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ファイル比較/マージ
このセクションでは、ファイル比較/マージの使用に関連する手順、概念、参照情報について説明します。

このセクションの内容

入門

ソフトウェア変更管理に関する基本概念を説明します。

概念

ここでは、概念について説明します。

手順

ここでは、StarTeam の利用と管理に関連するすべてのタスクについて説明します。

参照

ここでは、参照情報を提供します。
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入門
StarTeam をご利用いただきありがとうございます。

ソフトウェア変更管理に関する基本概念を説明します。

このセクションの内容

UI ツアー

StarTeam のユーザー インターフェイスに関する概念を説明します。
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UI ツアー
StarTeam のユーザー インターフェイスに関する概念を説明します。

このセクションの内容

ファイル比較/マージ（FCM）の UI

ファイル比較/マージ（FCM）のユーザー インターフェイスについて説明します。
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ファイル比較/マージ（FCM）の UI
ここでは、ファイル比較/マージ（FCM）のユーザー インターフェイスについて説明します。

ファイル比較/マージには 3 つのバージョンがあります。

♦ 組み込みファイル比較/マージ。FCM ペインが StarTeam クライアント ウィンドウの下部に組み込まれています。 ペ
インでは比較のみを行います。

♦ StarTeam クライアント内部の独立したポップアップ ウィンドウ（メイン）。ローカル ファイルとリポジトリ ファイルの比較
とマージが行えます。

♦ StarTeam クライアントの外のスタンドアロン ファイル比較/マージ ウィンドウ。ローカルなファイルとフォルダの比較と
マージ、および画像の比較と移動が行えます。

各バージョンのファイル比較/マージはさまざまな機能を提供しますが、次に簡単に説明します。

組み込みファイル比較/マージ

組み込みファイル比較/マージでは、ローカル テキスト ファイルとリポジトリ ファイル（1 つまたは 2 つ）の内容の比較を手
早く行うことができます。 このビューでは、編集やマージはできません。
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メイン ファイル比較/マージ

クライアント内のメイン ファイル比較/マージでは、ローカル ファイルとリポジトリ ファイルとの比較と、内容の編集とマージ
を行うことができます。 比較/マージの各セッションは、ファイル比較/マージ ウィンドウ内の別のタブに表示されます。

スタンドアロン ファイル比較/マージ

スタンドアロン ファイル比較/マージは、StarTeam クライアントの外で実行され、次の機能を提供します。

♦ 2 ～ 3 者間のファイル比較/マージ

♦ 2 ～ 3 者間のフォルダの比較/マージ

♦ 2 ～ 3 者間の画像比較

3 者間ファイル比較/マージ

次の図は、3 者間ファイル比較/マージ セッションの例を示したものです。
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フォルダ比較/マージ

次の図は、フォルダ比較/マージセッションの例を示したものです。
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画像比較

FCM では、2 ～ 3 個の画像を比較し、それらを移動または交換する機能がありますが、編集はできません。
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FCM のメニューとツールバー

ファイル比較/マージのメイン ウィンドウとスタンドアロン ウィンドウには、メイン メニュ、コンテキスト メニュー、およびツー
ルバーがあります。 組み込みファイル比較/マージにはコンテキスト メニューのみがあり、メイン メニューやツールバーは
ありません。

メニューは、ファイルとフォルダの比較、編集およびマージのための特別な操作を提供します。 使用しているファイル比較/
マージのバージョン、比較するファイルの種類、および使用しているペイン数によってメニューは違ってきます。 ファイル比
較/マージのメイン ウィンドウとスタンドアロン ウィンドウのツールバーには、頻繁に使用するコマンドのボタンがあります。

ファイル比較ペイン

ファイル比較ペインには、比較するファイルまたはフォルダの内容が表示されます。 ファイル比較/マージのメイン ウィンド
ウとスタンドアロン ウィンドウには、編集用の動的操作ボタンが色違いのブロックに表示されます。 2 者間か 3 者間かと、
縦横のモードを選択することができます。

差分タイプのカラー表示

ビュー比較/マージのファイル比較やフォルダ比較では、特定の差分タイプを表す色で、差分タイプがそれぞれの色で強調
表示されます。 たとえば、挿入または削除されたアイテムは緑、変更されたアイテムは黄色、移動または名前が変更され
たアイテムは青で強調表示されます。 差分に対するデフォルトの色は、ファイル比較/マージのオプション ダイアログ ボッ
クスで変更できます。これはファイル比較/マージ ウィンドウの ツール    オプション... からアクセスできます。
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ファイル比較での差分の色

次の画像では、ビューの比較/マージの 比較ペイン や ファイル比較/マージ でファイル比較時の差分を強調表示するデフ
ォルトの色を示します。

フォルダ比較での差分の色

次の画像では、ビューの比較/マージの 比較ペイン や ファイル比較/マージ でフォルダ比較時の差分を強調表示するデ
フォルトの色を示します。
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関連手順

ファイルを比較およびマージする

ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

旧リビジョンのファイル内容を比較する

2 つのローカル ファイルを比較する

ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する

フォルダを比較する

画像を比較する

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする

2 つのローカル ファイルをマージする

フォルダをマージする

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

ファイル比較/マージ オプションを設定する

関連参照

ファイル比較/マージのオプション

ファイル比較/マージのキーボード ショートカット

ファイル比較/マージのアクション
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概念
ここでは、概念について説明します。

このセクションの内容

ファイルとフォルダを比較およびマージする

ファイルおよびフォルダの比較とマージに関連する概念について説明します。
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ファイルとフォルダを比較およびマージする
ファイルおよびフォルダの比較とマージに関連する概念について説明します。

このセクションの内容

ファイル比較/マージの概要

ファイル比較/マージの概要について説明します。
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ファイル比較/マージの概要
ファイル比較/マージは、StarTeam と一緒に提供されるグラフィカルなファイルおよびフォルダの比較/マージ ツールで
す。 これを利用すると、2 つのファイルやフォルダの内容を比較し、手動または自動でその内容をマージできます。 差分
は、設定可能な色分け体系を使ってファイル比較/マージ ペインに強調表示されます。強調表示された領域には、マージ
処理を簡単にするためのアクション ボタンが表示されます。

ファイル比較/マージには 3 つのバージョンがあります。ファイル比較/マージの起動の仕方によって、利用できる機能が異
なります。 ファイル比較/マージ ペインのテキスト ファイルを編集する機能は、使用中のファイル比較/マージのバージョン
と、比較およびマージ中のファイルの種類によって異なります。 以下に、ファイル比較/マージの各バージョンにおける編集
機能について説明します。

メイン ファイル比較/マージ ローカル ファイル、マージされたベース ファイル、およびリポジトリ リビジョンのコ
ピーを編集できます。

内蔵ファイル比較/マージ 編集はできません。

スタンドアロンのファイル比較/マージ 比較およびマージ中のすべてのファイルを編集できます。

注: StarTeam リポジトリ内の実際のファイルの履歴リビジョンを編集することはできません。

メイン ファイル比較/マージ

メイン ファイル比較/マージ ウィンドウは、クライアントのメニュー コマンドを使用して表示します。独立したウィンドウが開き
ます。ここで、以下のことができます。

♦ ローカル ファイルの内容を、StarTeam リポジトリ内のチップ リビジョンと比較できます。 また、ファイル比較/マージ
ウィンドウ内から、ローカル ファイルの内容を編集したり、チェックインのために変更を保存することもできます。

♦ StarTeam のアプリケーション ウィンドウの 履歴 タブに一覧表示された 2 つのファイル リビジョンを比較できます。
履歴リビジョンの内容を編集することはできません。

♦ ローカル ファイルの内容を、StarTeam リポジトリ内のチップ リビジョンとマージできます。 マージ結果は、ローカルに
保存されます。ファイル ステータスは、そのファイルがチェックインできるように、StarTeam では 変更済み に変更さ
れます。

♦ リポジトリ リビジョンの一時的なローカル コピーを編集したり、別名で保存することができます。

メイン ファイル比較/マージでは、マージ結果を表示するために第 3 のペインを表示するオプションがあります。 第 3 のペ
インでその内容を編集したり、マージ結果を保存できます。

StarTeam クライアントで選択したファイルに対して、コンテキスト メニューを使用するか、マージ状況が生じるような、古い
バージョンのファイルをチェックインすることによって、ファイル比較/マージを起動することもできます。 ビュー比較/マージ
ツールから直接ファイル比較/マージにアクセスすることもできます。 詳細については、下記のリンクの「ローカル ファイル
をリポジトリ ファイルと比較する」を参照してください。

組み込みファイル比較/マージ

組み込みファイル比較/マージを使用すると、2 つのファイルのテキスト、または同じファイルの別のバージョンのテキストを
簡単に比較できます。また、変更パッケージのようなファイル以外のアイテムのプロパティも比較できます。 2 つのテキス
ト ファイルを比較する場合、選択されている 2 つのファイルを動的に比較したり、選択されているリポジトリ ファイルとロー
カルの作業コピーを比較します。 両方のファイルの内容は、StarTeam ウィンドウ下部の 2 つの組み込みペインに表示され
ます。 これらの組み込みペインでは、2 つのテキスト ファイルの内容の比較だけができます。編集やマージはできません。

2 つのファイル以外のアイテムのプロパティを比較する場合、選択されているアイテムそれぞれのプロパティ値だけが組み
込みペインに表示されます。

組み込みファイル比較/マージがアクティブになっているときは、次の手順のいずれかを実行するとすぐに、ファイルまたは
プロパティが比較されます。
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♦ 上部ペインまたは 履歴 ペインで、ファイルまたは他のアイテムを 1 つ選択します。 そのアイテムのローカルの作業
コピーと、StarTeam で選択したアイテム リビジョンが比較されます。

♦ 履歴 ペインでアイテムを 2 つ選択します。 StarTeam の 2 つの履歴リビジョンが比較されます。

♦ リンク ペインでリンクされたアイテムを 1 つ選択します。 選択されているアイテム リビジョンとその直前のリビジョン
が比較されます。

スタンドアロン ファイル比較/マージ

スタンドアロンのファイル比較/マージは、Windows の スタート メニューから StarTeam の外部で起動します。 このファイル
比較/マージは、ファイル、フォルダ、イメージを比較したり、2 つのテキスト ファイル同士、またはフォルダ同士の内容をマ
ージします。 メイン ファイル比較/マージとは異なり、スタンドアロン バージョンでは、ローカル ファイルと StarTeam リポジ
トリ内のファイルの比較は行いません。 スタンドアロン バージョンは、ローカル コンピュータやネットワーク上の 2 つ以上の
ファイル、フォルダ、イメージを比較したりマージします。 ファイル比較/マージ ペインでテキスト ファイルの内容を直接編集
することもできます。ペイン間でテキスト行やテキスト ブロックを移動することもできます。 フォルダの比較やマージ中に、ペ
イン間でフォルダを移動することもできます。

詳細については、下記のリンクの「2 つのローカル ファイルを比較する」を参照してください。

関連概念

ファイル比較/マージ（FCM）の UI

関連手順

ファイルを比較およびマージする

ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

旧リビジョンのファイル内容を比較する

2 つのローカル ファイルを比較する

ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する

フォルダを比較する

画像を比較する

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする

2 つのローカル ファイルをマージする

フォルダをマージする

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

ファイル比較/マージ オプションを設定する

関連参照

ファイル比較/マージのオプション

ファイル比較/マージのキーボード ショートカット

ファイル比較/マージのアクション
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手順
ここでは、StarTeam の利用と管理に関連するすべてのタスクについて説明します。

このセクションの内容

ファイルとフォルダを比較およびマージする

ファイルとフォルダの比較とマージに関連するタスクについて説明します。
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ファイルとフォルダを比較およびマージする
このセクションでは、ファイル、フォルダ、画像の比較とマージについての手順を説明します。 ファイル比較/マージの使用
の選択方法は、比較やマージするファイルの種類で決まります。

ローカル ファイルと StarTeam リポジトリのリビジョンを比較する、または 2 つの履歴リビジョンを比較するには、メイン ファ
イル比較/マージを StarTeam クライアント内部から開く、または組み込みファイル比較/マージを表示します。

2 つのローカル ファイルを比較するには、スタンドアロン ファイル比較/マージを スタート メニューから開きます。

このセクションの内容

2 つのローカル ファイルをマージする

ファイル比較/マージを使用して 2 つのローカル ファイルの内容をマージする方法を説明します。

2 つのローカル ファイルを比較する

ファイル比較/マージで ローカル ファイルを比較する方法を説明します。

ファイルを比較およびマージする

ファイルの比較およびマージ操作を実行するためのコア プロセスを説明します。

ファイル比較/マージ オプションを設定する

ファイル比較/マージの表示および動作をカスタマイズする方法を説明します。

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

ファイル比較/マージからレポートを生成し、印刷する手順を説明します。

ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

ファイル比較/マージ セッションでテキスト ファイルを編集する方法を説明します。

ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する

ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する方法を説明します。

フォルダをマージする

フォルダの内容をマージする方法を説明します。

フォルダを比較する

ファイル比較/マージで 2 つのフォルダを比較する方法を説明します。

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする

ファイル比較/マージを使用してローカル ファイルの内容と StarTeam リポジトリのファイルのチップ リビジョンをマ
ージする方法を説明します。

ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

ファイル比較/マージを使用してローカル ファイルとリポジトリのファイルのリビジョンを比較する方法を説明しま
す。

文字エンコードをファイルに適用する

ファイル比較/マージで文字エンコード設定をファイルに適用する方法を説明します。

旧リビジョンのファイル内容を比較する

リポジトリにある 2 つのファイル リビジョンの内容を比較する方法を説明します。

画像を比較する

ファイル比較/マージで 2 つの画像を比較する方法を説明します。
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2 つのローカル ファイルをマージする
スタンドアロン ファイル比較/マージでユーザーのコンピュータにある 2 つのファイルの内容を比較しマージします。

2 つのローカル ファイルをマージするには：

1 Windows のデスクトップで、スタート から、プログラム    Borland StarTeam    StarTeam Cross-Platform Client
2009    ファイル比較/マージ を選択します。

2 各編集ペインの右上にある 新しい比較を開く をクリックします。

比較するファイルを参照する、または各ペインの上にあるディレクトリ フィールドに各ファイルのパスを入力します。

ヒント: 各ペインの上にある 新しい比較を開く ボタンの右にある 下向き矢印 は、ユーザーが以前にその
ペインで開いたファイルの履歴リストを保持していて、そこから選択できます。

デフォルトでは、ファイルはすぐに比較され、ペインに自動的に行番号が表示されます。

ファイル比較/マージにより、2 つのファイルの差分が強調表示されます。ペイン間で対応する差分には色が付いてい
て、線で結ばれています。 ファイル比較/マージ オプション ダイアログ ボックスにある ファイル比較 の 色の設定 ペ
ージで、編集ペインで使用する色を設定できます。

3 任意のペインで右クリックし、比較モードの切り替え を選択します。

3 者間垂直、3 者間水平 または 3 者間混合 のいずれかを選択します。

3 者間垂直 と 3 者間水平 比較モードでは、マージ ベース ファイルは中央のペインに表示されます。 3 者間混合 比
較モードでは、ファイル比較/マージによりマージ ベース ファイルは下部ペインに表示されます。

ヒント: ファイル比較/マージ メイン メニューで ファイル  ファイル比較の新規作成 を選択する、また
は CTRL+N を押すことによって、追加のファイル比較ウィンドウを開くことができます。

4 編集ペインでファイルに対して直接必要な編集を行います。

ファイル比較/マージには、コンテキスト メニューまたはツールバーがあり、編集ペインで必要な、よく使用される操作
に対応しています。

5 オプションで、一方のペインで右クリックし、レポートの生成 を選択します。

レポートを印刷するには、ファイル    印刷... を選択します。

注: ユーザーの変更レポートが必要な場合は、ファイル比較/マージ セッションを閉じる前に生成する
必要があります。

6 ファイル    すべて保存 を選択して、ユーザーの変更をすべて保存する、または各ペインの上にある 変更したテキス
ト ファイルを保存 ボタンをクリックして、個別に保存します。

7 オプションで、変更したファイルをテストして、問題がないか確認します。

8 ファイルをチェックインします。
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関連概念

ファイル比較/マージの概要

ファイル比較/マージ（FCM）の UI

関連手順

ファイルを比較およびマージする

ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

旧リビジョンのファイル内容を比較する

2 つのローカル ファイルを比較する

ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する

フォルダを比較する

画像を比較する

フォルダをマージする

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

ファイル比較/マージ オプションを設定する

関連参照

ファイル比較/マージのオプション

ファイル比較/マージのキーボード ショートカット

ファイル比較/マージのアクション
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2 つのローカル ファイルを比較する

スタンドアロン ファイル比較/マージでローカル ファイルを比較するには：

1 Windows のデスクトップから、スタート    すべてのプログラム を選択し、ユーザーの StarTeam プログラム インストー
ル グループに移動し、ファイル比較/マージ を選択します。

2 各編集ペインの右上にある 新しい比較を開く をクリックして、比較するファイルを参照します。

注: 新しい比較を開く ボタンをクリックするとユーザーが以前に開いたファイルのリストが表示されま
す。

3 任意のペインを右クリックして、比較モードの切り替え を選択し、別の比較モード表示を選択します。

ヒント: CTRL+N を押して別のファイル比較ウィンドウを開くことができます。

4 編集ペインに直接入力して、または色付きの差分ブロックで動的編集ボタンを使用して、ファイルを編集します。

5 オプションで、一方のペインで右クリックし、レポートの生成 を選択します。

6 ファイル    印刷... を選択してレポートを印刷します。

注: ユーザーの変更レポートが必要な場合は、ファイル比較/マージ ウィンドウを閉じる前にレポートを
生成する必要があります。

7 ファイル    すべて保存 を選択して、変更をすべて保存する、または各ペインの上にある 変更したテキスト ファイルを
保存 ボタンをクリックして、個別に変更ファイルを保存します。

8 オプションで、変更をテストして、問題がないか確認します。それから変更済みファイルを StarTeam にチェックインしま
す。

関連概念

ファイル比較/マージの概要

ファイル比較/マージ（FCM）の UI

関連手順

ファイルを比較およびマージする

ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

旧リビジョンのファイル内容を比較する

ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する

画像を比較する

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする

関連参照

ファイル比較/マージのオプション

ファイル比較/マージのキーボード ショートカット

ファイル比較/マージのアクション
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ファイルを比較およびマージする
この手順では、StarTeam リポジトリのファイルとローカル ファイルを比較し、マージするときの主要な上位レベル タスクを
示します。 オンライン ヘルプのコンテンツ ペインにある手順セクションの「ファイルを比較およびマージする」と「ファイルと
フォルダをマージする」に詳細手順を説明します。

ファイル比較/マージを実行するには：

1 2 つのファイルを比較するためファイル比較/マージ セッションを開始します。

ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

2 ファイル比較/マージ ウィンドウのファイル間の差分を解決します。

ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

3 ファイル比較/マージ セッションでの変更のレポートを生成します。

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

4 マージによる変更を保存します。

ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する

注: 2 つのファイルの内容をマージすることもできます。

関連概念

ファイル比較/マージの概要

ファイル比較/マージ（FCM）の UI

関連手順

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする

旧リビジョンのファイル内容を比較する

2 つのローカル ファイルを比較する

2 つのローカル ファイルをマージする

フォルダを比較する

画像を比較する

フォルダをマージする

ファイル比較/マージ オプションを設定する

関連参照

ファイル比較/マージのオプション

ファイル比較/マージのキーボード ショートカット

ファイル比較/マージのアクション
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ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

ローカル ファイルとリポジトリ内のリビジョンを比較するには：

1 ローカル ファイルと比較する StarTeam リポジトリ ファイルを選択します。

注: 上部ペインでファイルのチップ リビジョンを選択するか、履歴 タブで以前のリビジョンを選択するこ
ともできます。

2 選択ファイルを右クリックして 内容の比較 を選択します。

ファイル比較/マージ セッションが別のウィンドウで開き、それぞれの編集ペインにファイルが表示されます。

3 比較モードの切り替え ツールバー ボタンの右にある 下向き矢印 をクリックして比較モードを選択します。

4 編集ペインでファイルに対して直接必要な編集を行います。

ヒント: 組み込み 比較 ペインを使用してすばやく 2 つのファイルを比較することもできます。StarTeam の 2 つのファイル
を選択して、ツール  比較 を選択します。組み込み 比較 ペインではファイルを表示できますが、編集することはで
きません。

関連概念

ファイル比較/マージの概要

ファイル比較/マージ（FCM）の UI

関連手順

ファイルを比較およびマージする

ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する

旧リビジョンのファイル内容を比較する

フォルダを比較する

画像を比較する

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする

フォルダをマージする

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

ファイル比較/マージ オプションを設定する

関連参照

ファイル比較/マージのオプション

ファイル比較/マージのアクション

ファイル比較/マージのキーボード ショートカット

ファイル比較/マージのアクション
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ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

ファイル比較/マージ ペインでファイルを編集するには：

1 比較する 2 つのファイルに対してメインまたはスタンドアロン ファイル比較/マージ セッションを開始します。

ファイル比較/マージ ペインで 2 つのファイルの差分は、色付きの差分ブロックで表示されます。

2 編集ペインで直接テキストを変更してファイルを編集します。

標準的な編集操作や色付き差分ブロックのダイナミック編集ボタンを使います。

注: StarTeam リポジトリ内にあるファイルの実際のリビジョンは変更できません。 比較しているファイルの一方がリポジトリ
のリビジョンの場合は、ファイル比較/マージにより、ファイルの一時コピーがローカルに作成されます。これを編集し
て、別のファイル名でローカルに保存することもできます。

関連概念

ファイル比較/マージの概要

関連手順

ファイルを比較およびマージする

ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

旧リビジョンのファイル内容を比較する

2 つのローカル ファイルを比較する

フォルダを比較する

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする

フォルダをマージする

画像を比較する

ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

ファイル比較/マージ オプションを設定する

関連参照

ファイル比較/マージのオプション

ファイル比較/マージのキーボード ショートカット

ファイル比較/マージのアクション
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ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
この手順では、ファイル比較/マージ セッションから差分レポートを生成する方法を説明します。 ここでは、比較/マージ セ
ッションを実行しており、コミットしセッションを閉じる前に変更についてのレポートを生成すると仮定します。

ファイル比較/マージからレポートを生成するには：

1 ファイル比較/マージ ペインで右クリックして、レポートの生成 を選択して、レポート ダイアログ ボックスを開きます。

注: メインまたはスタンドアロン ファイル比較/マージ ウィンドウの場合は、レポートの生成 ツールバ
ー ボタンを使用できます。

2 レポート ダイアログ ボックスで、ドロップダウン リストからレポート トランスフォーマ（生成）を選択します。

3 オプションで、利用可能な場合は、レポート パラメータを変更してレポートの外見をカスタマイズします。

4 生成 をクリックしてレポートをプレビューします。

5 保存 をクリックして、レポートの保存先を参照します。

選択したトランスフォーマの出力タイプ（フォーマット）で有効なファイル拡張子を選択し、保存 をクリックします。

6 レポート ダイアログ ボックスの 閉じる をクリックします。

注: ユーザーのレポートを印刷するには、適切なアプリケーション（テキスト エディタやブラウザなど）で開き、印刷します。

関連概念

ファイル比較/マージの概要

関連手順

ファイルを比較およびマージする

ファイル比較/マージ オプションを設定する

ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする

フォルダをマージする
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ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する
ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する場合は、ファイル比較/マージ ウィンドウから編集したファイルを保存
できます。またはファイル比較/マージを終了するときに編集内容を保存するか確認画面が表示されます。

ファイル比較/マージで変更したファイルを保存するには：

1 ファイル比較/マージを開始し、編集やファイルのマージを行います。

変更を含む各ペインの上の 変更したテキスト ファイルを保存 ボタンが有効になります。 これは編集ペインのすぐ上に
ある ファイルのパス/名前 フィールドの右に配置されています。

2 次のいずれかの方法で変更したファイルを保存します。

♦ 保存する編集内容を含む各ペインの上にある 変更したテキスト ファイルを保存 ボタンをクリックします。 ファイ
ルは既存の名前とパス（ファイルのパス/名前 フィールドに表示）で保存されます。

♦ 変更したテキスト ファイルを保存 ボタンの隣にある 下向き矢印 をクリックし、名前を付けて保存... を選択して、フ
ァイルを ファイルのパス/名前 フィールドに表示されている名前やパスと別の名前で保存します。 パスを選択
し、ファイル名を指定するためのファイル ブラウザが開きます。

♦ ファイル    すべて保存 を選択してファイル比較/マージで変更したすべてのファイルを現在の名前とパスで保
存します。

♦ ファイル    現在のペインを閉じる を選択してファイル比較/マージ セッションを含む現在のタブ ペインを閉じま
す。 結果の保存 ダイアログ ボックスが開き、変更したファイルを保存するか確認メッセージが表示されます。
保存する特定のファイルのチェックボックスをオンにして、はい をクリックします。 ファイルは現在の名前とパス
で保存されます。

♦ ファイル    終了 を選択して、すべてのアクティブ ファイル比較/マージ セッションを閉じます。 結果の保存 ダイ
アログ ボックスが開き、変更したすべてのファイルを保存するか確認メッセージが表示されます。 保存する特定
のファイルのチェックボックスをオンにして、はい をクリックします。 ファイルは現在の名前とパスで保存されま
す。

注: StarTeam リポジトリからファイル リビジョンの一時コピーを編集する場合は、別の場所に新しい名前でファイルを明示
的に保存しない限り、ファイル比較/マージによりファイルに新しい名前が割り当てられ、ユーザーのローカル ホーム
フォルダの temp フォルダに保存されます。 命名規則は、star という語に数字が続きます（star23276.xml など）。 フ
ァイルの拡張子は、元のファイルと同じままです。
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関連概念

ファイル比較/マージの概要

関連手順

ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

旧リビジョンのファイル内容を比較する

2 つのローカル ファイルを比較する

フォルダを比較する

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする

フォルダをマージする

画像を比較する

ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

ファイル比較/マージ オプションを設定する

関連参照

ファイル比較/マージのオプション

ファイル比較/マージのキーボード ショートカット

ファイル比較/マージのアクション
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ファイル比較/マージ オプションを設定する
ファイル比較/マージ オプションを使用して、動作と画面表示を構成できます。 メインおよびスタンドアロン ファイル比較/マ
ージ ウィンドウでのみオプションを設定できます。 設定可能なオプションは、使用しているファイル比較/マージのバージョ
ンで変わります。 たとえば、クライアントのメイン ファイル比較/マージを使用している場合は、フォルダ オプションは利用で
きません。これはこのバージョンではフォルダの比較機能をサポートしていないからです。 スタンドアロン ファイル比較/マ
ージではすべてのオプションが利用できます。

ファイル比較/マージ オプションを設定するには：

1 ファイル比較/マージを起動します。

2 ファイル比較/マージ メニューで ツール    オプション...（CTRL+O）を選択します。

3 変更するオプションのページ（全般、ファイル比較、フォルダ比較）を選択します。

全般オプション、ファイル比較とマージ用のオプション、フォルダ比較とマージ用オプションがあります。

4 必要な変更を加えて、OK をクリックします。

注: <username>.fcm フォルダにあるユーザー設定ファイル config.properties を削除することによってオプションをデフ
ォルト値に再設定できます （たとえば、Windows の場合は C:\Documents and settings\<user home>\.fcm
\config.properties となります）。

関連概念

ファイル比較/マージの概要

関連手順

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする

関連参照

ファイル比較/マージのオプション
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ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
この手順では、ファイル比較/マージ セッションから差分レポートを生成する方法を説明します。 ここでは、比較/マージ セ
ッションを実行しており、コミットしセッションを閉じる前に変更についてのレポートを生成すると仮定します。

ファイル比較/マージからレポートを生成するには：

1 ファイル比較/マージ ペインで右クリックして、レポートの生成 を選択して、レポート ダイアログ ボックスを開きます。

注: メインまたはスタンドアロン ファイル比較/マージ ウィンドウの場合は、レポートの生成 ツールバ
ー ボタンを使用できます。

2 レポート ダイアログ ボックスで、ドロップダウン リストからレポート トランスフォーマ（生成）を選択します。

3 オプションで、利用可能な場合は、レポート パラメータを変更してレポートの外見をカスタマイズします。

4 生成 をクリックしてレポートをプレビューします。

5 保存 をクリックして、レポートの保存先を参照します。

選択したトランスフォーマの出力タイプ（フォーマット）で有効なファイル拡張子を選択し、保存 をクリックします。

6 レポート ダイアログ ボックスの 閉じる をクリックします。

注: ユーザーのレポートを印刷するには、適切なアプリケーション（テキスト エディタやブラウザなど）で開き、印刷します。

関連概念

ファイル比較/マージの概要

関連手順

ファイルを比較およびマージする

ファイル比較/マージ オプションを設定する

ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする

フォルダをマージする
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ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

ファイル比較/マージ ペインでファイルを編集するには：

1 比較する 2 つのファイルに対してメインまたはスタンドアロン ファイル比較/マージ セッションを開始します。

ファイル比較/マージ ペインで 2 つのファイルの差分は、色付きの差分ブロックで表示されます。

2 編集ペインで直接テキストを変更してファイルを編集します。

標準的な編集操作や色付き差分ブロックのダイナミック編集ボタンを使います。

注: StarTeam リポジトリ内にあるファイルの実際のリビジョンは変更できません。 比較しているファイルの一方がリポジトリ
のリビジョンの場合は、ファイル比較/マージにより、ファイルの一時コピーがローカルに作成されます。これを編集し
て、別のファイル名でローカルに保存することもできます。

関連概念

ファイル比較/マージの概要

関連手順

ファイルを比較およびマージする

ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

旧リビジョンのファイル内容を比較する

2 つのローカル ファイルを比較する

フォルダを比較する

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする

フォルダをマージする

画像を比較する

ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

ファイル比較/マージ オプションを設定する

関連参照

ファイル比較/マージのオプション

ファイル比較/マージのキーボード ショートカット

ファイル比較/マージのアクション
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ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する
ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する場合は、ファイル比較/マージ ウィンドウから編集したファイルを保存
できます。またはファイル比較/マージを終了するときに編集内容を保存するか確認画面が表示されます。

ファイル比較/マージで変更したファイルを保存するには：

1 ファイル比較/マージを開始し、編集やファイルのマージを行います。

変更を含む各ペインの上の 変更したテキスト ファイルを保存 ボタンが有効になります。 これは編集ペインのすぐ上に
ある ファイルのパス/名前 フィールドの右に配置されています。

2 次のいずれかの方法で変更したファイルを保存します。

♦ 保存する編集内容を含む各ペインの上にある 変更したテキスト ファイルを保存 ボタンをクリックします。 ファイ
ルは既存の名前とパス（ファイルのパス/名前 フィールドに表示）で保存されます。

♦ 変更したテキスト ファイルを保存 ボタンの隣にある 下向き矢印 をクリックし、名前を付けて保存... を選択して、フ
ァイルを ファイルのパス/名前 フィールドに表示されている名前やパスと別の名前で保存します。 パスを選択
し、ファイル名を指定するためのファイル ブラウザが開きます。

♦ ファイル    すべて保存 を選択してファイル比較/マージで変更したすべてのファイルを現在の名前とパスで保
存します。

♦ ファイル    現在のペインを閉じる を選択してファイル比較/マージ セッションを含む現在のタブ ペインを閉じま
す。 結果の保存 ダイアログ ボックスが開き、変更したファイルを保存するか確認メッセージが表示されます。
保存する特定のファイルのチェックボックスをオンにして、はい をクリックします。 ファイルは現在の名前とパス
で保存されます。

♦ ファイル    終了 を選択して、すべてのアクティブ ファイル比較/マージ セッションを閉じます。 結果の保存 ダイ
アログ ボックスが開き、変更したすべてのファイルを保存するか確認メッセージが表示されます。 保存する特定
のファイルのチェックボックスをオンにして、はい をクリックします。 ファイルは現在の名前とパスで保存されま
す。

注: StarTeam リポジトリからファイル リビジョンの一時コピーを編集する場合は、別の場所に新しい名前でファイルを明示
的に保存しない限り、ファイル比較/マージによりファイルに新しい名前が割り当てられ、ユーザーのローカル ホーム
フォルダの temp フォルダに保存されます。 命名規則は、star という語に数字が続きます（star23276.xml など）。 フ
ァイルの拡張子は、元のファイルと同じままです。
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関連概念

ファイル比較/マージの概要

関連手順

ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

旧リビジョンのファイル内容を比較する

2 つのローカル ファイルを比較する

フォルダを比較する

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする

フォルダをマージする

画像を比較する

ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

ファイル比較/マージ オプションを設定する

関連参照

ファイル比較/マージのオプション

ファイル比較/マージのキーボード ショートカット

ファイル比較/マージのアクション
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フォルダをマージする
フォルダのマージは、ファイルのマージとよく似ています。違いは、ファイルの内容ではなくフォルダの内容をマージする点
です。 ただし、フォルダの 2 つのファイルに差分がある場合は、フォルダ比較ペインからそれらのファイルのファイル比較
を開くことができます。

スタンドアロン ファイル比較/マージのみで、フォルダをマージできます。

2 つのフォルダをマージするには：

1 Windows のデスクトップから、スタート    すべてのプログラム を選択し、ユーザーの StarTeam プログラム インストー
ル グループに移動し、ファイル比較/マージ を選択します。

2 ファイル    フォルダ比較の新規作成（CTRL+SHIFT+N）または ファイル    フォルダ マージの新規作成（CTRL+SHIFT

+M）を選択して新しいフォルダ比較タブを開きます。

注: フォルダ マージの新規作成 コマンドを使用すると、 自動保存モード：無効 でフォルダ比較結果が
開きます。 フォルダ比較を 自動保存モード：有効 で開くには、ファイル  フォルダ比較の新規作
成 を選択します。 ファイル比較/マージを開いた後、ツールバーの 自動保存モード で、自動保存
モード：有効 と 自動保存モード：無効 を切り替えできます。

3 各編集ペインの上にある 新しい比較を開く ボタンをクリックして、比較するフォルダを参照します。

別の方法として、新しい比較を開く ボタンの 下向き矢印 をクリックして、履歴リストからフォルダを選択する、または左
側にディレクトリの各フォルダに対するパスを入力できます。

デフォルトでは、ファイル比較/マージによりすぐに選択フォルダは比較され、ファイル比較/マージ ウィンドウの 2 つの
ペインに結果が表示されます。 ファイル比較/マージ オプション ダイアログ ボックスの 全般 と フォルダ比較 ページ
にあるこれらのデフォルト設定を変更できます。

4 オプションで、右クリックして、比較モードの切り替え を選択し、別の比較モード表示を選択します。

3 者間 比較モードのいずれかを選択した場合は、マージ ベース ファイルを表示し編集するための 3 番目のペインが
表示されます。

5 編集ペインでフォルダに対して直接必要な変更を行います。 1 つのペインから他のペインにフォルダを移動、コピーで
き、削除もできます。その後、ユーザーの変更をコミットするかどうか確認メッセージが表示されます。

ツールバーとコンテキストメニューはフォルダ比較/マージとファイル比較/マージで異なります。 フォルダ比較の場
合、ファイルとフォルダを左または右に移動やコピーする、右または左ペインからファイルやフォルダを削除するアイテ
ム、ツリー ノードの展開/折りたたみ用複数オプションがあります。

6 オプションで、差分のあるファイルをダブルクリックして新しいファイル比較ペインを開き、差分を解決します。

7 オプションで、一方のペインで右クリックし、レポートの生成 を選択します。

レポートを印刷するには、ファイル    印刷... を選択します。

注: ユーザーの変更レポートが必要な場合は、ファイル比較/マージ ウィンドウを閉じる前に生成する
必要があります。

8 完了したら、ツールバーの 変更をディスクに保存（チェック マーク）をクリックして、変更を保存します。
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関連概念

ファイル比較/マージの概要

ファイル比較/マージ（FCM）の UI

関連手順

ファイルを比較およびマージする

ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

フォルダを比較する

画像を比較する

ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

関連参照

ファイル比較/マージのキーボード ショートカット

ファイル比較/マージのアクション
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フォルダを比較する
スタンドアロン ファイル比較/マージで、ユーザーのコンピュータのフォルダを比較し再構築できます。 フォルダ比較からフ
ァイルを比較することもできます。 全般 オプション設定を変更していない場合は、フォルダを選択するとすぐ、ファイル比
較/マージにより、自動的に比較が開始されます。

ファイル比較/マージには、コンテキストメニューまたはツールバーがあり、編集ペインで必要な、よく使用される操作に対応
しています。 詳細は、下の参照リンクにある「ファイル比較/マージ動作の表」に説明されています。

2 つのフォルダを比較するには：

1 Windows のデスクトップから、スタート    すべてのプログラム を選択し、ユーザーの StarTeam プログラム インストー
ル グループに移動し、ファイル比較/マージ を選択します。

2 ファイル    フォルダ比較の新規作成（CTRL+SHIFT+N）を選択して新しいフォルダ比較タブを開きます。

注: フォルダ比較の新規作成 コマンドを使用すると、自動保存モード：有効 でフォルダ比較結果が開き
ます。 フォルダ比較を 自動保存モード：無効 で開くには、ファイル  フォルダ マージの新規作成
を選択します。 ファイル比較/マージを開いた後、ツールバーの 自動保存モード で、自動保存モー
ド：有効 と 自動保存モード：無効 を切り替えできます。

3 各編集ペインの右上にある 新しい比較を開く をクリックして、比較するフォルダを参照します。

注: 別の方法として、変更したテキスト ファイルを保存 ボタンの左側にディレクトリの各フォルダに対す
るパスを入力、または 新しい比較を開く ボタンのドロップダウン矢印をクリックして、履歴リストから
フォルダを選択できます。

デフォルトでは、ファイル比較/マージによりすぐに選択フォルダは比較され、ファイル比較/マージ ウィンドウの 2 つの
ペインに結果が表示されます。 ファイル比較/マージ オプション ダイアログ ボックスの 全般 と フォルダ比較 ページ
にあるこれらのデフォルト設定を変更できます。

4 オプションで、右クリックして、比較モードの切り替え を選択し、別の比較モード表示を選択します。

3 者間 比較モードのいずれかを選択した場合は、3 番目のペインが表示されます。

5 編集ペインでフォルダに対して直接必要な変更を行います。 1 つのペインから他のペインにフォルダを移動、コピーで
き、削除もできます。その後、ユーザーの変更をコミットするかどうか確認メッセージが表示されます。

比較するフォルダにある個別のファイルに差分がある場合は、フォルダ比較ペインからファイル比較を開始することも
できます。 フォルダ比較ペインのフォルダにあるファイルをダブルクリックする、または選択して、ツールバーの 新しい
比較を開く をクリックします。 新しいファイル比較ペインが開き、ユーザーの変更を編集、マージ、保存できる 2 つの
ファイルの内容が表示されます。

ファイル比較/マージにより、2 つのフォルダの差分が強調表示されます。ペイン間で対応する差分には色が付いていて、
線で結ばれています。

ヒント: ファイル比較/マージ メイン メニューで ファイル  フォルダ比較の新規作成 を選択する、または CTRL+N を押すこと
によって、追加のフォルダ比較ウィンドウを開くことができます。
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関連概念

ファイル比較/マージの概要

ファイル比較/マージ（FCM）の UI

関連手順

ファイルを比較およびマージする

ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

旧リビジョンのファイル内容を比較する

2 つのローカル ファイルを比較する

ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する

画像を比較する

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする

フォルダをマージする

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

ファイル比較/マージ オプションを設定する

関連参照

ファイル比較/マージのオプション

ファイル比較/マージのキーボード ショートカット

ファイル比較/マージのアクション
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ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
ファイル比較/マージを使用してローカル作業ファイルの内容と StarTeam にあるファイルのチップ リビジョンをマージでき
ます。 たとえば、作業フォルダ内のファイルは変更されているが、チップ（最新）リビジョンに基づいたものではない場合は、
マージ ステータスとマークされます。 このステータスが発生するのは通常、2 人のユーザーが 1 つのファイルを別々に操
作し、一方のユーザーがもう一方より先にチェックインした場合です。 他のユーザーの編集内容を失わずに自分の編集内
容をチェックインするには、ファイルの内容を比較し、ファイル間の差分を調整し、1 つのファイルに内容をマージします。

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージするには：

1 ファイル ステータスが マージ または 不明 である StarTeam のファイルを選択して、ファイル    チェックアウト... を選
択します。

2 つのファイルの内容をマージするためのオプションがメッセージに表示されます。

2 はい をクリックして内容をマージします。

ファイル比較/マージ ウィンドウが、3 者間垂直 比較モードで開きます。 比較している 2 つのファイルが右と左のペイ
ンに表示され、中央のペインにマージのベース ファイルが表示されます。 異なる比較レイアウトを使用する場合は、
ペインの 1 つで右クリックして、比較モードの切り替え を選択します。 3 者間水平 または 3 者間混合 比較モードのい
ずれかを選択できます。 3 者間混合 モードでは、ベース ファイルは下部ペインに表示されます。

注: スタンドアロン ファイル比較/マージではすべてのペインで編集できます。左と右ペインから強調表
示されたテキストでベース ファイルのテキストを置換または追加できます。

3 次の（複数の）方法でファイルの内容を編集やマージします。

♦ 自動マージの実行：ファイル比較/マージ ペインで右クリックし、非競合部分の自動マージ または 完全自動マー
ジ を選択します。 非競合部分の自動マージ では、2 つの比較ファイルの競合しない部分のみがベース ファイ
ルに追加されます。 完全自動マージ では、2 つのファイルを解析し、変更を検査し、ファイルの最終ベース バー
ジョンで維持する部分や変更を加える部分を自動的に決定します。

♦ ファイルの各部を直接編集します。 入力、切り取り、コピー、貼り付け、元に戻すなどの共通のテキスト編集操作
を実行できます。

♦ 色付き差分ブロックの右上隅にあるボタンで右ペインから左ペインにテキストをコピーします。 色付きの差分ブ
ロックにマウスのカーソルを移動したときにダイナミックにこれらのボタンは表示されます。 中央ペインにコピー
するために特定のテキストを選択しない場合は、ファイル比較/マージは、テキストの強調表示ブロック全体をコ
ピーします。

注: ツールバーやコンテキストメニューを使用してペインを移動、スクロール動作を制御、テキストを検
索、他の基本動作を実行することもできます。

4 オプションで、一方のペインで右クリックし、レポートの生成 を選択します。

レポートを印刷するには、ファイル    印刷... を選択します。

注: ユーザーの変更レポートが必要な場合は、ファイル比較/マージ ウィンドウを閉じる前に生成する
必要があります。

5 マージ結果に問題がなければ、ファイル    終了 を選択します。

ファイル比較/マージが閉じて、StarTeam のファイル ステータスが 変更済み に更新されます。

6 オプションで、変更したファイルをテストして、問題がないか確認します。

7 ファイルをチェックインします。
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関連概念

ファイル比較/マージの概要

ファイル比較/マージ（FCM）の UI

関連手順

ファイルを比較およびマージする

ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

旧リビジョンのファイル内容を比較する

2 つのローカル ファイルを比較する

ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する

フォルダを比較する

画像を比較する

フォルダをマージする

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

ファイル比較/マージ オプションを設定する

関連参照

ファイル比較/マージのオプション

ファイル比較/マージのキーボード ショートカット

ファイル比較/マージのアクション
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ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

ローカル ファイルとリポジトリ内のリビジョンを比較するには：

1 ローカル ファイルと比較する StarTeam リポジトリ ファイルを選択します。

注: 上部ペインでファイルのチップ リビジョンを選択するか、履歴 タブで以前のリビジョンを選択するこ
ともできます。

2 選択ファイルを右クリックして 内容の比較 を選択します。

ファイル比較/マージ セッションが別のウィンドウで開き、それぞれの編集ペインにファイルが表示されます。

3 比較モードの切り替え ツールバー ボタンの右にある 下向き矢印 をクリックして比較モードを選択します。

4 編集ペインでファイルに対して直接必要な編集を行います。

ヒント: 組み込み 比較 ペインを使用してすばやく 2 つのファイルを比較することもできます。StarTeam の 2 つのファイル
を選択して、ツール  比較 を選択します。組み込み 比較 ペインではファイルを表示できますが、編集することはで
きません。

関連概念

ファイル比較/マージの概要

ファイル比較/マージ（FCM）の UI

関連手順

ファイルを比較およびマージする

ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する

旧リビジョンのファイル内容を比較する

フォルダを比較する

画像を比較する

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする

フォルダをマージする

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

ファイル比較/マージ オプションを設定する

関連参照

ファイル比較/マージのオプション

ファイル比較/マージのアクション

ファイル比較/マージのキーボード ショートカット

ファイル比較/マージのアクション

42



文字エンコードをファイルに適用する
デフォルトでは、ファイル比較/マージでファイルを開くと、ロードしたファイルに対してシステム依存のデフォルト エンコード
が使用されます。 ファイル文字セット エンコードは、ステータス バー の 2 つまたは 3 つのボックス（各ペインに 1 つ）に表
示されます。 最初は、ファイルを開くと 3 つのボックスにテキスト Enc:デフォルト が表示されます。 ファイル比較/マージ ペ
インで各ファイルのエンコードを変更できます。

文字エンコードをファイルに適用するには：

1 変更するファイルを含むペインに対応しているファイル比較/マージ ステータス バー の文字セット エンコード ボックス
をクリックします。

文字セットの選択 ダイアログ ボックスが開き、文字セットのリストが表示されます。

2 リストから対象文字セットを選択します。

有効な文字セットを選択した場合は、ファイルはすぐにその文字セットに切り替わります。

3 文字セットの選択 ダイアログ ボックスを閉じます。

関連概念

ファイル比較/マージの概要

関連手順

ファイルを比較およびマージする

ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

旧リビジョンのファイル内容を比較する

2 つのローカル ファイルを比較する

ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
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旧リビジョンのファイル内容を比較する
可能なのは、旧リビジョン ファイルの内容を比較するだけです（StarTeam クライアントのメインまたは組み込みファイル比
較/マージを使用）。ファイルの旧リビジョンを編集できません。

リポジトリ内にある 2 つの旧リビジョンの内容を比較するには：

1 履歴 タブをクリックし、比較する 2 つのリビジョンを選択します。

2 ツール    比較 を選択します。

StarTeam ウィンドウの一番下に 2 つのファイルの内容が表示された組み込み比較ペインが開きます。

注: 2 つの非ファイル アイテム（変更要求など）のプロパティや非ファイル アイテムの 2 つのリビジョンも比較できます。2
つの非ファイル アイテムを選択して、ツール  比較 を選択します。ウィンドウの一番下に、組み込みの 2 ペインの比
較ビューが開き、2 つの選択アイテムのプロパティが表示されます。

関連概念

ファイル比較/マージの概要

ファイル比較/マージ（FCM）の UI

関連手順

ファイルを比較およびマージする

ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

2 つのローカル ファイルを比較する

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

ファイル比較/マージ オプションを設定する

関連参照

ファイル比較/マージのオプション
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画像を比較する
スタンドアロン ファイル比較/マージでユーザーのコンピュータにある 2 つの画像を比較できます。 ファイルを直接編集で
きませんが、1 つの画像の内容を別の画像の内容と交換できます。

ファイル比較/マージには、ツールバーがあり、そこから編集ペイン表示を制御するいくつかの共通操作ができます。 ズー
ム インとズーム アウト、ファイルの移動用の画像比較ツールも含まれます。

2 つの画像を比較するには：

1 Windows のデスクトップから、スタート    すべてのプログラム を選択し、ユーザーの StarTeam プログラム インストー
ル グループに移動し、ファイル比較/マージ を選択します。

2 ファイル    画像比較の新規作成（CTRL+ALT+N）を選択して新しい画像比較タブを開きます。

3 各編集ペインの右上にある 新しい比較を開く をクリックして、比較する画像を参照します。

注: 新しい比較を開く ボタンの右にある 下向き矢印 は、ユーザーが以前に開いた画像の履歴を保存し
ています。 変更した画像を保存 ボタンの右にある 下向き矢印 をクリックして 名前を付けて保存...
から [画像の保存] ダイアログ ボックスを開くことができます。

4 (省略可能）比較モードの切り替え ツールバー ボタンの右にある 下向き矢印 をクリックし、2 者間水平 または 2 者間垂
直 表示の一方を選択します。

5 (省略可能）ツールバーの 拡大、縮小、または 画像を移動 をクリックして、画像を詳しく調べます。

6 (省略可能）画像比較ペインの一番上にある二重左矢印または二重右矢印で画像を置き換えます。

置換元の画像の内容により、置換先の画像の内容が置き換わります。ファイル名は変わりません。

7 変更した画像を含むペインの一番上にある 変更した画像を保存 ボタンをクリック、または画像比較ペインを閉じると、
ファイルを変更している場合はファイルを保存するかどうか確認メッセージが表示されます。

ヒント: ファイル比較/マージ メイン メニューで ファイル  画像比較の新規作成 を選択する、または CTRL+ALT+N を押すこ
とによって、追加の画像比較ウィンドウを開くことができます。
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関連概念

ファイル比較/マージの概要

ファイル比較/マージ（FCM）の UI

関連手順

ファイルを比較およびマージする

ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

旧リビジョンのファイル内容を比較する

2 つのローカル ファイルを比較する

ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する

フォルダを比較する

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする

フォルダをマージする

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

ファイル比較/マージ オプションを設定する

関連参照

ファイル比較/マージのオプション

ファイル比較/マージのキーボード ショートカット

ファイル比較/マージのアクション
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参照
ここでは、参照情報を提供します。

このセクションの内容

ファイル比較/マージの参照

ファイル比較/マージの参照です。
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ファイル比較/マージの参照
このセクションには、ファイル比較/マージに関連する参照が含まれます。

このセクションの内容

ファイル比較/マージのアクション

ファイル比較/マージで実行可能なアクションについて説明します。

ファイル比較/マージのキーボード ショートカット

ファイル比較/マージで定義済みのキーボード ショートカットを示します。

ファイル比較/マージのオプション

ファイル比較/マージ ユーティリティのオプション設定について説明します。
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ファイル比較/マージのアクション
ファイル比較/マージではメニューおよびツールバーのボタンを用いて、各種のアクションが実行できます。 すべての機能
はファイル比較/マージ単体で実行可能です。 アクションの一部（サブセット）はメイン、および組み込みされたファイル比
較/マージでも利用が可能です。

共通のアクション
以下に、ファイルおよびフォルダ比較/マージに共通するアクションを示します。

アクション 説明

ファイル比較/フォルダ比較/画像比較の新規作成 新しいファイル、フォルダ、または画像を比較ペインに開きます。

元に戻す（CTRL+Z）

やり直し（CTRL+Y）

前回のアクションを元に戻したり、やり直したりします。

独立スクロールの有効化/無効化 ペインが独立してスクロールするのか、同期を取りながらスクロールするのかを
決めます。 ツールバーのボタンが有効な（ボタンが上がっている）場合、一方の
ファイルをスクロールすると、もう一方のファイルも自動的にスクロールし、2 つの
ファイルの位置の同期を取ります。 ツールバーのボタンが無効な（ボタンが下が
っている）場合、ペインはそれぞれ独立してスクロールします。

再読み込み（F5） 双方のファイル内容を再度読み込みます。 再読み込み実行前に、結果の保存
ダイアログ ボックスが表示され、先に結果を保存するかどうかがたずねられま
す。

遅延比較の有効化/無効化 ファイルを直ちに比較するかどうかを決定します。 このアクションはツールバーの
ボタンによって制御できます。 遅延比較が無効（ボタンが押されていない）の場
合、新しいファイルを開くと、比較が直ちに実行されます。 遅延比較が有効（ボタ
ンが押されている）の場合、比較はツールバーのボタンが押されるまで実行され
ません。

ペインの入れ替え 左右のペインを入れ替えます。

比較モードの切り替え ペインのレイアウトを 2 者間、3 者間、水平、垂直、または混合に変換します。 3
者間レイアウトは、比較を行う 2 つのファイルの中間に 3 番目のペインを配置し
ます。ここで 2 つのファイルのマージを行い、共通のベース バージョンを作成す
ることができます。

3 者間レイアウトを利用している場合、2 つのファイルを自動的にマージして最終
のベース バージョンを生成するボタンがツールバーに追加されます。 詳細につ
いては、表中の 非競合部分の自動マージ、完全自動マージ、および 変更箇所
を強調表示する をご覧ください。

レポートの生成 レポート ダイアログ ボックスを開きます。ここでは、レポート名、出力形式、およ
びレポートに使用するレポート トランスフォーマを決定します。

比較レポートの印刷 レポートの生成 を用いて、生成された比較レポートを印刷します。

分割バーを中央に移動/分割バーを移動 メニューの [分割バーを中央に移動] を選択すると、分割バーが自動的にペイン
の中央に移動します。マウスを用いて分割バーを移動させ、ペインのサイズを変
更することもできます。

ペインを最大化/最小化（ CTRL+M） 選択したペインを最大化あるいは最小化します。

3 者間比較では、左/上側または右/下側のペインの最大化、最小化、最大化し
たペインを戻すというメニューがあります。

ファイル、フォルダ、および画像の比較/マージのアクション
これらのアクションはファイルやフォルダの比較/マージ固有のものです。ツールバーにこれらに対応するボタンがありま
す。
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アクション 説明

コピー 左側または右側のペインに選択したファイルやフォルダをコピーします。 3 者間
比較の場合はベース ペインにコピーできます。コピーされたファイルやフォルダ
にはチェック マークが付き、変更をコミットするように要求されます。

コピーはツールバーのボタンにもあります。また、強調表示された部分にマウス
カーソルを移動させると、コピー ボタンがペインに表示されます。

削除 左右またはベース ペインから選択したテキストやファイル/フォルダを削除しま
す。 削除されたフォルダやファイルには X が描かれた丸いアイコンが付き、変
更（削除）をコミットするように要求されます。

削除はツールバーのボタンからも実行できます。また、強調表示された部分にマ
ウス カーソルを移動させると、削除 ボタンがペインに表示されます。

画像を移動 ツールバーにある 画像を移動 ボタンをクリックすることによって、画像をクリック
またはマウスのドラッグによって移動させます。

テキストの追加（ALT+SHIFT+RIGHT） 選択したテキストを一方のペインから別のペイン、または複数のペインに追加し
ます。 ハイライトされた領域にマウスを移動させると、テキスト追加のボタンが表
示されます。

ハイライトされた領域にマウスを移動させると、追加 ボタンがペインのハイライト
された領域に表示されます。

テキストの挿入/置換（ALT+RIGHT） 選択したテキストを一方のペインから別のペイン、または複数のペインに挿入ま
たは置換します。

ハイライトされた領域にマウスを移動させると、挿入 または 置換 ボタンがペイ
ンのハイライトされた領域に表示されます。

テキストを指定して検索（CTRL+F） テキスト ベースのファイルにおいて、文字列または正規表現を用いて検索を行
います。 大文字と小文字の区別の有無、単語単位で検索するなどのオプション
が選択できます。

前の変更（F7 または ALT+UP）

次の変更（F8 または ALT+DOWN）

選択しているペインで、次の変更または前の変更にジャンプします。 メニューに
加え、ツールバーのボタン、および各ペインのスクロールバーの最下部のボタン
を使っても変更箇所までジャンプできます。

行を指定してジャンプ（ CTRL+G） 行を指定してジャンプ ダイアログ ボックスを開きます。ここで移動したい行番号
を指定します。

行内差分 ツールバーのボタンをクリックして、行内差分を表示または非表示にします。 行
内差分の表示方法については、メニューの ツール から呼び出す、ファイル比
較/マージのオプション ダイアログ ボックスで変更することができます。

差分の分割 挿入または削除されたブロックを示すために、変更された行のブロックを分割し
ます（デフォルトでは薄緑色で示されます）。

変更箇所を強調表示する 3 者間比較と組み合わせて使用します。ファイルを変更したときにファイル比
較/マージが自動的に差分を再計算するのを防ぎます。これにより、元のファイ
ルからどのブロックが挿入されたのか、または削除されたのかを特定することが
容易になります。

非競合部分の自動マージ 3 者間比較と組み合わせて使用します。ファイル比較/マージは比較する 2 つの
ファイルから、競合しない箇所のみをベース ファイルにマージします。

完全自動マージ 3 者間比較と組み合わせて使用します。ファイル比較/マージは 2 つのファイル
をすべて構文解析し、変更箇所を調べます。その後、最終ベース バージョンとな
るファイルに対して、変更を行わないのか、または変更箇所を追加するのかを自
動的に決定します。

エンコード 文字セットの選択 ダイアログ ボックスで、ファイルを表示するときの文字エンコ
ード（コード ページ）を指定します。
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ファイル比較/マージの ステータス バー の右下部分に文字エンコードの情報が
表示されます。 エンコードのアイコンをダブルクリックすることで、文字セットの選
択 ダイアログ ボックスを開くことができます。

変更をディスクに保存 ディスクに変更を保存します。 フォルダを変更した場合、変更されたフォルダま
たはファイルにチェック マークが付き、変更をコミットするように要求されます。

自動保存モード 変更を直ちにコミットしてディスクに保存するのか、または先送りするのかを指定
します。

選択の同期の有効化/無効化 2 者間または 3 者間比較を行う際に、すべてのペインで選択部分の同期を自動
的に行うことができます。 この機能はデフォルトで有効です。 ツールバーのボタ
ンを用いて無効化した場合、フォーカスされているペインのファイルのみが選択
されます。

ツリー中のすべてのノードを展開/折りたたむ ツリー中のすべてのノードを展開または折りたたみます。 このアクションはツー
ルバーのボタンを利用しても実行できます。

変更を含むツリー ノードを展開 フォルダの変更を含むツリー ノードのみを展開します。 このアクションはツール
バーのボタンを利用しても実行できます。

拡大/縮小リスト表示 フォルダ比較を縮小リスト表示、拡大リスト表示に切り替えます。 縮小リスト表
示は、空の色付きのブロックを色付きの 1 本の線に縮小します。 デフォルトは
縮小リスト表示です。

スマート ツリー差分 フォルダに対してスマート比較を行います。名前変更、内容変更されたコンポー
ネントの差分を強調表示したり、相互リンクされたコンポーネントを強調表示しま
す。

通常の比較結果も表示/通常の比較結果を非表示 合致するフォルダ構成とファイル名の差分を同時に表示します。この差分はスマ
ート比較（スマート ツリー差分）によって算出されたものです。

ツールバーにある スマート ツリー差分 ボタンをクリックしてスマート比較機能を
使用している場合のみ、このボタンがツールバーに表示されます。

通常の比較結果も表示/通常の比較結果を非表示 ボタンは、スマート比較 ペ
ージで 他のツリー比較アルゴリズムを使用する のチェック ボックスをオンにした
場合、表示されません。スマート比較の設定はファイル比較/マージのオプション
で行います。

拡大/縮小 ツールバーの「+」または「-」ボタンをクリックして、比較している画像を拡大また
は縮小します。

ドラッグ＆ドロップ ペイン間で内容をドラッグ＆ドロップできます。 ドラッグ中に CTRL キーを押して
いる場合は内容のコピーとなり、使わない場合は移動となります。
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関連概念

ファイル比較/マージの概要

ファイル比較/マージ（FCM）の UI

関連手順

ファイルを比較およびマージする

ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

旧リビジョンのファイル内容を比較する

2 つのローカル ファイルを比較する

ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する

フォルダを比較する

画像を比較する

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする

2 つのローカル ファイルをマージする

フォルダをマージする

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

ファイル比較/マージ オプションを設定する

関連参照

ファイル比較/マージのオプション

ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
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ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
以下の表に、ファイル比較/マージのキーボード ショートカットを示します。

アクション キーボード ショートカット

ファイル比較の新規作成 CTRL+N

フォルダ比較の新規作成 CTRL+SHIFT+N

フォルダ マージの新規作成 CTRL+SHIFT+M

画像比較の新規作成 CTRL+ALT+N

すべて保存 CTRL+SHIFT+S

印刷 CTRL+P

元に戻す CTRL+Z

やり直し CTRL+Y

切り取り CTRL+X

コピー CTRL+C

貼り付け CTRL+V

検索 CTRL+F

次を検索 F3

前を検索 SHIFT+F3

行を指定してジャンプ CTRL+G

前の変更 F7 または ALT+UP

次の変更 F8 または ALT+DOWN

次のタブ F6

前のタブ SHIFT+F6

ペインを最大化/最小化 CTRL+M

分割バーを中央に移動 CTRL+H

分割バーを移動 CTRL+SHIFT+S

再読み込み F5

オプション CTRL+O

テキストの置換（左側より右側へ）（2 者間マージ） ALT+RIGHT

テキストの置換（右側より左側へ）（2 者間マージ） ALT+LEFT

テキストの追加（左側より右側へ）（2 者間マージ） ALT+SHIFT+RIGHT

テキストの追加（右側より左側へ）（2 者間マージ） ALT+SHIFT+LEFT

テキストの削除（左側ペイン）（2 者間マージ） ALT+CTRL+LEFT

テキストの削除（右側ペイン）（2 者間マージ） ALT+CTRL+RIGHT

テキストを上げる ALT+SHIFT+UP

テキストを下げる ALT+SHIFT+DOWN

テキストの置換（中央から左側へ） ALT+<

テキストの置換（中央から右側へ） ALT+>
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テキストの置換（左側から中央へ） ALT+M

テキストの置換（右側から中央へ） ALT+/

テキストの追加（左側から中央へ） ALT+SHIFT+M

テキストの追加（右側から中央へ） ALT+SHIFT+/

テキストの追加（中央から左側へ） ALT+SHIFT+<

テキストの追加（中央から右側へ） ALT+SHIFT+>

関連概念

ファイル比較/マージの概要

ファイル比較/マージ（FCM）の UI

関連手順

ファイルを比較およびマージする

ファイル比較/マージ オプションを設定する

関連参照

ファイル比較/マージのオプション

ファイル比較/マージのアクション
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ファイル比較/マージのオプション
オプション設定はユーティリティの振る舞いに全般的な影響を与えます。 ファイル比較/マージでは、個々の要求事項を満
たすために数多くのオプションが設定可能です。 ファイル/フォルダ比較にあたっては、一般的なレベルで比較を行うため
のオプションから、さらにきめ細かいレベルで比較を行うためのオプションまで用意されています。

ファイル比較/マージのオプションは、ファイル比較/マージのメイン メニューの ツール    オプション... を選択するか CTRL

+SHIFT+P を押すことで表示できます。 [ファイル比較/マージのオプション] のダイアログ ボックスの左側にあるツリー階層
では、ファイル比較/マージの比較/マージのオプションが、全般、ファイル比較、および フォルダ比較 の 3 つのメイン カテ
ゴリに分けられています。 階層のノードをクリックすると、ダイアログ ボックスの右側に対応するオプションの設定ページが
表示されます。

設定したオプションをデフォルトの値に戻したい場合は、<user home>\.fcm フォルダにある、ユーザー設定ファイル
config.properties を削除します （たとえば、Windows の場合は C:\Documents and settings\<user home>\.fcm
\config.properties となります）。

このセクションの内容

全般（[ファイル比較/マージのオプション]）

[ファイル比較/マージのオプション] のダイアログ ボックスに表示される、全般の比較オプションについて説明しま
す。

ファイル比較（[ファイル比較/マージのオプション]）

[ファイル比較/マージのオプション] のダイアログ ボックスに表示される、ファイル比較のオプションについて説明
します。

フォルダ比較（[ファイル比較/マージのオプション]）

[ファイル比較/マージのオプション] のダイアログ ボックスに表示される、フォルダ比較のオプションについて説明
します。
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全般（[ファイル比較/マージのオプション]）
以下に、ファイル比較/マージの全般オプションを示します。 これらのオプションを設定するには、ツール    オプション...  
全般 を選択します。

オプション 説明

起動時に開くペイン 起動時にファイル比較/マージが選択したタイプで開きます。フ
ァイル比較、フォルダ比較、あるいは 前回と同じ種類の比較
から選択します。

このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。

ファイル履歴を保存する数 最大でここに設定した数のファイルをファイル履歴リストに保存
します。 ファイル履歴を表示するには、ツールバーの 新しい比
較を開く の右側に表示されている 下向きの矢印 をクリックしま
す。

このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。

新しいファイル/フォルダが入力された時点で直ちに比
較を開始する

ファイル/フォルダを開くと、すぐに比較を開始します。 このチェ
ック ボックスがオフの場合、比較するファイル/フォルダを開
き、ツールバーの 内容の再読み込み をクリックすることで比
較が開始されます。

このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。

読み取り専用モードで比較を開く 比較するファイルを読み取り専用モードで開きます。

このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。

読み取り専用ファイル/フォルダの編集を許可する 読み取り専用ファイル/フォルダの編集が可能になります。

このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。

読み取り専用モードのペインの背景色を暗くする ペインの背景色を暗くして、ファイル/フォルダが読み取り専用
で開かれていることを示します。

クイック起動を有効化する ファイル比較/マージの クイック起動 アイコンを Windows の
システム トレイ に表示させます （注： ファイル比較/マージに
必要な .dll ファイルがない場合は、アイコンが非表示となる
こともあります）。

このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。

インスタンスの実行を 1 つだけ許可する ファイル比較/マージのインスタンスを 1 つに限定します（複数
起動防止）。

このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。

3 者間マージ：開始時に中央のペインを空にする 3 者間マージに切り替えたとき、中央に空のペインを開きま
す。

このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。

3 者間マージ：中央のペインのみ編集を許可する 3 者間マージに切り替えたとき、中央のペイン（マージ結果）の
みを編集可能にします。

このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。
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3 者間マージ：左側のペインのスクロールバーを右側に
置く

3 者間マージの場合、左側のペインのスクロールバーを中央
のペインに配置します。

タブ：下に表示 ファイル/フォルダ比較のタブ位置を画面下部にします。 この
チェック ボックスがオフの場合、タブは画面上部（ツールバー
の下）に表示されます。

このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。

タブ：新しいタブで比較を開始する デフォルトで、新しい比較が新しいタブで開かれるようになりま
す。

このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。

タブ: 1 つの比較のみ表示 1 つのファイル/フォルダ比較のみ行えます。 このチェック ボッ
クスをオンにすると、新しいタブで比較を開始する オプションは
無効となります。

このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。

次の変更/前の変更:常にスクロールを調整する 次または前の変更箇所へ、スクロール バーを自動的に調整し
ます。

次の変更/前の変更:変更箇所が画面外の場合にのみ
スクロールを調整する

差分の箇所が画面では見えない場合に、スクロール バーを自
動的に調整します。

関連概念

ファイル比較/マージの概要

関連手順

ファイルを比較およびマージする

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする

ファイル比較/マージ オプションを設定する

関連参照

ファイル比較/マージのオプション

ファイル比較/マージのキーボード ショートカット

ファイル比較/マージのアクション
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ファイル比較（[ファイル比較/マージのオプション]）
これらのオプションはファイル比較時のみに有効です。 オプションを設定するには、右クリック    オプション...    ファイル
比較 をクリックします。

ファイル比較オプション（メイン）

以下のオプションがファイル比較ノードの最初のページで設定可能です。

アイテム 説明

すべてのスペースを無視する ASCII 文字 0x01 から 0x20 がテキストから削除されます。

行の先端と終端のスペースを無視する 行の先頭と終端のスペースを無視します。

行の終端区切り文字の違いを無視する（CR と
LF）

ファイル比較の際に行の終端区切り CR と LF の違いを無視しま
す。 Windows (CR LF)、Unix (LF)、Mac (CR) の行区切り文字が、ファ
イル比較に影響を与えることがあります。 このオプションは特に、異
なるオペレーティング システムで生成されたファイルを比較する際に
便利です。

大文字と小文字を区別する ファイル比較の際に行内で大文字と小文字を区別します。

タブの代わりにスペースを挿入する タブの代わりにスペースを挿入します。

タブ サイズ タブのサイズを指定します。

不可視文字を表示 エディタ ペインに行末の復帰（CR）、復帰/改行（CR LF）、タブ、スペ
ースなどの不可視文字を表示します。

このオプションにより、行区切り文字がファイル保存時に変更される
ことはありません。これらはエディタに表示されるだけです。 行区切
り文字は ファイルを開いた時に行区切り文字を変更する、改行時に
挿入する行区切り文字、コピー時に行区切り文字を変更する、 貼り
付け時に行区切り文字を変更する、および 保存時に行区切り文字
を変更する で変更することができます。

ファイルを開いた時に行区切り文字を変更する 行区切り文字を指定します。 プラットフォーム固有、変更しない、
Windows,<CR><LF>、Unix,<LF>、または Mac,<CR> から選択すること
ができます。

改行時に挿入する行区切り文字 ビュー ペインで改行を挿入したときに使われる行区切り文字を指定
します。 自動（要開き直し）、プラットフォーム固有、
Windows,<CR><LF>、Unix,<LF>、または Mac,<CR> から選択すること
ができます。

コピー時に行区切り文字を変更する ビュー ペインでテキストをコピーしたときに使われる行区切り文字を
指定します。 プラットフォーム固有、変更しない、
Windows,<CR><LF>、Unix,<LF>、または Mac,<CR> から選択すること
ができます。

貼り付け時に行区切り文字を変更する テキストを貼り付けしたときに使われる行区切り文字を指定します。
コンボ ボックスから、[自動（要開き直し）]、[プラットフォーム固有]、
[変更しない]、[Windows,<CR><LF>]、[Unix,<LF>]、または
[Mac,<CR>] から選択することができます。

保存時に行区切り文字を変更する ファイルを保存するときに使われる行区切り文字を指定します。 プラ
ットフォーム固有、変更しない、Windows,<CR><LF>、Unix,<LF>、また
は Mac,<CR> から選択することができます。

エディタのフォント ビュー ペインのフォントとサイズを指定します。

行番号を表示する それぞれのエディタ ペインの左側に行番号を表示します。

ファイルを開いたときに最初の差分を自動的にフ
ォーカスする

ファイル比較を行うとき、最初の差分まで自動的にスクロールしま
す。

ファイルを開いたときにファイルの先頭にカーソル
を戻す

ファイル比較を行うとき、先頭行まで自動的にスクロールします。
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デフォルト エンコード ファイルに適用するエンコードを指定します。 デフォルト エンコード
の値は デフォルト（オペレーティング システムに依存） であり、ファイ
ル比較/マージで新しく開くファイルに適用されます。

既に開いているファイルのエンコードを直ちに変更
する

ファイル比較/マージで既に開いているファイルに対して、自動的に
エンコードを変更します。 エンコードには デフォルト エンコード で選
択されている形式が用いられます。

ペインで変更したエンコードをそのまま利用する ファイル比較の結果、置換するファイルのエンコードにペインで開い
ているファイルのエンコードをそのまま利用します。 このチェック ボ
ックスがオフの場合、ファイルには デフォルト エンコード で指定され
た形式が適用されます。

事前比較 2 つのファイル（もしくは同一ファイルの 2 つのバージョン）が同じも
のかどうか最初に内部的に比較します。 それらが同じ場合、ユーザ
ーに「ファイルは同一です。 続行して比較を開きますか?」とプロンプ
トを表示します。 ここでのオプションにより、実際に表示して比較を行
う際とは異なる設定を使用して、初期比較を行うができます。

事前比較:比較しない 初期比較を行わず、プロンプトも
表示しません。 この場合、比較し
た 2 つのファイルが同じだった場
合、FCM は起動してそれらをその
まま表示します。

事前比較:すべての設定を無視
して比較する

設定を無視して比較を行います。

事前比較:すべての設定を使用
して比較する

すべての設定を使用して比較を
行います。

事前比較:最初にすべての設定
を無視して比較し次に使用して
比較する

最初に設定を無視して比較を行
います。 この比較で差分が見つ
かった場合、FCM は設定を使用
してもう一度比較を行います。 こ
の 2 度目の比較でも差分があっ
た場合、ユーザーにプロンプトが
表示されます。 この最後のオプ
ションの目的は、いずれのタイプ
の比較（すべての設定を無視、お
よび、すべての設定を使用）でも
ファイルが同一だった場合に、プ
ロンプトを表示させるためにあり
ます。

行内差分

このオプションを利用し、行内差分をどのように取り扱うのかを決定します。

オプション 説明

行内差分を表示 詳細な行内比較を行います。変更のあった行の挿入部分や変更箇所などが強
調表示されます。

文字単位でブロックとして行を比較する 行をひと続きの単位として比較し、変更箇所を強調表示します。 行はまとめて
読み取られ、文字が行ごとに分けられます。 このオプションは 行内差分を表
示 のチェック ボックスをオンにすると有効にできます。

文字単位で行を比較する それぞれの行の文字を、対の行の文字と比較します。 たとえば、複数行にま
たがるひと続きのセンテンスに対して、1 行目の文字は対となる 1 行目の文字
と比較され、2 行目の文字は対となる 2 行目の文字と比較されます。以降も同
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様の比較が行われます。 このチェック ボックスは 行内差分を表示 をオンにす
ることで自動的にオンになります。

単語単位で行を比較する 行を標準的な区切り文字を使って単語（または字句）に分割し、比較します。 こ
のオプションは 行内差分を表示 のチェック ボックスをオンにすると有効にでき
ます。

差分を分割する このオプションは 文字単位で行を比較する、単語単位で行を比較する、また
は 単語単位で行を比較する（最適選択） のオプションをチェックしたときに選択
可能となります。 行の比較に用いるデフォルトの単位は文字です。 通常、ファ
イル比較/マージは、ブロック単位で変更のあった行の差分を表示します。 言
い換えると、置換、追加、または 削除 などはブロックに対して実行されます。
[差分を分割する] のチェック ボックスをオンにした場合、ファイル比較/マージ
はブロックにある（ひとまとまりの）センテンスを結合しません。 代わりに、変更
のあった行をブロックとみなします。 このオプションは 行内差分を表示 のチェ
ック ボックスをオンにすると有効にできます。

最適選択 すべての行を比較して、最適なものを選択します。 このオプションは 行内差分
を表示 のチェック ボックスをオンにすると有効にできます。

単語とみなす最小文字数 区切り文字に挟まれた文字が、単語としてみなされるために必要な最小文字
数を指定します。 このオプションは 行内差分を表示 のチェック ボックスをオン
にすると有効にできます。

受理ウェイト（単語数*100+文字数） ファイル比較/マージを実行する際に、対の行を決定するための、また、差分を
強調表示するための条件を決めます。 受理ウェイトは、比較する行でヒットし
た単語数を 100 倍した値に、一致した（マッチした）文字数を加えた値となりま
す。 このオプションは 行内差分を表示 のチェック ボックスをオンにすると有効
にできます。

背景を塗りつぶす 行内で異なる文字の背景をハイライトします。 このオプションは 行内差分を表
示 のチェック ボックスをオンにすると有効にできます。

このチェック ボックスをオンにすると、文字をハイライトする オプションが無効と
なります。

取り消し線を引く 差分を表示するために文字に取り消し線を引きます。

このオプションは 文字をハイライトする オプションを組み合わせて使うことがで
きます。

取り消し線とハイライト 差分を表示するために文字に取り消し線を引き、ハイライトします。

下線を引く 差分を表示するために文字に下線を引きます。

このオプションは 文字をハイライトする オプションを組み合わせて使うことがで
きます。

下線とハイライト 差分を表示するために文字に下線を引き、ハイライトします。

左側の色/右側の色 行内の色を変更します。 左右のエディタ ペイン、どちらにも色が設定できま
す。

スマート比較

スマート比較を使用すると、さらにきめ細かいファイル比較の設定ができます。

オプション 説明

上級差分検索 特別なアルゴリズムにより入れ替わったブロックを検出し、大きな
ファイルを効率よく比較します。これにより、サイズの大きなファイ
ルを比較する場合、パフォーマンスを向上させることができま
す。 入れ替わったブロックを検出する オプションを有効にするに
は、このオプションを選択する必要があります。

入れ替わったブロックを検出する 文字が入れ替わったブロックを検出します。 入れ替わったブロッ
クを検出する オプションを有効にするには、上級差分検索 オプ
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ションを選択しなければなりません。このオプションが有効になる
と、選択していないブロック間のリンクを表示しない、差分を短縮
する、固有の行を持つブロックのみ含める オプションがデフォル
トで自動的に選択されます。

選択したブロック間の実際の差分リンクを表示しない 選択したブロック間の実際の差分リンクを表示しません。 入れ替
わったブロックを検出する のチェック ボックスがオンの場合、この
オプションを有効にすることができます。

選択していないブロック間のリンクを表示しない 選択していないブロック間のリンクを表示しません。 入れ替わっ
たブロックを検出する のチェック ボックスをオンにすると、このオ
プションはデフォルトでオンになります。

差分を短縮する 入れ替わったブロックを検出する のオプションを利用する際、ブ
ロックの拡大（変更のあった行と同じブロックが付け加えられる）
を防ぎます。

繰り返したブロックを含める 繰り返したブロックを含めます。 入れ替わったブロックを検出す
る のチェック ボックスがオンの場合、このオプションを有効にする
ことができます。

繰り返したブロックを無視する 繰り返したブロックを無視します。 入れ替わったブロックを検出す
る のチェック ボックスがオンの場合、このオプションを有効にする
ことができます。

固有の行を持つブロックのみを含める 入れ替わったブロックを検出する のチェック ボックスがオンの場
合、固有の行を持たないブロックを無視します。

パターン

このページを使って、ファイル比較に用いるパターン（または正規表現）のリストを編集します。 これらのオプション設定によ
り、あまり重要でない変更をエディタ ペインに表示させないようにすることができます。

パターンは正規表現の標準的な構文に従います。 正規表現の構文については、次のページを参照してください：http://
www.regular-expressions.info/

オプション 説明

無視する ファイル比較の際に、特定のパターンを無視させることができま
す。 パターンを無視するには、このチェック ボックスをオンにし
て、パターン一覧から無視したいオプションを選択します（複数選
択可能）。 新しいパターンも作成することができます。この場合、
新規作成をクリックし、無視するパターン ダイアログ ボックスを表
示させます。正規表現の構文を用いてまとまった文字を検索させ
るようにします。

次のパターンによって分割されるブロックを結合する 空の行や中括弧だけを含む行を結合させます。 パターンの編集
や独自パターンの追加もできます。

たとえば、file1.txt から file2.text へ移動させたい 3 行の
差分があり、それらの差分行が、空白行や括弧のみを含む行に
よって区切られていた場合、このオプションを指定しなければ、差
分の各行を個別に解決していかなければなりません。

次のパターンによって分割されるブロックを結合する が有効にな
っており、しかも、パターン（カスタム、または、事前定義のもの）
が有効である場合、 その場合にかぎって、[区切り行を結合] ボ

タン    が FCM ツールバー上に表示されます。 このツール
バー ボタンを選択することで、差分の 3 行が、1 行の差分にマー
ジされます。これは、差分の間の行が、FCM パターン オプション
で指定されている結合パターン「空白行」と一致するためです。
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これで、差分の 3 行すべてをあるファイルから別のファイルへ移
動させるのに、1 クリックですむようになりました。

新規作成/変更/削除 これらのボタンを使って、新しいパターンの追加、パターンの変
更、またはパターンの削除ができます。 新規作成 および 変更
は、パターンを定義するための パターン ダイアログ ボックスで行
います。

無視するパターン/結合パターン ダイアログ ボックス 新規作成 および 変更 ボタンをクリックすると、パターンを定義す
るためのダイアログ ボックスが表示されます。

結合パターン ダイアログ ボックスでは、結合パターンを適用する
ファイル拡張子を指定することもできます。 結合パターンを複数
のファイル タイプに適用したい場合、ファイル拡張子をカンマで区
切ってください。 例：java, cpp, c, h, hpp

Name（名前） パターン名を指定します。 ここで定
義するパターン名が、そのまま無視
するパターン/結合パターンの一覧
に表示されます。

パターン パターン（表現）を指定します。 正規
表現の構文を使うことができます。
たとえば、^[\t]*//.*$ や [{}\s]
* のように指定します。

左側のテキスト ボックス テスト用の文字列を入力するための
場所です。

右側のテキスト ボックス パターンをテストした実行結果が表
示されます。

テスト パターンをテスト用の文字列に適用
します。 結果はダイアログ右側のテ
キスト ボックスに表示されます。

レポート トランスフォーマ

レポート トランスフォーマ のページでは、新しいトランスフォーマの定義、トランスフォーマの編集、またはトランスフォーマ
の削除ができます。 オプションはレポートを生成するときに（ツールバーの レポートの生成 をクリック）、設定することもでき
ます。 空のトランスフォーマ、または定義済みのトランスフォーマが選択できるほか、新しいトランスフォーマを作成すること
ができます。

オプション 説明

レポート トランスフォーマ リスト 利用可能なレポート トランスフォーマの一覧を表示します。これらのトランスフォーマ
は XML ファイルをさまざまなレポートに変換するのに用いられます。

追加... および表示/編集... これらのボタンをクリックすると、レポート トランスフォーマの構成 ダイアログ ボックス
が表示され、レポート トランスフォーマ XML ファイルの新規追加、表示、または編集が
できます。

削除 選択したレポート トランスフォーマを一覧から削除します。

色の設定

色の設定 を利用して、ファイル比較時にエディタ ペインで表示する色を管理します。 色の変更は、各エディタ ペインに適
用されます。
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オプション 説明

テキストの種類 ファイルの相違点および類似点を識別しやすくするために、別個の背景色を指定します。 このオプショ
ンにより、[ファイル比較/マージ] ウィンドウ上で色分けできるテキストの種類の一覧を表示します。 背
景色ボタンは、選択したテキストの種類に応じて自動的に色が変わります。 テキスト プレビュー領域
に、現在設定されている色の構成が表示されます。 次の種類のテキストの背景色を変更できます。

- 変更なしテキスト

- 変更テキスト

- 挿入テキスト

- 削除テキスト

- 競合テキスト

- 移動テキスト

- 移動変更テキスト

- 移動挿入テキスト

- 凍結テキスト。 これは、テキストの種類 ドロップダウン リストでは 変更済み（上級マージ モード） と
いう名前です。 この種類のテキストは、マージされている、結果ペイン以外のテキストを表します。

背景色 選択している テキストの種類 の背景色を表示します。 このボタンをクリックすると、色を指定するため
の 色の選択 ダイアログ ボックスが表示されます。

関連概念

ファイル比較/マージの概要

関連手順

ファイルを比較およびマージする

ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする

旧リビジョンのファイル内容を比較する

2 つのローカル ファイルを比較する

ファイル比較/マージ オプションを設定する

関連参照

ファイル比較/マージのオプション

ファイル比較/マージのキーボード ショートカット

ファイル比較/マージのアクション
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フォルダ比較（[ファイル比較/マージのオプション]）
これらのオプションの設定はフォルダ比較時のみに有効です。スタート メニューから選択するファイル比較/マージの外部
バージョンからにのみ適用されます。 オプションを設定するには、ツール    オプション...    フォルダ比較 をクリックしま
す。

フォルダ比較オプション（メイン）

パラグラフごとに、ダイアグラムの主要なコンポーネントを説明します。

オプション 説明

ツリーのフォント 比較結果のペインで表示するフォントおよびサイズを設定します。

無視する拡張子 フォルダ比較の際に無視するファイル拡張子を指定します。例：dll;exe

次の拡張子のファイルだけ表示する フォルダ比較の対象とするファイル拡張子を指定します。

無視するフォルダ フォルダ比較の際に無視したいフォルダを指定します。

空のフォルダを表示しない フォルダ比較の際に空のフォルダを無視します。

縮小リスト表示 ファイルが一方に存在するが、対のフォルダ（これから挿入される）に存在しない
場合、縮小リスト表示を使います。 ファイルが存在しない方のフォルダにはファイ
ルが存在しないことを示す、折りたたまれた色付のブロックが線として表示されま
す。 このチェック ボックスがオフの場合、ビューには色付きの空のブロックが表示
され、存在しないファイルがあることを示します。

保存していない変更を強調表示する ビュー ペインに保存していない変更を強調表示します。

未変更のコンポーネントを非表示 差分が発見されなかったすべてのフォルダを非表示にします。これにより、ツリー
に表示されるフォルダは差分のあるもののみとなります。

スマート比較

スマート比較を使用すると、さらにきめ細かいフォルダ比較の設定ができます。ファイル比較/マージはオプション設定項目
に基づき、フォルダ構成やフォルダ名にかかわらず、近似のファイルを発見します。

オプション 説明

ファイルの照合でファイル名を使用する ファイル名とファイルの内容のどちらを比較に使用するかを
指定します。 オンの場合、ファイルが同一かどうかの判断
にファイル名が使用されます。 オフの場合、ファイルが同一
かどうかの判断にファイルの内容が使用されます。

内容の一致するファイルが見つからない場合にファイル名
を照合する

オンにすると、ファイル比較/マージは内容で一致する部分
が見つからない場合にファイル名を使用してファイル内容を
比較します。

フォルダの照合でフォルダ名を使用する 比較にフォルダ名を使用するか、内容を使用するかを指定
します。 オンにすると、フォルダ名を使用して同じフォルダ
を特定します。 オフにすると、ファイル比較/マージは名前
に関係なくフォルダを照合します。

ファイルを照合する最大行数 2 つのファイルの内容を比較する際に読み込む行数を指定
します。 指定された最大行数より後の差分は無視されま
す。

ファイル照合における一致率 ファイルの比較時の類似する内容との類似性の割合です。

他のツリー差分アルゴリズムを使用する このアルゴリズムは次のように動作します。

一致するファイルの元のフォルダ構造は保持されず、ツー
ルバーの簡単切り替えボタンを使用して従来の比較結果を
表示することはできません。そして、適切なコピー操作を行
います。
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照合条件に一致する最初のファイルのみが保持されま
す。 類似ファイルを含むフォルダを照合するには、他のア
プローチを使用します。

レポート トランスフォーマ

レポート トランスフォーマ のページでは、新しいトランスフォーマの定義、トランスフォーマの編集、またはトランスフォーマ
の削除ができます。 オプションはレポートを生成するときに（ツールバーの レポートの生成 をクリック）、設定することもでき
ます。 空のトランスフォーマ、または定義済みのトランスフォーマが選択できるほか、新しいトランスフォーマを作成すること
ができます。

オプション 説明

レポート トランスフォーマ リスト 利用可能なレポート トランスフォーマの一覧を表示します。これらのトランスフォーマ
は XML ファイルをさまざまなレポートに変換するのに用いられます。

追加...、および、表示/編集... これらのボタンをクリックすると、レポート トランスフォーマの構成 ダイアログ ボックス
が表示され、レポート トランスフォーマ XML ファイルの新規追加、表示、または編集が
できます。

削除 選択したレポート トランスフォーマを一覧から削除します。

色の設定

色の設定 を利用して、ファイル比較時にエディタ ペインで表示する色を管理します。

オプション 説明

コンポーネントの種類 ファイル比較/マージ ウィンドウ上で色分けできるコンポーネントの種類を一覧表示します。 背景
色ボタンは、選択しているコンポーネントの種類に応じて自動的に色が変わります。 テキスト プ
レビュー エリアに、現在設定されている色の構成が表示されます。

背景色 選択している コンポーネント タイプ の背景色を表示します。 このボタンをクリックすると、色を指
定するための 色の選択 ダイアログ ボックスが表示されます。

関連概念

ファイル比較/マージの概要

関連手順

ファイルを比較およびマージする

フォルダを比較する

フォルダをマージする

ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

ファイル比較/マージ オプションを設定する

関連参照

ファイル比較/マージのオプション

ファイル比較/マージのキーボード ショートカット

ファイル比較/マージのアクション
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