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Borland Connect
これらのリリース ノートには、他のドキュメントに記載されていない製品情報が含まれている場合があり
ます。製品をインストールする前に、これらのリリース ノート全体をお読みください。

注: このドキュメントには、外部の Web サイトへのリンクが含まれている場合があります。Micro
Focus は、これらの Web サイトのコンテンツまたはそのサイトがリンクするいかなるサイトのコン
テンツについて、責任を負うものではありません。当社では、リンクを常に最新状態に維持すること
を試みていますが、Web サイトはその性質上、急に変更されることがあります。このため、当社は、
Web サイトの予期したとおりの動作を常に保証するものではありません。

Borland Connect は、Borland CM Hub と他のリポジトリやクライアントとの間で、アイテムや関連デー
タの同期を取るために使用するツールです。一旦データが Borland CM Hub に同期されると、Borland CM
Hub の変更管理機能のすべてを、バージョン、ブランチ、トレース、ラベル、レポートなどのデータに対
して利用できます。

詳細情報
コネクタのサンプルや、操作方法、FAQ などの情報にてついては、弊社のコミュニティ (http://
community.microfocus.com/borland/) にアクセスしてください。
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システム要件
このセクションでは、Borland Connect を使用するために必要なシステム要件を説明します。

ソフトウェア
• StarTeam Server 14.3。StarTeam Server リリース ノート を参照してください。

オペレーティング システム
• Microsoft Windows Server 2012。
• Microsoft Windows Server 2008 (32 ビットおよび 64 ビット)。

ハードウェア
最小構成 32 ビット クワッド コア システム (4 から 8 GB メモリ)
推奨 64 ビット クワッド コア システム (8 から 16 GB メモリ)
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コネクタ タイプ
コネクタは samples フォルダにインストールされているか、Borland Community (http://
community.borland.com) からダウンロードして利用できます。

ヒント: 新しいコネクタは定期的に作成されます。コミュニティ サイトを確認して最新のものをダウ
ンロードしてください。

SCM
• Git
• Subversion

その他
• JIRA
• Rally
• Team Foundation Server

カスタム
コネクタ タイプが利用可能でない場合、自分でビルドできるように、Borland Connect は Java API を提
供しています。これによって、Borland CM Hub と統合したいデータ リポジトリに直接合致したものを作
成できます。
Borland Connect を構成して、カスタム コネクタを作成する方法についての詳細は、「Using Borland
Connect」および Borland Community を参照してください。

注: 作成したコネクタにおける問題に対処するために、カスタマ サポートはユーザーの環境にアクセ
スする必要がある場合があります。
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新機能
このセクションでは、製品の本リリースでのすべての新しい機能について説明します。

Borland Connect のユーザー インターフェイス
Borland Connect にオンライン ユーザー インターフェイスが導入されました。XML 構成ファイルを手動
で編集する代わりに、データ ソースや同期を作成するインターフェイスを使用できるようになりました。

ユーザー マップ
<UserMap> 要素は、サードパーティ ツールと StarTeam の間でユーザーをマップするために使用しま
す。

エラー電子メール
<SMTP> 要素を使用して、エラーが発生したときにメッセージを電子メールで送信できます。

用語
Borland Change Management Hub (Borland CM Hub) は StarTeam Server インスタンスの別名です。
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Micro Focus へのお問い合わせ
Micro Focus は、世界的規模のテクニカル サポートおよびコンサルティング サービスを提供します。すべ
ての顧客のビジネスを成功に導くために、信頼できるサービスをタイムリーに提供するように、Micro
Focus はワールドワイドのサポート体制を整えています。
保守およびサポート契約を結んだすべてのお客様、および製品を評価中のお客様は、カスタマー サポート
を受けることができます。高度なトレーニングを積んだスタッフが、お客様の質問にできる限り迅速かつ
専門的にお答えします。
http://supportline.microfocus.com/assistedservices.asp にアクセスするか、またはメールを
supportline@microfocus.com に送信して、Micro Focus SupportLine と直接連絡できます。
また、http://supportline.microfocus.com の Micro Focus SupportLine では、 最新のサポートに関する
ニュースや、さまざまなサポート情報を得ることができます。 このサイトに初めてアクセスした場合は、
ユーザー登録が必要な場合があります。

Micro Focus SupportLine が必要とする情報
Micro Focus SupportLine をご利用の場合は、可能な限り次の情報を提供ください。情報が多ければ多い
ほど、Micro Focus SupportLine はお客様に適切なサービスを提供できます。
• 問題の原因と思われるすべての製品の名前およびバージョン番号
• 使用しているコンピュータの製造元およびモデル
• システム情報 (オペレーティング システムの名前やバージョン、プロセッサやメモリの詳細など)
• 問題の詳細な説明 (問題の再現手順など)
• 発生したエラー メッセージ
• お客様のシリアル番号
これらの番号は、Micro Focus から受け取った 電子メールの件名および本文に記述されています。

Micro Focus SupportLine が必要とする追加情報
保護違反についてのレポート時には、ダンプ ファイル (.dmp) を要求される場合があります。ダンプ ファ
イルを生成するには、保護違反が発生したときに表示される [予期しないエラー] ダイアログ ボックスを使
用します。Micro Focus SupportLine が要求しない限り、ダンプ ファイルの設定は Normal (推奨) のまま
にしておき、ダンプ をクリックしてダンプ ファイルの場所と名前を指定します。ダンプ ファイルが書き出
されたら、Micro Focus SupportLine に電子メールで送信してください。
統合トレース機能 (CTF) によって作成されたログ ファイルを要求される場合もあります。 CTF は、 多く
の Micro Focus ソフトウェア コンポーネントの操作の詳細を表す診断情報をすばやく簡単に生成可能に
するトレース インフラストラクチャです。

デバッグ ファイルの作成
プログラムのコンパイル時に、Micro FocusSupportLine に連絡を取る必要のあるエラーに遭遇した場合
は、問題の原因を特定するために、追加のデバッグ ファイル (および、ソースとデータ ファイル) をサポ
ート担当者から要求される場合があります。その場合、その作成方法も合わせて連絡します。
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