにより、 IT 管理者は、リアルタイムでネットワーク上の全てのライセンスの概要、およ

び、クライアントの割り当てと、クライアントのライセンスの使用状況を確認することができます。LicenseServer を使用する利点

は、ですから、多数の Altova ライセンスを管理することのできる管理機能です。Altova LicenseServer は、 Altova Web

サイトで無料で提供されています。Altova LicenseServer および Altova LicenseServer を使用したライセンスの供与に

関する詳細は、Altova LicenseServer ドキュメントを参照してください。

注文フォーム

説明

ソフトウェア製品のライセンス許与バージョンを注文する準備が整っている場合、 (前のセクション参照) ソフトウェアライセンス認

証ダイアログ内の 「永久ライセンスの購入」ボタン、または 「注文フォーム」 コマンドを使用して Altova オンラインショップに移

動して注文することができます。

登録

説明

Altova 製品登録ページをブラウザーのタブに表示します。Altova ソフトウェアを登録することにより、最新の製品の情報が得ら

れます。

更新のチェック

説明

Altova サーバーに接続して、より新しいバージョンの製品が利用可能かどうかチェックし、その結果を表示します。

サポートセンター

説明

インターネット上にある Altova サポートセンターへのリンクとなっています。サポートセンターには FAQ やディスカッションフォーラム

が含まれており、問題の解決方法を探り、Altova の技術サポートスタッフへアクセスすることができます（現在英語のみの提供と

なります）。

W EB 上の FAQ

説明

インターネット上にある Altova の FAQ へのリンクとなっています。FAQ データベースは Altova のサポートスタッフにより常時更

新されています。

コンポーネントのダウンロード

説明

インターネット上にある Altova のコンポーネントダウンロードセンターへのリンクとなっています。このリンク先から様々なコンポーネン

トソフトウェアをダウンロードして、Altova 製品とともに使用することができます。ソフトウェアコンポーネントは XSLT や XSL-FO

プロセッサーからアプリケーションサービスプラットフォームまで、幅広く提供されています。コンポーネントダウンロードセンターにてご利

用になれるソフトウェアは、通常無料でご利用になれます。

https://www.altova.com/support
https://www.altova.com/support
https://www.altova.com/ja/
https://www.altova.com/ja/
https://www.altova.com/manual/AltovaLicenseServer/
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インターネット上の DiffDog

説明

インターネット上にある Altova W eb サイトへのリンクとなっています。Altova W eb サイトでは、DiffDog や関連するテクノロ

ジーについて確認することができます。

DiffDog について

説明

スプラッシュ画面と製品のバージョン番号が表示されます。DiffDog の 64 ビットバージョンを使用している場合、これはアプリケ

ーション名の後のサフィックス (x64) により示されています。32 ビットバージョンにはサフィックスは存在しません。

https://www.altova.com/ja/
https://www.altova.com/ja/
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16.12 ステータスと結果メッセージ

ファイルとディレクトリの比較、と比較のための結果メッセージは、各比較ウィンドウの下にある比較ウィンドウ ステータスバーに表示されます。

データベースデータ比較 内では、ステータス と 比較の結果は、データベースデータ比較ウィンドウ内の比較の結果アイコンにより示されていま

す。

ステータスメッセージ

ステータスメッセージは、特定の比較のステータスを示し、基本的にはファイル/ディレクトリが選択されたかどうか、比較が実行されたかどうか、ど

の種類の比較(すなわち、使用された比較モード)が実行されたかを示します。

結果メッセージ

差分が検知された場合、 比較の結果の概要はステータスバー内の結果メッセージにより提供されます。差分が存在しない場合もステータス

バー内に報告されます。結果メッセージは、フォーム内の差分の個数と型をリストしています:

結果:  n 差分、左側のペインのみ  n 、右側のペインのみ n 。

ファイルの比較ウィンドウ内では、ライン内で差分を表示する オプションが選択されている場合でも、テキストの比較は、テキストの比較は隣接

した差分のブロックの単位で差分をカウントします。4つのライン内に6つの差分が存在すると、 4つの差分が報告されます。差分のある2つ

の、または、それ以上のラインの差分は、両方のファイル内で等しいラインとして解釈され連続的に表示され、1つの差分として結果メッセージ

内に表示されます。ます。 XML 比較内では、差分はノードのアイテム内でカウントされます。両方のドキュメント内で異なるノードが存在する

場合差分がカウントされます。1つのドキュメント内でノードが存在しない場合、このようなノードは左のみ または 右のみでのみ存在するもの

としてリストされます。バイナリの比較内で、 ファイルのペアが異なるかが示されている場合、差分の場所、または、個数などの詳細は表示さ

れません。

比較の結果アイコン

比較が開始されない限り、データベースデータ比較ウィンドウ。内にはアイコンは表示されません。 各比較されたテーブルのためには、2つのテー

ブルが等しいか否かを示すアイコンが表示されます。 比較 結果アイコンをクリックすると、追加の結果ウィンドウ内で比較の差分の詳細が表

示されます。
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17 コマンドラインオプション

グラフィカルなインターフェイスでの DiffDog の実行に加え、コマンドラインウィンドウから比較をトリガーすることもできます。比較するファイルま

たはディレクトリパスを DiffDog 実行可能に引数として提供します。 (下記の)追加比較オプションも与えることができます。コマンドが実行さ

れると、 DiffDog が開始され、ファイルまたはディレクトリが適切な比較ウィンドウで開かれ、比較を実行し、結果が表示されます。

メモ:コマンドラインでの DiffDog 実行可能ファイルの呼び出しにより、指定されたオプションと共に DiffDog のグラフィカルなユーザーインター

フェイスが開かれます。比較の結果をコマンドラインウィンドウに表示、または、比較の結果をコマンドラインにエクスポートすることはで

きません。これらの機能は DiffDog Server (https://www.altova.com/diffdog-server)で使用することができます。

DiffDog をコマンドインターフェイスから作動する方法:

1. W indows 検索ボックスに cmd を入力し、 Enter を押して、新規のコマンドラインウィンドウを開きます。

2. DiffDog がインストールされているディレクトリを現在のディレクトリに変更します。例:

cd C:\Program Files (x86)\Altova\DiffDog2021\

3. DiffDog.exe を呼び出し、引数として比較するファイルまたはディレクトリ名、およびオプションのコマンドラインオプションを提供しま

す。例えば、下のコマンドラインでは、2つのテキストファイルは比較されオプション /cF /mT が明示的に設定されます:

DiffDog.exe /cF /mT file1.txt file2.txt

上記のオプションに関する詳細は、 コマンドラインの構文を参照してください。

DiffDog が既にコマンドラインを開始する前に作動している場合、「ツール | DiffDog  オプション | アプリケーション 」タブの「複数のイン

スタンスを許可する」 が有効化されていることを前提として、新規のインスタンスとして開始します。「複数のインスタンスを許可する」 が無

効化されている場合、既に作動している DiffDog インスタンスの新規比較ウィンドウ内で比較が開かれます。

https://www.altova.com/diffdog-server
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17.1 コマンドラインの構文

コマンドラインオプションは簡単に切り替えることが出来、任意で使用することができます。指定されていない場合、オプションはオフに切り替えら

れます。最善の結果を得るために、 /cD or /cF オプションを指定し、 DiffDog にファイルまたはディレクトリの比較を明示的に命令するこ

とが奨励されます。しかしながら、 DiffDog をソース管理システムの差分ツールとして使用する場合、管理システムの一部はファイル名以外

の追加引数を受け入れない場合があります。 

コマンドラインオプションはシンプルな切り替えで、任意で使用します。 指定されない場合、オフに切り替えられます。これらはグループ別に整

理されていますが、リストされるオプションの順序は決まっていません。オプションでは大文字と小文字は区別されません。  マイナスサイン(-) と

スラッシュ (/) の両方をオプション前に使用することができます。 コマンドライン構文は以下のとおりです:

DiffDog.exe [source name1 name2 [name3]] [general options] [compare mode] [compare

options] [filter filtername] [directory compare options] [file-filter file filtername]

source:

/cd ディレクトリ を比較する

/cf ファイル を比較する

name1 name2:

比較されるファイルまたはディレクトリの名前

name3

比較される3番目のファイルの名前 (3方向比較のみに適用可能です。3方向比較を参照してください )。

general options:

/h ヘルプファイルを開く

compare mode:

/mE 拡張子 設定に従い比較する

/mX XML として比較する

/mT テキスト として比較する

/mB バイナリ を比較する

compare options:

/dD 詳細な差分

/dL  ライン内の差分を表示する

/iB blank linesを無視する

/iC ノード名内以外の、大文字と小文字の区別 を無視する

/iCN 大文字と小文字の区別を無視

/iD ノードの深さを無視する

/iN 名前空間を無視する

/iNT A CD C PI D X

ノード型 (Attributes, CData, Comments, Processing Instructions, Doctype, XML declaration) を無視す

る

/iOA 属性の順序を無視する

/iOC 子ノードの順序を無視する

/iOC A G groupname T

子ノードの順序を無視し、属性 (A ll Attributes, Specific Attributes as defined in Group groupname, Add

Element Text as Comparison Criteria)を追加する
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/iP プレフィックスを無視する

/iT text (XML)を無視する

/e エンティティを解決する

/wN 空白スペースの標準化する

/wS 空白スペースをすべて削除する

filter:

/f 特定な要素/属性をフィルターアウトする

filtername:

定義済みのフィルターの名前

directory compare options:

/iS サブディレクトリを無視する

file-filter:

/fD ディレクトリ比較内の特定のファイル/ディレクトリ をフィルターアウトする

file filtername:

定義済みのファイルフィルターの名前

export:

/rT テキストフォーマット内の差分のエクスポート

/rX XML フォーマット内の差分のエクスポート

このスイッチの後には 「result」 パラメーターが続く必要があります (下を参照)。テキスト比較内では、 /rX と /rT スイッチを使用することが

できます。XML 比較内では、/rX スイッチのみの使用が許可されています。ファイルに差分をエクスポートする場合、ライン (/dL) 内の差分

がエクスポートされます。

result:

エクスポートファイルの名前

> filename.txt

Filename.txt は、比較の結果が書き込まれるファイル名です。> サインが後に続き、コマンドの最後のパラメーターである必要があります。 パ

ラメーターとこのオプションを一緒に使用しないでください。

メモ:  比較のオプションの一部は XML 比較 モード(例えば、 /iN と /iNT) のみに適用することができます。これらのオプションは [ 比較モ

ード]  オプション /mX ではない場合無視されます。
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17.2 コマンドライン サンプル

下のサンプルでは、現在の作業ディレクトリは DiffDog がインストールされている場所です。このため、全てのコマンドは DiffDog.exe から

始まります。ディレクトリが異なる場合、 (例えば、 "C:\Program Files (x86)\Altova\DiffDog2021\DiffDog.exe") などの代わりに

DiffDog 実行可能ファイルへのフルパスを入力してください。 実行可能ファイルにスペースが含まれると、引用符で囲むことを忘れないでくださ

い。同様に参照されたスペース文字を含むファイル、または、ディレクトリ名にも適用することができます。 

ファイルの拡張子に従い2つのファイルを比較するには、以下を使用します。

DiffDog.exe /cF c:\work\Alice.txt c:\work\Bob.txt /mE

テキスト比較モードで3つのファイルを比較するには、以下を使用します。

DiffDog.exe /cF c:\work\Alice.txt c:\work\Bob.txt c:\work\Chris.txt /mT

(右側から左側、左側から右側のマージを可能にするために)詳細比較が有効化された状態で、 XML モードで2つの XML ファイルを比較

するには、以下を使用します。

DiffDog.exe /cF c:\work\Alice.xml c:\work\Bob.xml /mX /dD

ファイルの XML 構造のみを比較しテキストを無視する場合、以下を使用します。

DiffDog.exe /cF c:\work\Alice.xml c:\work\Bob.xml /mX /iT

2つのディレクトリを比較する場合、以下を使用します。

DiffDog.exe /cD c:\work1 c:\work2

サブディレクトリを無視して2つのディレクトリを比較する場合、以下を使用します。

DiffDog.exe /cD c:\work1 c:\work2 /iS

(グラフィカルなユーザーインターフェイスで事前に作成された)定義済みのフィルターを適用することにより、次のコマンドは2つのディレクトリ内の

XML ファイルのを比較します。 比較されたディレクトリのコンテンツをフィルターする も参照してください。名前にスペース文字が含まれるため、

引用符が使用されていることに注意してください。

DiffDog.exe /cD c:\work1 c:\work2 /mX /fD "xml conformant files"
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18 バージョンコントロールシステム 統合

DiffDog を、簡単に比較とマージのためのカスタムの (外部の) 実行可能ファイルを使用するオプションを提供するバージョンコントロールシス

テムと統合することができます。

参考のために、このセクションは DiffDog を比較および/または マージツールとして使用してバージョンコントロールシステムを構成する方法の

ための命令について説明しています。バージョンコントロールシステムがリッスンされない場合、または異なるバージョンが存在する場合、カスタム

の差分またはマージツールを使用する方法のための命令に関するドキュメントを参照してください。

このセクションには次のトピックが含まれています:

· DiffDog を Git と統合する

· DiffDog を TortoiseSVN と統合する

· DiffDog を SmartSVN と統合する

· 他のバージョンコントロールシステム
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18.1 DiffDog を Git と統合する

バージョンコントロールシステムとして Git (http://www.git-scm.com) を使用する場合、 DiffDog を Git 差分ツールとして設定します。

DiffDog を Git をベースにしたカスタムの外部の差分ツールを定義するオプションを与える ツール(例えば、 gitk)に統合することができます。

下の構成命令は、 Git 1.9.4 のためにテストされています。他の Git バージョンと類似しています。外部の 差分ツールに Git を統合するた

めの詳しい情報は、Git ユーザーマニュアルを参照してください。

DiffDog  を G it 差分ツールと設定する:

· .gitconfig ファイル内の次のラインを追加、または、編集します (このファイルは、通常:  C:

\Users\<username>\.gitconfig ディレクトリに存在します):

[diff]

tool = diffdog

[difftool "diffdog"]

cmd = "'C:/Program Files/Altova/DiffDog2021/DiffDog.exe'" "$LOCAL"

"$REMOTE"

メモ: DiffDog 32 ビットを 64 ビット オペレーティングシステムで使用している場合、 パスを、 C:/Program Files ではなく、

C:/Program Files (x86) を指すように調整してください。

DiffDog  を差分ツールとして設定するか確認する:

· Git シェルを開き、コマンド git difftool --tool-help を以下に示されるように入力します。

DiffDog  内で G it レポジトリ ファイルへの変更を確認する :

1. Git シェル内で Git レポジトリを開き、コマンド git difftool <changed file> を入力します。例:

git difftool MyFile.txt

2. DiffDog をローンチするか確認するように促されると、「Y」 を入力し、 「Enter」を押します。DiffDog をプロンプト無しで作動

するには、 コマンド git difftool -y <changed file> を使用してください。

変更されていないファイルを引数として与えると、 difftool コマンドは結果は作成されません。

G it グラフィカルユーザーインターフェイス内で DiffDog  を差分ツールとして構成する:

1. gitk を実行します。 (例えば、 Git  コントロールの下のディレクトリを右クリックし、 G it 履歴を選択します)。

2. 「編集」 メニューから「基本設定」をクリックします。

3. 外部の差分ツール から、選択 をクリックし、DiffDog 実行可能ファイルのパスを選択します (例えば、 C:/Program

Files/Altova/DiffDog2021/DiffDog.exe)。

http://www.git-scm.com
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Git グラフィカルユーザーインターフェイス内では、 外部の差異 コマンドを使用して、DiffDog 内で 2つの Git コミット間の変更を

確認することができます。
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18.2 DiffDog を TortoiseSVN と統合する

TortoiseSVN (http://www.tortoisesvn.net) を Subversion クライアントとして使用している場合、DiffDog を異なるファイルのバー

ジョンの比較のために使用されるプログラムと設定することができます。 下の構成命令は TortoiseSVN 1.8.8 のために適用でき、他のバー

ジョンと類似しています。 詳細に関しては、TortoiseSVN ユーザーマニュアルを参照してください。

DiffDog  を TortoiseSVN 差分ツールとして設定する:

1. フォルダーを右クリックし、「TortoiseSVN | 設定」を選択します。

2. 「Diff Viewer」をクリックします。

3. 「外部」を選択し、 DiffDog 実行可能ファイルのパスを以下のように入力します。

C:/Program Files/Altova/DiffDog2021/DiffDog.exe %base %mine

メモ: DiffDog 32 ビットを 64 ビット オペレーティングシステムで使用している場合、 パスを、 C:/Program Files ではなく、

C:/Program Files (x86) を指すように調整してください。

http://www.tortoisesvn.net
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18.3 DiffDog を SmartSVN と統合する

SmartSVN (http://www.smartsvn.com) を Subversion クライアントとして使用する場合、内蔵の比較ツールに加え、 DiffDog を

ファイルの比較ツールとして追加することができます。 SmartSVN 8.5 のために以下の構成命令を適用することができます。

比較ツールとして DiffDog  を設定する:

1. SmartSVN を実行します。

2. 「編集」 メニューからPreferencesをクリックします。

3. 「ツール」から、ファイルの比較をクリックします。

4. 「追加」をクリックし、 「外部の差分ツール」を選択します。

5. ファイル パターン の横に、DiffDog を使用して比較フルファイル型に一致するパターンを入力します。例えば、 *.xml.

6. コマンド の横に DiffDog 実行可能ファイルのパスを入力します。例えば、 C:/Program

Files/Altova/DiffDog2021/DiffDog.exe。

メモ: DiffDog 32 ビットを 64 ビット オペレーティングシステムで使用している場合、 パスを、 C:/Program Files ではなく、

C:/Program Files (x86) を指すように調整してください。

7. 「引数」 の横に、 ${leftFile} ${rightFile} を入力します。

http://www.smartsvn.com
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18 .3 .1 他のバージョンコントロールシステム

Borland StarTeam Cross-Platform Client 2008 R2

http://www.borland.com/us/products/starteam

次のステップにより Altova DiffDog を Borland Star Team に統合することができます:

1. StarTeam クライアント パーソナルオプション (「ツール | パーソナル オプション | ファイル | 別のアプリケーション)を使用します。

2. ユーティリティの比較:  DiffDog フルパスを入力します。

3. ユーティリティの比較 オプション:  $file1 $file2.

Dynamsoft SourceAnywhere for VSS 5.3.2 Client

http://www.dynamsoft.com/Products/SAW_Overview.aspx 

次のステップにより、Altova DiffDog  を Dynamsoft SourceAnywhere for VSS に統合することができます:

1. Dynamic SourceAnywhere For VSS クライアント オプションに移動します。

2. 引数:  %FIRST_FILE%” “%SECOND_FILE% を使用して、DiffDog フルパスを 差分/マージ のために外部のアプリケーショ

ンとして指定します。

警告:  外部アプリケーションパラメーターが挿入される可能性があるため、 Altova 製品オプション空これらの設定を操作しないでください。

Dynamsoft SourceAnywhere Hosted Client (22252)

http://www.dynamsoft.com/Products/SourceAnywhere-Hosting-Version-Control-Source-Control.aspx

Dynamsoft SourceAnywhere Standalone 2.2 Client

http://www.dynamsoft.com/Products/SourceAnywhere-SourceSafe-VSS.aspx

次のステップにより、Altova DiffDog  を Dynamsoft SourceAnywhere Hosted と Dynamsoft SourceAnywhere

Standalone に統合することができます:

1. ソースコントロールタブの 「Advanced 」ボタンをクリックします。

2. 引数 %FIRST_FILE%” “%SECOND_FILE% を使用して、DiffDog フルパスを 差分/マージ のために外部のアプリケーション

として指定します。

Jalindi Igloo 1.0.3

http://www.jalindi.com/igloo/

次のステップにより、Altova DiffDog  を Jalindi Igloo に統合することができます:

1. Altova アプリケーション、または、ソースコントロールシステムの差分ツールに関連する他のアプリケーション内で差分の表示 コマン

ドを開始します。

2. 差分の表示 または ファイルのマージ ペインを開きます。

3. DiffDog フルファイルパスを外部 Diff EXE パスとして入力し、外部差分コマンド を設定します。

警告:  デフォルトの差分エディター CvsConflictEditor には長いラインを持つファイルを比較する際に問題が発生する可能性があります。

レポジトリに保管する前に、全てのファイル(特に .ump ファイル)  を整形出力することが奨励されます。 これによりラインの長さを制限し、

CvsConflictEditor による問題を回避することができます。

March-Hare CVS Suite Client 2008 (3321)

http://www.march-hare.com/cvsnt/en.asp

http://www.borland.com/us/products/starteam
http://www.dynamsoft.com/Products/SAW_Overview.aspx
http://www.dynamsoft.com/Products/SourceAnywhere-Hosting-Version-Control-Source-Control.aspx
http://www.dynamsoft.com/Products/SourceAnywhere-SourceSafe-VSS.aspx
http://www.jalindi.com/igloo/
http://www.march-hare.com/cvsnt/en.asp


356 バージョンコントロールシステム 統合 DiffDog を SmartSVN と統合する

(C) 2015-2021 Altova GmbH

Altova DiffDog 2021

次のステップにより、Altova DiffDog  を Marc-Hare CVS Suite 2008 に統合することができます:

1. TortoiseCVS Preferences に移動し、 「ツール」 タブを選択します。

2. DiffDog フルパスを Diff アプリケーションとして指定し、パラメーター %1  %2  を 2通りの差異パラメーターとして設定します。

Mercurial

次を参照： Sergey Antonov HgScc 1.0.1

Microsoft Visual Source Safe 2005 with CTP

http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/aa718670.aspx

次のステップにより、Altova DiffDog  を Microsoft SourceSafe 2005 に統合することができます:  

1. ソースコントロールタブの 「Advanced 」ボタンをクリックします。

2. カスタムエディタータブをクリックし、C:\Program Files\Altova\DiffDog2021\DiffDogexe %1 %2 をコマンドライ

ン フィールドに入力します。

3. オペレーションコンボボックスからファイル 差分を選択します。 

Microsoft Team Foundation Server 2008/2010 MSSCCI Provider

http://www.microsoft.com/downloads

必要条件:  Visual Studio 2008 Team Explorer または Visual Studio 2008 with Team Explorer 2008. 

次のステップにより Altova DiffDog を Microsoft Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server MSSCCI

Provider に統合することができます:

1. マネージャー (Visual Studio 2008 Team Explorer または Visual Studio 2008) オプション内で、新規のユーザーツールと

して Altova DiffDog を構成します。

2. Visual Studio Team Foundation Server ソースをプラグインとして選択します。

3. 次を指定するために 新しい ユーザーツールを構成します:  (i) DiffDog で比較するファイルの拡張子 (ii) DiffDog フルファイル

パス。

Perforce P4V 2008.1

http://www.perforce.com/

次のステップにより、Altova DiffDog  を Perforce 2008 に統合することができます:

1. ソースコントロールタブの 「Advanced 」ボタンをクリックします。

2. 基本設定ペインから差異タブを選択します。

3. 差分アプリケーションとして、 フィールド 「他の アプリケーション」を選択し、 DiffDog フルファイルパスを入力します。

PushOK CVS SCC NT 2.1.2.5

PushOK CVS SCC x64 バージョン 2.2.0.4

PushOK SVN SCC 1.5.1.1

PushOK SVN SCC x64 バージョン 1.6.3.1

http://www.pushok.com/soft_cvs.php

次のステップにより、Altova DiffDog  を PushOK CVS NT と PushOK SVN SCC に統合することができます:

http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/aa718670.aspx
http://www.microsoft.com/downloads
http://www.perforce.com/
http://www.pushok.com/soft_cvs.php
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3. ソースコントロールタブの 「Advanced 」ボタンをクリックします。

2. CVS 実行可能 タブを選択します。

3. 値 外部の マージ/比較 ツール を 差分/マージ フィールドで選択します。

4. DiffDog フルファイルパスを挿入します。

5. 「2 way diff cmd」 フィールド内で値 %first %second intoを編集します。

警告:  デフォルトの差分エディター CvsConflictEditor には長いラインを持つファイルを比較する際に問題が発生する可能性があります。レ

ポジトリに保管する前に、全てのファイル(特に .ump ファイル)  を整形出力することが奨励されます。 全てのファイル (特に .ump ファイル) 

これによりラインの長さを制限し、 CvsConflictEditor による問題を回避することができます。

QSC Team Coherence Client 7.2.1.35

http://www.teamcoherence.com

次のステップにより、Altova DiffDog  を Team Coherence Version Manager に統合することができます:

1. Team Coherence クライアント オプション 「ビューアー」に移動します。

2. デフォルトの差分ビューアーアプリケーションとして、 DiffDog フルファイルパスを指定します。

3. パラメーターとして指定します:  "$LF  $RF"。

警告:  新規の設定は、 W indows ログオフの後にのみ適用できます。

Seapine Surround SCM Client 2009.0.0

http://www.seapine.com/surroundscm.html

次のステップにより、Altova DiffDog  を Seapine Surround SCM に統合することができます:

1. Surround SCM クライアント ユーザー オプション (差分/マージ) セクションに移動します。

2. 差分/マージ 設定を編集して、選択されたアプリケーションを使用して比較します。

3. パラメーター “% 1” “% 2” を使用して DiffDog フルパスを入力します。

4. Surround SCM クライアント および Altova 製品を再起動します。

Sergey Antonov HgSCC 1.0.1

http://www.newsupaplex.pp.ru/hgscc_news_eng.html

次のステップにより、Altova DiffDog  を Mercurial に統合することができます:

1. ソースコントロールタブの 「Advanced 」ボタンをクリックします。

2. 差分ツール「カスタム」を選択し、 DiffDog フルパスを指定します。

SourceGear Vault 4.1.4 Client

http://www.sourcegear.com/vault

次のステップにより、Altova DiffDog  を SourceGear Fortress と SourceGear Vault に統合することができます:

1. ソースコントロールタブの 「Advanced 」ボタンをクリックします。

2. 差分/マージ 競合オプションを引数を使用して差分プログラム DiffDog フルパスとしてを指定して設定します:

/ro1 /ro2 /title1:"%LEFT_LABEL%" /title2:"%RIGHT_LABEL%"  "%LEFT_PATH%" "%RIGHT_PATH%"

SourceGear SourceOffsite Client 4.2.0 (Windows)

http://www.sourcegear.com/sos/

http://www.teamcoherence.com
http://www.seapine.com/surroundscm.html
http://www.newsupaplex.pp.ru/hgscc_news_eng.html
http://www.sourcegear.com/vault
http://www.sourcegear.com/sos/
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次のステップにより、Altova DiffDog  を SourceGear SourceOffsite に統合することができます:

1. ソースコントロールタブの 「Advanced 」ボタンをクリックします。

2. 「外部プログラム」として 「ファイル比較のためのアプリケーションアプリケーション」 DiffDog フルパスを指定します。

TamTam CVS SCC 1.2.40, TamTam SVN SCC 1.2.24

http://www.fieldstonsoftware.com/software/tamtam/index.shtml

次のステップにより、Altova DiffDog  を TamTam CVS SCC と TamTam SVN SCC に統合することができます:

1. ソースコントロールタブの 「Advanced 」ボタンをクリックします。

2. 差分/マージと競合のための外部ツールとして DiffDog フルファイルパスを指定します。

警告:  デフォルトの差分エディター CvsConflictEditor には長いラインを持つファイルを比較する際に問題が発生する可能性があります。

レポジトリに保管する前に、全てのファイル(特に .ump ファイル)  を整形出力することが奨励されます。 これによりラインの長さを制限し、

CvsConflictEditor による問題を回避することができます。

http://www.fieldstonsoftware.com/software/tamtam/index.shtml
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19 ライセンス情報

このセクションには以下の内容が含まれています:

· ソフトウェアの配布 に関する情報 

· ソフトウェアのアクティベーションとライセンスの計測

· ソフトウェアの使用に関する使用許諾契約書

本製品を使用する前に、上記の情報をよくお読みください。 ソフトウェアのインストール時に上記のすべての条件に同意したとみなされ、お客

様は上記の条件に拘束されることを同意したとみなされます。

Altova ライセンスの内容を確認するには、 Altova W eb サイト の Altova法的な情報のページ に移動してください。

https://www.altova.com/ja/
https://www.altova.com/ja/legal
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19.1 電子的なソフトウェアの配布

この製品は電子的なソフトウェアの配布により利用することが可能で、この配布方法により、以下のユニークなメリットがあります：

 

· 購入を決定する前に、無料でソフトウェアを試用することができます。 (Note:  Altova MobileTogether Des igner に対して

ライセンスを無料で割り当てることができます)。

· Once ソフトウェアの購入を決定した際には、 Altova W eb サイト にて注文を行います。すぐにライセンス登録された製品の使

用を開始することができます。

· オンラインにて注文を行うと、常に最新のソフトウェアをご利用いただけます。

· 製品パッケージには包括的なヘルプシステムが画面上に表示されます。最新バージョンのユーザーマニュアルは

https://www.altova.com/ja/ 上にあり、(i) HTML フォーマットによる閲覧、ならびに (ii) PDF フォーマットのダウンロードと

印刷に対応しております。

30日間の評価期間

この製品をダウンロードした後は、最大で30日の間無料で製品の評価を行うことができます。20日間を超えた頃から、製品がライセンス登録

されていないことがソフトウェアにより表示されます。このメッセージはアプリケーションが起動されるたびに表示され、30日間を超えてプログラムを

使用するには、キーコードを含むライセンスファイルから提供される製品のライセンスを購入します。ライセンスファイルを製品のソフトウェアアクティ

ベーションダイアログにアップロードして、製品をアンロックします。

https://shop.altova.com/ でライセンスを購入することができます

組織内でソフトウェアの評価を行う

評価版のソフトウェアを組織内のネットワークにて配布したい場合、またはインターネットに接続されていないコンピューターにてソフトウェアを使

用する場合、どのような状態でも改変さていていないことを条件に、セットアッププログラムだけの配布を行うことが可能です。ソフトウェアインス

トーラーへアクセスした人は、例外なく30日間の評価ライセンスキーコードをリクエストして、試用期間が経過した後は、製品を使い続けるた

めにライセンスの購入を行う必要があります。

https://www.altova.com/ja/
https://www.altova.com/ja/documentation
https://shop.altova.com/
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19.2 ソフトウェアのアクティベーションとライセンスの計測

Altova のソフトウェアアクティベーションの一部として、ソフトウェアにより内部ネットワークまたはインターネットへの接続を行い、インストール時、

登録時、Altova により使用されるライセンスサーバーの更新やライセンスの正当性を検証することで、ソフトウェアの不正な使用を防ぎ、顧客

サービスを向上するため、ライセンスに関する情報を送信することがあります。アクティベーションにより、オペレーティングシステムや IP アドレス、

日付/時刻、ソフトウェアのバージョン、コンピュータの名前などのライセンスに関する情報が、お使いのコンピューターと Altova ライセンスサーバ

ー間にてやり取りされます。

お使いの Altova 製品にはライセンス計測モジュールが内蔵されており、エンドユーザー使用許諾契約書の意図しない違反を防ぎます。お使

いの製品はシングルユーザーまたはマルチユーザーとしてインストールされており、ライセンス計測モジュールにより、ライセンスされている数を超え

たユーザーが同時に製品を使用することが無いことが保証されます。

このライセンス計測技術により、ローカルエリア接続 (LAN) において、別々のコンピューター間で動作しているアプリケーションインスタンス間の

通信が行われます。

シングルライセンス 

ライセンス計測プロセスの一部としてアプリケーションが起動すると、ソフトウェアにより短いデータグラムがブロードキャストにより送信され、同一の

ネットワークセグメントにある他のコンピューターにてプログラムが動作していないかのチェックが行われます。応答が無い場合は、アプリケーション

の他インスタンスから送信される信号に応えるため、ポートが開かれます。

マルチユーザーライセンス

同一の LAN 内にて2つ以上のアプリケーションインスタンスが使用された場合、スタートアップ時に、これらインスタンス間において通信が行わ

れます。これらのインスタンス間にてキーコードのやりとりが行われ、購入された数のライセンスを超えてインスタンスが起動しないように保証する

ことができます。このようなライセンス計測システムは UNIX やデータベース開発ツールにて広く使用されているもので、Altova ユーザーはリー

ズナブルな価格にて同時使用マルチユーザーライセンスを購入することができます。

弊社はアプリケーションのデザインも行っており、少数の小さなネットワークパケットを送信することで、ネットワークに対する負荷を最小限に抑え

ております。Altova により使用される2799番 TCP/IP ポートは IANA により公式登録されており（詳細は ( IANA W eb サイト

(http://www.iana.org/) を参照ください）、弊社のライセンス計測モジュールも既にテストされたものです。

ファイヤーウォールを使用している場合、2799番ポートにて Altova 製品が動作しているコンピューター同士が通信しているのに気づかれるか

も知れません。その他の手段によりライセンス使用許諾書の内容が守られることを保証できる限り、組織間の異なるグループにおいてこのよう

なトラフィックをブロックすることは勿論可能です。

証明書に関するメモ

Altova アプリケーションは HTTPS を介して Altova ライセンスサーバー (link.altova.com) に通信します。この通信のために

Altova は登録済みの SSL 証明書を使用します。(例えば、社内 IT 部署または外部エージェンシーにより)この証明書が置き換えられて

いる場合、使用中の Altova アプリケーションは接続が安全でないことを警告します。 Altova アプリケーションを開始するために代替の証明

書を使用することができますが、自己責任で行ってください。安全ではない接続 の警告メッセージが表示されると、証明書の発行元を確認

して ( Altova 証明書の代替証明書の使用の継続または停止を決定することができる)社内 IT チームと相談してください。

(例えば、クライアントマシンへの、または、クライアントマシンへの通信を監視するために)自身の証明書の使用が必要な場合 Altova の無料

管理ソフトウェアである Altova LicenseServer を使用中のネットワークにインストールすることが奨励されます。このセットアップでは、

Altova LicenseServer は Altova との通信のために Altova 証明書の使用を許可しつつクライアントマシンが所属機関の証明書の使

用を継続することができます。 

http://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xml
http://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xml
https://www.altova.com/licenseserver
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19.3 エンドユーザー使用許諾契約書

· Altova エンドユーザー使用許諾契約書:  http://www.altova.com/ja/legal/eula 

· Altova プライバシーポリシー: http://www.altova.com/ja/privacy 

http://www.altova.com/legal/eula
http://www.altova.com/privacy
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