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Borland StarTeam 2009 インストール ド
キュメントの紹介
この章では、Borland StarTeam 製品のインストールの概要とこのインストール ガイドに含まれているイン
ストール手順について説明します。

このインストール ガイドに含まれている情報
このドキュメントは、以下の Borland StarTeam 製品のインストール手順について説明しています。
•

Borland StarTeam Server 2009 (Windows および Linux 対応)

•

Borland StarTeam Cross-Platform Client 2009

•

Borland StarTeam Web Server

•

Borland StarTeamMPX 2009 - Windows および Linux 対応 (以下を含む)

•

•

•

StarTeam Event and File Transmitters (StarTeam Server 2009 のインストール時にインストール
済み)

•

StarTeam Message Broker

•

StarTeam Cache Agent

StarTeam Workflow Extensions (以下を含む)
•

StarTeam Extensions

•

StarTeam Workflow Designer

•

StarTeam Notification Agent

StarTeam Layout Designer

さらに、このドキュメントは以下の情報を含んでいます。
•

Microsoft SQL Server と Oracle のためのデータベース構成

•

サーバー構成のアップグレード

•

ソフトウェアのインストールと構成のサポート情報

•

データの格納場所

StarTeam 製品の完全なリストとそれらへのアクセス方法については、次のセクションを参照してくださ
い。

Borland StarTeam 製品とインストール手順へのアクセス
Borland StarTeam 製品の概要とその入手方法、インストール手順の入手方法を以降のセクションで説明し
ます。

Borland StarTeam 2009 インストール ドキュメントの紹介

|

9

StarTeam Enterprise ライセンスに含まれる製品
次の表は、Borland StarTeam 製品の概要とその入手場所、インストール手順の参照先の一覧です。

Borland StarTeam 2009

Web からダウン
ロード

Windows 用
DVD セット

製品に統合されて
いるインストール 別のインストール
ガイド (このド
ガイド
キュメント)

StarTeam Server 2009 - Windows

〇

〇

〇

StarTeam Cross-Platform Client
+
2009

〇

〇

〇

StarTeam Web Client

〇

〇

〇

Borland LDAP Quickstart Manager

〇

〇

StarTeam Layout Designer
*

StarTeam SDK (完全版)

StarTeamMPX (Message Broker、
Event Transmitter)

〇
〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

+

Universal Client など Windows 以外の各種プラットフォーム用に、複数のバージョンをダウンロードでき
ます。
*

StarTeam SDK ランタイムは、クライアントと一緒に自動的にインストールされます。このエントリは、
StarTeam Server を利用する追加アプリケーションを作成するために開発者が使用する完全版 SDK を参照
します。

StarTeam Enterprise Advantage ライセンスに含まれる
製品
StarTeam Enterprise ライセンスに含まれる製品に加えて、StarTeam Enterprise Advantage ライセンス
には次の表に示す製品が含まれます。 次の表は、Borland StarTeam 製品の概要とその入手場所、インス
トール手順の参照先の一覧です。

Borland StarTeam 2009

Web からダウン
ロード

Windows 用
DVD セット

製品に統合されて
いるインストール 別のインストール
ガイド (このド
ガイド
キュメント)

StarTeam Cache Agent

〇

〇

〇

〇

〇

〇

StarTeam Workflow Extensions
(StarTeam Extensions, StarTeam
Workflow Designer, StarTeam
Notification Agent)
Borland Search

10
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管理されている

Borland StarTeam 2009 インストール ドキュメントの紹介

〇

Borland StarTeam 2009

*

StarTeam Datamart

Web からダウン
ロード

Windows 用
DVD セット

製品に統合されて
いるインストール 別のインストール
ガイド (このド
ガイド
キュメント)

2

管理されている

〇

*

別途購入して Enterprise パッケージに追加できます。

2

Enterprise Advantage を購入すると、管理されたダウンロード ページにアクセスできます。

StarTeam インテグレーション
次の表は、StarTeam インテグレーションの入手場所とインストール手順の参照先の一覧です。

Borland StarTeam 2009

Web からダウン
ロード

Windows 用
DVD セット

製品に統合されて
いるインストール 別のインストール
ガイド (このド
ガイド
キュメント)

StarTeam Visual Studio Integration 〇

〇

StarTeam Microsoft SCC Integration 〇

〇

StarTeam Microsoft Project
Integration

〇

〇

StarTeam Edition for Eclipse

〇

〇
3

StarTeam Synchronizer for Mercury 管理されている
TestDirector for Quality Center

〇

StarTeam Version-Control Add-in for 〇
Mercury TestDirector for Quality
Center

〇

3

ダウンロードの前にライセンスを購入する必要があります。

StarTeam 製品と新機能情報へのアクセス
StarTeam 製品は、次のサイトからダウンロードできます。
http://www.borland.com/downloads/download_starteam.html
StarTeam 2009 の新機能については、『StarTeam ヘルプ』の 入門 ➤ 新機能 から参照できます。インス
トール後にこのヘルプにアクセスするには、スタート ➤ プログラム ➤ Borland StarTeam ➤ StarTeam
Server 2009 ➤ ドキュメント メニューを選択します。

StarTeam 代替インストール DVD
Borland StarTeam 製品の主なインストール方法は、次の場所からインストーラをダウンロードすることで
す。

Borland StarTeam 2009 インストール ドキュメントの紹介
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http://www.borland.com/downloads/download_starteam.html
その他に、代替インストール DVD も用意しています。 DVD からインストールする場合は、「Borland
StarTeam 製品とインストール手順へのアクセス (9 ページ)」に示した手順に従って、製品をインストー
ルしてください。 StarTeam のメイン インストール メニューには以下のオプションがあります。
メイン メニュー オプション

説明

[製品のインストール]

この DVD セットからインストール可能な製品の一覧が表示されるので、イン
ストールする製品を選択します。

[ドキュメントを参照する]

PDF 形式で参照可能な StarTeam ドキュメントの一覧を参照してください。

[CD の内容を参照する]

StarTeam インストール DVD の内容を参照してください。 詳細については、
「StarTeam インストール DVD の内容 (12 ページ)」を参照してください。

[お問い合わせ]

ボーランド社のアドレス、電話番号、およびボーランド社の会社およびサポー
トの Web サイトが表示されます。

StarTeam インストール DVD の内容
StarTeam DVD には、ご購入いただいたライセンスに応じて次の製品のインストールを行うランチャー プ
ログラムが入っています。
DVD 1 - Windows Server 32 ビット
•

LDAP

•

Notification Agent

•

Server
•

MPX Message Broker

•

MPX Cache Agent

DVD 2 - Windows Server 64 ビット
•

LDAP (32 ビット)

•

Notification Agent (32 ビット)

•

Server

•

•

MPX Message Broker

•

MPX Cache Agent

Web Server

DVD 3 - Linux Server 32 ビット

12
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•

LDAP (Windows)

•

Notification Agent

•

Server for Linux
•

MPX Message Broker

•

MPX Cache Agent

Borland StarTeam 2009 インストール ドキュメントの紹介

DVD 4 - Client (利用可能なすべてのプラットフォーム)
•

Layout Designer

•

SDK

•

Cross Platform Client (VCM、FCM、BCO、STCMD)

•

Extensions

•

Workflow Designer

DVD 5 - StarTeam Search (Windows および Linux)
DVD 6 - Datamart (Windows 対応)

Borland StarTeam のドキュメント
Borland StarTeam のドキュメント セットでは、Borland StarTeam 製品スイートの使用方法を説明しま
す。Borland StarTeam のドキュメントは、HTML と Adobe PDF の 2 つの形式で提供されます。両方の形
式のすべてのドキュメントには、以下の場所から参照できます。
•
•

スタート ➤ プログラム ➤ Borland StarTeam ➤ StarTeam Cross-Platform Client 2009 ➤ ドキュ
メント
スタート ➤ プログラム ➤ Borland StarTeam ➤ StarTeam Server 2009 ➤ ドキュメント

HTML ドキュメント
次のドキュメントは、StarTeam については、HTML 形式で提供されます。
•

[StarTeam ヘルプ]: すべてのユーザー タイプを対象にした包括的なオンライン ドキュメント。StarTeam
の使用と管理について説明しています。

•

[Readme]: 特定のインストールについての最新情報 (システム要件、既知の問題、制限を含む) が書か
れています。

Adobe PDF ドキュメント
次のドキュメントは、StarTeam については、Adobe PDF 形式で提供されます。
•

[StarTeam のインストール]: 『StarTeam のインストール』(このドキュメント) には、StarTeam の
"コア" 製品をインストールして構成するための詳細な手順が書かれています。

•

[StarTeam の管理と利用]: このドキュメントは、『StarTeam ヘルプ』の HTML バージョンと同じで
す。 このガイドは、StarTeam の管理者と一般ユーザーの両方を対象にした包括的なドキュメントです。

•

[StarTeam Extensions User’s Guide]: APE (Alternate Properties Editor) など、StarTeam
Extensions の設計および管理の方法を説明します。 StarTeam Workflow Designer と StarTeam
Notification Agent もカバーしています。

•

[StarTeamMPX 管理者ガイド]: StarTeamMPX システムの基本的な操作とアーキテクチャについて説
明し、StarTeamMPX コンポーネントのインストールと構成の手順を示します。
注: 購入およびインストールいただいた StarTeam 製品によっては、このドキュメントで説明している
すべてのアプリケーションがシステム上に存在するとは限りません。

Borland StarTeam 2009 インストール ドキュメントの紹介
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重要: Adobe Reader (.PDF) 形式で配布されているすべてのドキュメントを表示するには Adobe Reader
のバージョン 7.0 以降が必要です。 Adobe Reader のインストール プログラムは、Adobe 社の Web
サイト ( www.adobe.com/jp/) から入手できます。

その他の製品のドキュメント
Borland LDAP Quickstart Manager、Borland Search などのオプション製品のドキュメントは、スタート
➤ プログラム ➤ <製品名> ➤ ドキュメント サブメニューから参照できます。

ボーランドのサポート体制
ボーランドでは、様々なサポート オプションを提供しています。これには、インターネット上の無料サービ
スも含まれており、広範囲な情報源を検索したり、ボーランド製品の他のユーザーとの情報交換ができま
す。さらに、インストール サポートから、有料のコンサルタント レベルのサポートおよび広範囲にわたる
アシスタントまで、さまざまなサポート形態をお選びいただけます。
ボーランドのサポート サービスに関するより詳しい情報については、次のボーランド Web サイトにアクセ
スしてください。
•

•
•

http://support.borland.com - 「Borland Answers」(ボーランドのテクニカル サポート Web サイト)。
登録ユーザーは製品アップグレードやボーランド製品の以前のバージョンを見つけることができます (日
本のサポートについては、http://www.borland.com/jp/services/support/ から)。
http://techpubs.borland.com - ボーランドの技術資料 Web サイト。ボーランド製品のインストール、
構成、管理や使用について説明した PDF ファイルの表示およびダウンロードができます。
http://support.borland.com/download.php - ボーランド製品トライアル Web サイト。登録ユーザー
はトライアル製品を無料でダウンロードできます。

サポート窓口にお問い合わせいただく場合は、マシン環境に関する完全な情報、使用中の製品のバージョ
ン、問題の詳細な説明をご用意ください。
サードパーティ製のツールやドキュメントのサポートについては、そのツールのベンダーにお問い合わせく
ださい。

ドキュメントの表記規則
このガイドで用いている表記規則を次の表に示します。

14

|

表記

表現対象

ファイル ➤ 終了

あるメニューを選択し、続けてサブメニューを選択する操
作。続いて表示されるメニューから選択するコマンドは、
矢印で区切って示されます。たとえば、"ファイル ➤ 終了
を選択" という表現は、メニュー バーから ファイル を選
択し、続いてドロップダウン メニューから 終了 を選択す
るという意味です。

Borland StarTeam 2009 インストール ドキュメントの紹介

表記

表現対象

固定幅フォント

コード、ファイル名、パラメータ、入力する必要のある情
報、システムからのメッセージなど。

太字

UI コントロールや、正確に表記どおりに使用する必要のあ
る情報。書籍名の表記や強調のために使用する場合もあり
ます。

[]

省略可能な構文。

|

相互排他的な選択肢。
注:

ヒント:

重要:

注意:

補足情報。

代替手順についての情報や、有用ではあっても本質的では
ない情報。
作業を完了するのに欠かせない情報。

データが失われるおそれのある操作や、データの損失を防
ぐために従わなければならない手順。

Borland StarTeam 2009 インストール ドキュメントの紹介
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インストールのロードマップ
必要なインストール手順のガイドについては、ユーザーの役割、StarTeam の使用経験、インストールする
製品の種類に応じて、以下の適切なセクションを参照してください。

アップグレードのためのロードマップ
既存の StarTeam ユーザーは、以下に示すように、アップグレードに際して特別な注意点や手順がある製品
がありますので注意してください。
•

StarTeam Server

•

StarTeamMPX (特に StarTeam Cache Agent)

これらの製品については、このドキュメントの各章を参照して、製品ごとにアップグレード手順を確認して
ください。
アップグレード対象製品

参照

StarTeam Server

Windows への StarTeam Server のインストール (18 ペー
ジ)

StarTeam Cache Agent

Cache Agent をインストールする (66 ページ)

StarTeam クライアントのためのロードマップ
StarTeam クライアントのインストールの詳細については、「StarTeam クライアントのインストール (46
ページ)」を参照してください。

Borland StarTeam Server 管理者用のロードマップ
Borland StarTeam 管理者 (IT 管理者) の場合は、以下に示すシステムに、これらの StarTeam 製品をイン
ストールします。

16

|

インストールする製品

インストール先のシステム

StarTeam Server

StarTeam Server として使用するコン 「Windows への StarTeam Server の
ピュータ。このコンピュータは、すべ インストール (18 ページ)」
ての StarTeam クライアントからアク
セスできなければなりません。

StarTeam Workflow Designer と
StarTeam Extensions

StarTeam 管理者のワークステーショ 「StarTeam Workflow Extensions の
ン
インストール (77 ページ)」

インストールのロードマップ

参照

インストールする製品

インストール先のシステム

参照

StarTeam Notification Agent

通常は StarTeam Server と同じコン
ピュータ

「StarTeam Notification Agent をイ
ンストールする (83 ページ)」

StarTeamMPX サービス (Message
Broker)

StarTeam Server 用のコンピュータ。 「Message Broker をインストールす
地理的に主だった各地に置かれている る (64 ページ)」
可能性があるが、StarTeamMPX と
StarTeam Cache Agent の使い方に
よって異なります。 StarTeam Server
用のコンピュータではなく、ネット
ワーク上で近いコンピュータにインス
トールすることもできます。

StarTeamMPX Cache Agent

StarTeam Server と同じコンピュータ 「Cache Agent をインストールする
上か、近くのコンピュータ ネットワー (66 ページ)」
ク上で、ルート Cache Agent として
機能する 1 つの Cache Agent。 また、
地理的に主だった各地に置かれている
1 つのリモート Cache Agent。通常
は、リモート Message Broker と同じ
コンピュータ上に置かれています。 複
数のインスタンスを実行できます。

Borland LDAP Quickstart Manager

StarTeam 管理者のワークステーショ ST_LDAPInstall.pdf (Borland
ン
Technical Publications Web サイ
ト:http://techpubs.borland.com/starteam/
から参照)。

StarTeam Layout Designer

StarTeam 管理者のワークステーショ 「StarTeam Layout Designer のイン
ン
ストール (74 ページ)」

これらの Borland StarTeam 製品は、Borland の次の Web サイトからダウンロードできます。

http://www.borland.com/downloads/download_starteam.html

StarTeam インテグレーションのロードマップ
StarTeam の各インテグレーションは、ボーランドの次の Web サイトからダウンロードできます。

http://www.borland.com/downloads/download_starteam_integrations.html
インストール用の実行可能ファイルをダウンロードしたら、適切な章 (ドキュメント) を参照し、インストー
ル手順を実行します。

インストールのロードマップ
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Windows への StarTeam Server のインス
トール
この章では、StarTeam Server をインストールする方法を説明します。また、特に StarTeam Server の以
前のリリースからアップグレードする場合に、インストール前に済ませておくことが望ましい準備とインス
トール後に実行する必要のある作業についても説明します。
•

導入を判断するために製品を評価する場合や、サイトで初めて使用するために製品をインストールする
場合は、まず「新規インストール時のインストール前の必須タスクを実行する (22 ページ)」に目を通し
てください。

•

製品の以前のバージョンから新しいリリースにアップグレードする場合には、この章のすべての内容に
目を通す必要があります。インストール後は、各サーバー構成をアップグレードする必要があります。
詳細については、「Borland StarTeam 2009 へのアップグレード (23 ページ)」を参照してください。

StarTeam Server について
StarTeam Server は、分散環境の開発チームや、モバイル環境で作業するチーム メンバをサポートする強
力なツールです。UTF-8 でエンコード可能なすべての言語のデータがサポートされます。StarTeam Server
によって管理されるデータには、さまざまなクライアントを使用してアクセスできます。よく使用される主
要なクライアントは、StarTeam Cross-Platform Client (Windows、Solaris、および Linux の各 OS をサ
ポート) です。
他のクライアントは他の方法でサーバーにアクセスします。たとえば、StarTeam Web Client は Internet
Explorer からサーバーにアクセスできます。StarTeam インテグレーションでは、対応 IDE アプリケーショ
ン (Microsoft Visual Studio など) やプラットフォーム (Eclipse など) から StarTeam Server にアクセス
します。
StarTeam Server には、ローカルやリモートから、インターネット、イントラネット、WAN、ダイヤル
アップ接続などの経路でアクセスできます。組み込みの暗号化メカニズムにより、インターネットのような
公開されたネットワークを経由する場合でも安全です。通常は、すべてのチーム メンバがアクセスできるコ
ンピュータ上に StarTeam Server をインストールします。その後、各チーム メンバのワークステーション
に StarTeam クライアントをインストールします。StarTeam Server の使用方法については、オンライン
ヘルプを参照してください。

StarTeam Server のシステム要件
ボーランドでは、専用のアプリケーション サーバー上にStarTeam Server を、別のサーバー上にデータベー
スをインストールすることをお勧めします (データベースとして Microsoft SQL Server 2005 Express を使
用する場合を除く)。

18

|

Windows への StarTeam Server のインストール

注: StarTeam Server を実行するコンピュータと、データベース管理システムを実行するコンピュータ
の間に専用の接続を作成してください。最高のパフォーマンスを実現するためには、両方のマシンを同
じ物理スイッチ上に配置してください。
次の表は、StarTeam Server アプリケーションおよびデータベースを配置するコンピュータの最小および
推奨ハードウェア要件です。表には特定のプロセッサ速度が記載されていますが、最高のパフォーマンスを
実現するためには、利用可能な最速の CPU を常に使用することをお勧めします。

サポート対象オペレーティング システム
StarTeam Server のこのリリースでは、次のオペレーティング システムがサポートされています。
•

Microsoft Windows Server 2003 SP2 (32 ビット版)

•

Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 (32 ビット版)

•

Microsoft Windows Server 2008 (64 ビット版)

•

Red Hat Enterprise Linux 5 Server (32 ビット版)
注: 64 ビット版 Windows StarTeam コンポーネントを 32ビット 版 Windows システムにインストー
ルすることはできません。 Java VM のインストールを試みた時点で、インストーラからエラーが返さ
れます。

サポート対象データベース
StarTeam Server では、以下のデータベースと ODBC ドライバが動作テストされ、サポートされていま
す。
データベース要件

CPU

バージョン

ODBC バージョン

Microsoft SQL Server 2005 x86 (32 ビット)
1
Express

2005 (SP3)

SQL Native Client 2005
9.00.4035 (32 ビット、64
ビット)

Microsoft SQL Server 2005 x86

2005 (SP3)

SQL Native Client 2005
9.00.4035 (32 ビット、64
ビット)

Oracle 10R2

32 ビット

10.02.00.04

10.02.00.04

Oracle 11g

32 ビット

11.01.00.06

11.01.00.06

Oracle 10R2 Client

32 ビット、64 ビット

10.02.00.04

10.2.0.4.0

Oracle 11g Client

32 ビット、64 ビット

•

11.01.00.06 (32 ビッ
ト)

•

11.01.00.06 Client パッ
チ 14 (64 ビット)

11.01.00.06

1

Microsoft SQL Server Express は、StarTeam Server インストールの一部としてインストールできます。

インストーラでは次のデフォルト パスワードを使用します。

Windows への StarTeam Server のインストール
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•

sa: StarTeam123

•

StarDraw: StarDraw123

その他のデータベース製品は、各ベンダから購入が必要です。 詳細については、「データベース サーバー
のシステム要件 (20 ページ)」を参照してください。

同一コンピュータへの StarTeam Server と SQL Server
Express のインストール
SQL Server Express を使用するとき、データベースは通常、そのデータベースと通信する StarTeam Server
と同じコンピュータ上に配置されます。 以下に示す、StarTeam Server と SQL Server Express の両方を
同じコンピュータにインストールした場合のハードウェア要件は、登録ユーザー数に基づくものです。ただ
し、StarTeam プロジェクトのサイズや、サーバー構成によって管理されるプロジェクトの個数によっては
変わる可能性があります。
次の表に推奨するシステム構成要件 (同一コンピュータで SQL Server Express と StarTeam Server を使
用する場合) を示します。
ユーザー数

推奨構成

- 49

32 ビット、デュアルコア マシン (4GB RAM 搭載)

50 – 100

32 ビット、クアッドコア マシン (4-8GB RAM 搭載)

注: 登録ユーザー数が 100 を超える構成については、SQL Server Express の使用を推奨しません。

StarTeam を別のコンピュータ上に配置する場合
以下のハードウェア要件は、データベース サーバーとは別のコンピュータ上で StarTeam Server を実行す
る場合のものです。 これらの要件はピーク時ユーザー数 (ピーク時の同時使用ユーザーの最大数) を基にし
ています。ただし、StarTeam プロジェクトのサイズや、サーバー構成によって管理されるプロジェクトの
個数によっては変わる可能性があります。
ピーク時ユーザー数

推奨構成

- 99

32 ビット、デュアルコア システム (4GB メモリ搭載)

100 - 200

32 ビット、クアッドコア システム (4 ～ 8GB メモリ搭載)

201 -

64 ビット、クアッドコア システム (8 ～ 16GB メモリ搭載)

データベース サーバーのシステム要件
以下の推奨要件は、StarTeam Server と同一コンピュータ上にない場合のデータベース サーバーに当ては
まります。 ピーク時ユーザー数は、使用率ピーク時の同時使用ユーザーの最大数です。
SQL Server および Oracle データベースをテストしているのは 32 ビット版だけです。 SSE データベース
は 32 ビットおよび 64 ビット版の両方でテストしています。
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ピーク時ユーザー数

ハードウェア構成

データベース要件

- 99

デュアル コア プロセッサと 4 GB の RAM を
搭載したコンピュータ

最小構成: Microsoft SQL Server Express 2005
SP2
推奨:
•

Oracle 10g R2 (10.2.0.4.0) および 11g
(11.1.0.6.0)

•

Microsoft SQL Server 2005 SP2

100 - 200

最小構成: クアッド プロセッサと 4 GB の RAM 最小/推奨:
を搭載したコンピュータ
• Oracle 10g R2 (10.2.0.4.0) および 11g
推奨: 最小構成に RAID を加えたシステム
(11.1.0.6.0)
• Microsoft SQL Server 2005 SP2

201 -

最小構成: クアッド プロセッサと 4-8 GB の 最小/推奨:
RAM を搭載した高性能エンタープライズ サー
• Oracle 10g R2 (10.2.0.4.0) および 11g
バー
(11.1.0.6.0)
推奨: 最小構成に RAID を加えたシステム
• Microsoft SQL Server 2005 SP2

サードパーティのソフトウェア要件
StarTeam Server では Sun Microsystems Java Virtual Machine 1.6.0_13 が使用され、C:\Program
Files\Borland\Java\Sun1.6.0_13 に自動的にインストールされます。
StarTeam Cross-Platform Client のインストーラでは、Sun tzupdater プログラムをこのリリースでイン
ストールされた Sun JRE (1.6.0_13) に対して実行します。 tzupdater プログラムは東部、山岳部、ハワイ
時間ゾーンに DST (Daylight Savings Time、夏時間) 情報を正しく設定するために JRE を変更します。 こ
のプログラムは lib/zi フォルダから存在する場合は 3 つの JRE ファイル ( EST、HST、MST) も削除しま
す。
Adobe Reader は、Adobe PDF (Portable Document Format) 形式で配布される StarTeam ドキュメント
を読むのに必要です。 無償の Adobe Reader (バージョン 7.0 以降) で表示できます。 Acrobat Reader の
最新バージョンは、Adobe の Web サイト (http://www.adobe.com/jp/) からダウンロードできます。

大容量メモリのサポート
32 ビット版 Windows システムでは、4GT RAM のチューニングを使用して、StarTeam Server で 3 GB
のメモリを使用できるようにします。 この機能を有効にするには、Boot.ini ファイルに /3GB スイッチを加
える必要があります。 このスイッチの詳細については、次の記事を参照してください。

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa366521.aspx
32 ビット版 Windows システムでは、ページ ファイルの最大サイズにも注意する必要があります。これは、
複数のアプリケーションが同一コンピュータ上で実行されているときのメモリ割り当てに影響します。 次の
記事を参照してください。

Windows への StarTeam Server のインストール
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http://support.microsoft.com/kb/237740
/3GB スイッチを使用する場合は、Page Table Entry (PTE) 制限にも注意してください。 次の記事を参照
してください。

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;311901

StarTeam Server での Unicode 文字セットのサポートに
ついて
StarTeam Server は UTF-8 でエンコード可能なすべての言語のデータをサポートしますが、キーワード展
開には ASCII 文字 (0～127) のみを使用します。 キーワード展開と EOL 変換は、UTF-8 や Cp1252 を含
むすべての "ASCII ベースの" エンコーディングに対して機能します。 さまざまな UTF-16 エンコーディン
グに対して、StarTeam は現在 EOL 変換を行いますが、キーワードは展開しません。
カスタム フィールドの内部名には ASCII 文字しか使用できませんが、表示名には非英語文字セットを使用
できます。

新規インストール時のインストール前の必須タスクを実行する
StarTeam Server をインストールする前に、次の事項を実行します。
1. インストール先のコンピュータシステムが、インストールする製品の最小要件を満たしていることを確
認します。詳細については、「StarTeam Server のシステム要件 (18 ページ)」を参照してください。
2. StarTeam Server およびその他の StarTeam 製品をインストールするには、インストール先のコンピュー
タに対するローカル管理者の権限が必要です。また、インストールを行うローカル管理者アカウントの
設定は、インストール先のコンピュータに保存されている必要があります。ローカル設定がネットワー
ク ドライブ上に保存されている場合、StarTeam Server と StarTeam クライアントは正常に動作しま
せん。
3. StarTeam Server をインストールするコンピュータの画面表示を 256 色以上に設定する必要がありま
す。
4. サーバー構成のデフォルト データベースである SQL Server Express だけを使用する場合を除いて、
StarTeam Server とともに使用するデータベース管理システムをインストールする必要があります。
データベース サーバーは別のコンピュータにインストールするのが一般的です。インストール先のコン
ピュータ システムが、使用するデータベース製品の最小要件を満たしていることを確認します。詳細に
ついては、データベース管理システムに付属のドキュメントを参照してください。サポート対象データ
ベースの詳細については、「データベース サーバーのシステム要件 (20 ページ)」を参照してください。
注: StarTeam Server を実行するコンピュータと、データベース管理システムを実行するコンピュー
タの間に専用の接続を構築することをお勧めします。最高のパフォーマンスを実現するためには、両
方のコンピュータを同じ物理スイッチ上に配置することをお勧めします。
5. データベース クライアントを StarTeam Server と同じコンピュータにインストールします。
6. StarTeam のデフォルト データベースである SQL Server Express を使用する予定の場合、SQL Server
Express は通常、StarTeam Server と同じコンピュータ上に同時にインストールされます。DVD から
インストールする場合、SQL Server Express の複数インスタンス分のコピーを使用できます。StarTeam
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Server を使用するには 1 つのインスタンスだけで十分ですが、StarTeam のインストール先コンピュー
タで別のアプリケーションが既に SQL Server Express を使用している場合があるため、インストール
パッケージには最低 2 つのインスタンスが用意されています。各データベース ファイルには Microsoft
Corporation から固有の番号が付与され、同じ番号を持つデータベース ファイルを両方のアプリケーショ
ンから使用できません。
StarTeam Server にはデフォルト データベースとして SQL Server Express が付属しますが、ボーラン
ドでは、チームが小規模であり比較的少量のデータしか扱わない場合を除いて、エンタープライズ レベ
ルのデータベース管理システムを使用することを推奨します。
SQL Server Express には、SQL Server 2005 Management Studio Express が組み込まれています。
7. StarTeam Server はすべての UTF-8 文字セットに対応しているため、データベースのコードページ設
定が非常に重要になる場合があります。詳細については、サーバー構成の作成 (使用するデータベースの
種類別) に関する章で説明します。
•

Microsoft SQL Server および SQL Server Express データベースについては、「エンコーディングの
違いについて (86 ページ)」を参照してください。

•

Oracle データベースについては、「データベースの文字セットと StarTeam Server (107 ページ)」を
参照してください。

Borland StarTeam 2009 へのアップグレード
以前のリリースの StarTeam Server を使用していた場合、新しいリリースのインストール後に、個々のサー
バー構成をアップグレードする必要があります。アップグレード処理の内容は、以下の要因によって大きく
異なります。
•

使用しているデータベースの種類

•

使用している StarTeam Server のリリース (旧)

StarTeam Server 2009 へのアップグレードには、これまでの StarTeam Server のアップグレードよりも
多くのステップが必要になる場合があります。これらステップの時間を考慮に入れてください。

現在の StarTeam Server パッチ レベルの更新
アップグレードする前にパッチが必要かどうかを判別するには、Borland テクニカル サポート
(http://support.borland.com) に問い合わせてください。

アップグレードの準備
アップグレードする前に、次の事項を完了してください。
•

テスト アップグレードを実行する。
ボーランドでは、現在の運用データベースのコピーに対してテスト アップグレードを実行することを強
くお勧めします。

•

アップグレード スケジュールを作成する。
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業務効率が低下するユーザーの数が最も少なくなるように、サーバーのアップグレードの時期を計画し
ます。 アップグレードの前および途中で行うステップの最中には、サーバー構成は実行できません。
サーバーのアップグレードは、1 日の業務終了後または週末に実行するように計画すると便利です。 大
規模なリポジトリまたは速度の遅いシステムがある場合、アップグレードには時間がかかる場合があり
ます。 データベースのサイズによって、また、アップグレードの前にファイルの変換が必要かどうかに
よって、毎週末を何回か使用してダウンタイムを計画する必要があります。 たとえば、最初の週末に変
換、次の週末に保管庫の検証というようにスケジュールを設定します。 アップグレード処理に数週間 (週
末) かかるとき、そのステップの間も以前のリリースのサーバー構成を実稼動させることはできます。た
だし、データが消失しないよう、必ず週末の処理の前後にバックアップしてください。
アップグレードに先立って、所定の期間中にアップグレードを行う予定であること、および、最新バー
ジョンの StarTeam クライアントのインストールが必要になることをチーム メンバに連絡しておきま
す。 特に明記されていない限り、特定リリースの StarTeam クライアントはそのリリース、1 世代前の
リリース、および 1 世代後のリリースの StarTeam Server と組み合わせて動作します。 新しいサーバー
で古いクライアントを動かすと、クライアントは新機能にはアクセスできません。 たとえば、古いクラ
イアントには、新しいメニュー コマンドはありません。
•

サーバー構成をバックアップする。
アップグレード処理の重要なステップを開始する前に、サーバー構成のファイルおよびフォルダ (データ
ベース ファイル、アーカイブ ファイルなど) がバックアップされており、そのバックアップが最新かつ
検証済みであることを確認します。

アップグレード処理の概要
次の表は、アップグレード処理の概要を示したものです。 詳細については、次の節を参照してください。
旧リリース

新リリース

アップグレード手順

2008

2009

1. StarTeam リポジトリとその他の
サーバー ファイルをバックアップ
します。

2008 Release 2

2. StarTeam Server 2009 をインス
トールします。
3. 必要に応じて、StarTeam Server
2009 でサポートするバージョンに
データベースをアップグレードま
たは移行します。
4. StarTeam 2008/2008R2 から
StarTeam Server 2009 へのアッ
プグレード手順に従います。

アップグレードの必須タスクを実行する
ここでは Borland StarTeam Server 2009 へのアップグレード手順について説明します。「アップグレー
ド処理の概要 (24 ページ)」に示した表で詳しく述べ、その他の情報については関連する節の参照先も示し
ます。
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Borland StarTeam 2009 にアップグレードする前に、次の準備が必要です。
1. インストール前の問題 (新規インストール時) を確認し、インストール先の環境に該当する問題がないか
どうかを確認します。 詳細については、「新規インストール時のインストール前の必須タスクを実行す
る (22 ページ)」を参照してください。
2. StarTeam Server 2009 にアップグレードできるのは、StarTeam Server 2008 または 2008 Release
2 のみです。 それ以前のリリースを使用している場合は、まず StarTeam Server 2008 または 2008
Release 2 にアップグレードするために必要なステップを実行します。詳細については、『インストール
ガイド』の関連トピックを参照してください。 必ず最新パッチもインストールします。 最新のパッチに
関する情報は、http://support.borland.com を参照してください。
3. StarTeam リポジトリとその他のサーバー ファイルをバックアップします。 バックアップが必要なファ
イルについては、現在インストールされているリリースの StarTeam Server のドキュメントを参照して
ください。
4. サーバー構成が動作している間は、StarTeam Server をインストールできません。 したがって、次の手
順のいずれかを実行する必要があります。
注: 次の手順では例として StarTeam Server 2009 を使用していることに注意してください。 手順
をそれぞれのサーバーに合わせます。
1. サービスとして実行中ではないサーバー構成をシャットダウンするには:
a. スタート ➤ すべてのプログラム ➤ Borland StarTeam ➤ StarTeam Server 2009 ➤ StarTeam
Server を選択して、サーバー管理ツールを起動します。 [サーバー管理] ツールが表示されます。
b. サーバー構成を選択して アクション ➤ サーバーの停止 を選択します。 サーバーの停止の確認メッ
セージで確定した後、ステータス アイコンが "実行中" から "停止中"、"有効化" の順に変わりま
す。
2. StarTeam Server の構成が Windows サービスとして動作している場合、サービスを停止して
StarTeam の実行モードを変更する必要があります。
a. スタート ➤ 設定 ➤ コントロール パネル ➤ 管理ツール ➤ サービス を選択して、Windows のコン
トロール パネルを表示します。 [サービス] ウィンドウが表示されます。
b. 対象の StarTeam Server の構成を選択して [サービスの停止] をクリックします。
c. サービスが停止されたら、[サービス] ダイアログ ボックスとコントロール パネルを閉じます。
d. サーバー構成がサービスとして実行することを停止します。 たとえば、StarTeam Server 2008
で、スタート ➤ すべてのプログラム ➤ Borland StarTeam ➤ StarTeam Server 2009 ➤
StarTeam Server を選択して、サーバー管理ツールを起動します。 [サーバー管理] ツールが表
示されます。
e. サーバー構成を選択し、アクション ➤ サービスとして実行するよう設定 を選択します。 このメ
ニュー コマンドのチェックがなくなり、このサーバー構成は今後サービスとしては実行されない
ことを示します。 サーバー構成のアイコンも変わります。
5. StarTeam Server 2009 をアップグレードする前のバージョンの StarTeam Server と同じコンピュー
タにインストールします。 詳細については、「StarTeam Server をインストールする (28 ページ)」を
参照してください。
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6. 必要に応じて、StarTeam Server 2009 でサポートするバージョンにデータベース マネージャ (RDBMS)
をアップグレードまたは移行します。詳細については、「アップグレードのためのデータベース要件 (26
ページ)」を参照してください。
7. サーバー構成をアップグレードします。 詳細については、「サーバー構成をアップグレードする (27 ペー
ジ)」を参照してください。

アップグレードのためのデータベース要件
必要に応じて、使用しているデータベース管理システム (RDBMS) を、StarTeam Server の新しいバージョ
ンでサポートされているバージョンにアップグレードするか移行しなければなりません。 たとえば、SQL
Server 2000 は今後サポートされません。 このリリースの StarTeam Server にアップグレードする前に、
SQL Server 2005 SP2 にアップグレードする必要があります。
StarTeam Server でサポートされている対象データベースについては、「StarTeam Server のシステム要
件 (18 ページ)」を参照してください。

Microsoft SQL 2000 から SQL 2005 SP2 にアップグレードする
StarTeam Server 2009 では Microsoft SQL 2000 Server はサポート対象外です。Microsoft SQL 2005
SP2 にアップグレードする必要があります。アップグレード手順は次のとおりです。
1. SQL 2000 データベースを SQL Server 2005 上に復元します。
2. StarTeam Server 2009 を使用して、サーバー構成をアップグレードします。

MSDE 2000 から SQL Server 2005 Express SP2 にアップグレードする
StarTeam Server 2009 では MSDE 2000 はサポート対象外です。 Microsoft SQL Server 2005 Express
SP2 にアップグレードできます。 アップグレード手順は次のとおりです。
1. MSDE 2000 からデータベースをバックアップします。
2. MSDE データベースのバックアップを SQL Server 2005 Express SP2 上に復元します。
3. StarTeam Server 2009 をインストールします。
4. 新しいデータベースを指す新しい ODBC DSN を作成します。
5. 既存のサーバー構成に上書きします。
6. サーバー構成のプロパティを新しいデータベース接続で更新します。
1. [サーバー管理] ツールでユーザーの構成を選択します。
2. [構成プロパティ...] を [サーバー] メニューから選択します。
3. [データベース接続情報] ページに移動し、手順 4 で作成した新しい ODBC DSN で更新します。
7. データベースを StarTeam Server の管理ツールを使用してアップグレードします。
1. [サーバー管理] ツールでユーザーの構成を選択します。
2. [アップグレード] を [アクション] メニューから選択するか、使用可能な場合、ツールバーの [デー
タベースのアップグレード] をクリックします。
8. サーバー構成を起動します。
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MSDE 2000 から Oracle 10g R2 または 11g にアップグレードする
StarTeam Server 2009 では MSDE 2000 はサポート対象外です。サポート対象リリースの Oracle に切り
替えます。 アップグレード手順は次のとおりです。
1. MSDE データベースを Oracle 10.2.0.4.0 または 11.1.0.6.0 に移行します。
2. StarTeam Server 2009 を使用して、サーバー構成をアップグレードします。

Oracle 権限を付与する
現在のサーバー構成で、StarTeam Server によって自動的に作成されていない Oracle スキーマ ユーザー
を使用している場合は、そのスキーマ ユーザーに関して、以下に示すすべての権限を確認してください。
これらの権限は、StarTeam Server がラベルの作成やその他の操作を正しく実行できることを保証します。
したがってロールに所属させるのではなく、明示的に定義してください。
•

CREATE PROCEDURE

•

CREATE SEQUENCE

•

CREATE SESSION

•

CREATE TABLE

•

CREATE TRIGGER

•

CREATE TYPE

•

CREATE VIEW

•

UNLIMITED TABLESPACE

•

CREATE ANY CONTEXT

•

DROP ANY CONTEXT

以下の手順は、Oracle の権限を明示的に定義する方法を説明したものです。 ここでは例として "CREATE
TYPE" 権限を挙げています。
"CREATE TYPE" 権限を明示的に定義するには:
1. SYSTEM ユーザーとしてデータベースにログオンします。
2. 次の SQL 文を実行します。
grant create type to schema_user
schema_user は Oracle スキーマ ユーザーの名前です。

サーバー構成をアップグレードする
StarTeam Server 2009 をインストールした後、StarDraw を除く既存のサーバー構成をすべてアップグ
レードする必要があります。 2009 対応の新しい StarDraw はサーバーとともにインストールされます。
サーバー構成とデータベースをアップグレードするには:
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1. Windows の [スタート] メニューから、スタート ➤ すべてのプログラム ➤ Borland StarTeam ➤
StarTeam Server 2009 ➤ StarTeam Server を選択します。 [サーバー管理] ツールが表示されま
す。
2. アップグレードするサーバー構成を選択します。
サーバー構成のステータスが "有効化" になっていても、アップグレード手順を実行するまではそのサー
バー構成は正常に起動しません。
3. ツールバーの [データベースのアップグレード] ボタンをクリックします。
一連のダイアログ ボックスが表示されます。 処理が完了すると、アップグレード操作に成功したことを
示すメッセージが表示されます。 エラーが発生した場合、エラー情報メッセージが表示されます。 アッ
プグレード プロセスではサーバー構成のリポジトリ フォルダにログ ファイルが作成されます。ファイル
名は DBUpgrade.<ロケール>.log でロケールにより変わります (DBUpgrade.en-US.log など)。
注: アップグレード処理を実行するためにはデータベース接続が必要です。 接続を獲得できない場
合、アップグレード処理は失敗します。
•

StarTeam Server コンピュータ上のデータベース接続情報を確認してください。

•

データベースが動作していることを確認してください。

StarTeam Server ファイルへの変更
古い starteam-server-configs.xml ファイルが、以前の StarTeam Server リリースのインストール フォ
ルダから新しいリリースのインストール フォルダにコピーされます。

StarTeam Server をインストールする
StarTeam Server をインストールする前に、必ず「新規インストール時のインストール前の必須タスクを
実行する (22 ページ)」の内容に目を通してください。 StarTeam Server の以前のリリースからアップグ
レードする場合は、「現在の StarTeam Server パッチ レベルの更新 (23 ページ)」の内容にも目を通して
ください。
StarTeam Server をインストールするには:
1. 他のすべての Windows アプリケーションを閉じます。
2. ダウンロードしたインストーラを実行するか、インストール DVD の場合は、DVD ドライブに StarTeam
2009 インストール DVD Disk 1 をセットします。 Borland StarTeam ランチャ ウィンドウが自動的に
表示されます。
インストール メニューが、セットした DVD ドライブから自動的に表示されない場合は、次の手順でメ
ニューを表示します。
1. Windows の [スタート] メニューから スタート ➤ ファイル名を指定して実行... を選択します。
2. コマンド プロンプトで、次のように入力します。
x:\setup.exe
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x: は DVD ドライブのドライブ文字です。
3. Enter を押します。 StarTeam 2009 インストール メイン メニューが開きます。
3. 製品のインストール をクリックします。
4. 画面に表示される指示に従って Server をクリックします。
1. 英語以外のバージョンの場合は、ドロップダウン リストから言語を選択して OK をクリックします。
2. 開始画面 ダイアログ ボックスの情報を読み、次へ をクリックします。
3. 契約 ダイアログ ボックスで、以下を行います。
a. 使用許諾契約の条項を読みます。
b. 使用許諾契約に同意する場合は、使用許諾契約の条項に同意する をクリックします。
使用許諾契約に同意しない場合は、製品をインストールできません。
c. 次へ をクリックします。
4. インストール セットを選択 ダイアログ ボックスで、次のことを行います。
a. 標準、最小、または カスタム を選択します。
•

[標準]: 最も一般的なオプションで StarTeam Server をインストールします。 多くのユーザー
に適しています。 選択されるオプションはアプリケーション、サーバー構成のサンプル、SQL
Server Express、およびオンライン ヘルプです。

•

[最小]: 最小限必要なオプションで StarTeam Server をインストールします。 アプリケーショ
ンとオンライン ヘルプだけがインストールされます。 データベースとして SQL Server Express
を使用する予定がなく、サンプルの StarDraw サーバー構成をインストールする必要がない場
合、このインストールを選択します。

•

[カスタム]: インストールするオプションを選択できます。 上級ユーザーにお勧めします。

以下のような場合は必ず、カスタム インストールを実行してください。
•

StarTeam Server がインストールされたコンピュータから、ユーザーにネットワーク経由で
StarTeam クライアントをインストールさせる場合。

•

SQL Server Express Edition データベースをインストールせず、このデータベースで動作する
StarDraw サンプル リポジトリもインストールしない場合。

b. カスタム インストールの場合のみ、使用可能な対象のチェック ボックスをオン (インストールす
る) に、またはオフ (インストールしない) にします。
•

[StarTeam Server]: StarTeam Server の前回のインストールで、インストールしなかった
コンポーネントをインストールするためにカスタム インストールを使用する場合、このチェッ
ク ボックスをオフします。 たとえば、前回のカスタム インストールで、SQL Server Express
をインストールしないことを選択したとします。 すべてのサーバー プログラム ファイルの再
インストールではなく、このデータベースだけを追加するには、[StarTeam Server] チェック
ボックスをオフにします。

•

[クライアントのセットアップ]: クライアントの設定ファイルは、サーバー インストールに自
動的には組み込まれません。 [クライアントのセットアップ] チェック ボックスをオンにした
場合、StarTeam Server のインストール フォルダの子フォルダである Client Setup フォルダ
に StarTeam Cross-Platform Client インストーラがインストールされます。 すべてのチーム
メンバがこのフォルダにアクセスできることを確認します。
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•

[SSE 2005]: Microsoft SQL Server 2005 Express は SQL Server 2005 互換のデータベース
エンジンであり、使用許諾契約に定められた条件のもとで無償で利用できます。 SSE 2005 は
デフォルト データベースとして使用されるため、標準インストールの一部としてインストール
されます。 Microsoft SQL Server や Oracle などのエンタープライズレベルのデータベースだ
けを使用する場合、StarTeam Server をインストールするコンピュータに SQL Server Express
ファイルをインストールする必要はありません。

•

[サーバー構成のサンプル]: StarDraw をインストールしない場合はこのチェック ボックスを
オフにします。 このリリースに付属するサンプルの StarDraw サーバー構成をインストールし
ても、既存の StarDraw 構成は上書きされません。 ただし、StarTeam 2009 の
starteam-server-configs.xml ファイル内の StarDraw サーバー構成は新しい StarDraw を参
照します。

•

[StarTeam Toolbar]: パスワードを記憶させて、ログオンをより簡単にするために、StarTeam
Toolbar をインストールします。

c. 次へ をクリックします。
5. [インストール フォルダの選択] ダイアログ ボックスで、[選択...] ボタンをクリックして、インス
トール フォルダとして使用する場所を指定します (デフォルトのインストール先は C:\Program
Files\Borland\StarTeam Server 2009)。
6. [MPX オプション] ダイアログ ボックスを使用して、サーバー構成で使用する MPX のプロファイル
を変更できます。
今回初めて StarTeamMPX Event および File Transmitters がこのコンピュータにインストールされ
た場合、インストーラは [MPX オプション] ダイアログ ボックスの情報を使用して、Event Transmitter
と File Transmitter 両方のテンプレート ファイルを作成します。 これらのファイルは、インストー
ル フォルダのサブフォルダ (EventServices) に保存されます。
ローカル ホスト名と IP アドレスが、このダイアログ ボックスの上部に参考のため表示されます。
デフォルトでは、Message Broker 接続アドレスは、ローカル コンピュータの IP アドレスを使用し
ます。
a. Event Transmitter (および、デフォルト プロファイルを使用する任意のクライアント) に対して
異なる Message Broker を指定するには、提案された Message Broker 接続アドレスを変更しま
す。
このアドレスは、次の形式で指定します。
tcp:<ホスト>:<ポート>
<ホスト>は、Message Broker が動作するホスト名または IP アドレスです。
<ポート>は、Message Broker が受け付ける接続に使用する TCP/IP ポート番号 (エンドポイン
ト) です (デフォルトは 5101)。
重要: 複数の NIC または 複数の IP アドレスを持つコンピュータにインストールする場合は、
デフォルトのサーバー アドレス設定から変更してください。 正しいサーバー IP アドレスを手
入力する必要があります。 インストーラは、ホスト コンピュータ上で複数のネットワーク ア
ドレスを検知すると、(複数のアドレスが含まれるために) 構文が正しくないサーバー アドレ
ス プロパティを持つデフォルト プロファイルをセットアップします。
ヒント: 複数の Message Broker の接続情報を入力できます。 Event Transmitter (デフォル
ト プロファイルを使用するクライアント) が一覧にある、最初の Message Broker に接続で
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きない場合、一覧の次の Message Broker に接続を試みます。 各 Message Broker のアドレ
スは、コンマ (,) で区切ります。 例: tcp:HostA:5101,tcp:HostB:4999
b. [次へ >] をクリックします。
接続プロファイルの作成と編集の詳細については、『StarTeamMPX Administrator’s Guide』
の第 4 章「Managing the Transmitters」を参照してください。
7. [ショートカット フォルダを選択] ダイアログで、デフォルトの設定 ([その他] オプション ボタンが
選択され、その場所が C:\Documents and Settings\All Users\スタート メニュー\プログラム
\Borland StarTeam\StarTeam Server 2009 に設定) を使用します。
8. [インストール内容の確認] ダイアログ ボックスで設定を確認し、[戻る] を 1 回または複数回クリッ
クして戻り、インストール オプションを変更します。 再び [インストール内容の確認] ダイアログ
ボックスに進み、[次へ] をクリックします。
9. 既にコンピュータに SQL Server Express がインストールされている場合は、パスワードを入力し [イ
ンストール] をクリックしてください。
10.[インストール完了] ダイアログ ボックスで、[完了] をクリックします。
5. StarTeam Server のインストールが終了したら、StarTeam Server のインストール フォルダおよびイ
ンストール ファイルに対するアクセス許可が正しく設定されていることを確認します。 StarTeam 管理
者用の Windows アカウントには、インストール フォルダおよびインストール ファイルに対する完全な
アクセス許可を与える必要があります。 その他の StarTeam ユーザーに対する Windows アクセス許可
は、組織の方針に従って設定します。 必要であれば、ネットワーク管理者に協力を依頼してください。
デフォルトのインストール先を使用する場合、StarTeam Server をインストールすると、Program Files
フォルダ内の次のフォルダにファイルが配置されます。
•

Borland\StarTeam Server 2009
このフォルダとそのサブフォルダには、StarTeam Server の実行に使用される実行可能ファイル、
DLL、およびユーティリティが格納されます。 このフォルダには、インストール処理中のアクション
が記録される StarTeam_Server_2009_InstallLog.log ファイルも格納されます。

•

Borland\StarTeam Server 2009\EventServices
このフォルダには、Event Transmitter と File Transmitter のテンプレート ファイルがあります。
既存の各サーバー構成のサブフォルダがあります。 これらのサブフォルダの中身は、サーバー構成で
使用される MPXEventTransmitter.xml ファイルと MPXFileTransmitter.xml ファイルです。
Enterprise サーバーを使用している場合は、MPXFileTransmitterTemplate.xml ファイルと
MPXFileTransmitter.xml ファイルを削除できます。 File Transmitter は、Enterprise Advantage
限定の機能です。

•

Borland\StarTeam SDK 11.0
このフォルダには、StarTeam Server にアクセスするほとんどのクライアントに必要な StarTeam
SDK が格納されます。
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インストールに関する既知の問題
レジストリに対する必要な権限がないと、SQL Server Express のインストールに失敗することがあります。
次のようなエラー メッセージが表示されます。
InstallSQLAgentSecurity failed (コンピュータ名,LocalSystem,203)
この問題を解決するには、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server キー
のアクセス許可を "フル コントロール" に変更してから SQL Server Express を再インストールします。こ
の変更は Windows レジストリ エディタ (regedt32、regedit) を使用して実行できます。

インストール後の作業を実行する (新規インストール時)
以前に StarTeam Server をインストールしたことがない場合、チーム メンバが StarTeam の使用を開始す
る前に以下の作業を行う必要があります。
StarTeam Server の使用を開始するには:
1. StarTeam サーバー管理ツールを使用して、サーバー構成を作成します。
サーバー構成の作成の詳細については、使用するデータベースの種類に応じて以下のどちらかの章を参
照してください。
•

「StarTeam での Microsoft SQL Server および SQL Server Express データベースの利用 (85 ペー
ジ)」

•

「StarTeam での Oracle データベースの利用 (102 ページ)」

サーバー構成を作成するとき、構成のセッション オプションの値を設定します。セッション オプション
の設定は starteam-server-configs.xml ファイルに格納されます。 セッション オプションでは、StarTeam
Server がサーバー構成を起動するために必要な重要情報を指定します。
2. StarTeam Server の管理ユーザー アカウントを使用して、サーバー構成にログオンします。
StarTeam Server には、無償の管理ユーザーが用意されており、デフォルト名は "Administrator"、デ
フォルト パスワードは "Administrator" です。
3. StarTeam サーバー管理ツールを使用してサーバーを構成し、いくつかのオプションについては
starteam-server-configs.xml ファイルを編集して構成します。
サーバー構成を作成した後で、構成オプションを設定できます。構成オプションの設定はサーバー構成
のデータベースに格納されます。 構成オプションでは、サーバー構成のパフォーマンスを調整し、以下
を含むさまざまな機能を使用可能にできます。
•

電子メール機能と監査機能

•

サーバーとクライアント ワークステーションとの間で転送されるデータの圧縮および暗号化

4. StarTeam Cross-Platform Client を使ったプロジェクトの作成と表示
5. StarTeam サーバー管理ツールを使用して、ユーザーおよびグループを追加します。
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6. StarTeam サーバー管理ツールおよび StarTeam Cross-Platform Client を使用して、サーバー構成、プ
ロジェクト、およびビューに対する適切なアクセス権を設定します。
7. 必要に応じて、StarTeam サーバー管理ツールを使用して、サーバー構成を Microsoft Windows サービ
スとして実行できます。
手順 3 ～ 7 の詳細については、『StarTeam の管理と利用』を参照してください。

インストール後のタスクを実行する (アップグレード時)
以前のバージョンの StarTeam Server からアップグレードする場合、以下の点に注意してください。
•

StarTeam Server の最新リリースで使用するために、既存の StarTeam のサーバー構成をすべてアップ
グレードする必要があります。 サーバー構成のアップグレードおよび Native-II データ保管庫用ハイブ
の作成についての詳細は、「サーバー構成をアップグレードする (27 ページ)」を参照してください。

•

StarTeamMPX を使用する場合、必ず最新の Message Broker および Cache Agent をインストールし
てください。 詳細については、「StarTeamMPX の Windows へのインストール (60 ページ)」を参照
してください。

•

StarTeam Workflow Extensions のインストールとアップグレードの手順については、「StarTeam
Workflow Extensions のインストール (77 ページ)」を参照してください。

StarTeam Server を評価する
StarTeam Server を最初に起動したとき、StarTeam のすべての機能セットを含むエディションである
StarTeam Enterprise Advantage の評価ライセンスが作成されます。
30 日間の製品評価期間が経過する前に、ボーランド株式会社 (AppServer@borland.co.jp) に問い合わせ
て評価延長キーを入手することにより、評価期間を延長できます。
評価期間が終了する前に必ず製品を登録、または評価期間を延長してください。評価期限が経過すると、
StarTeam Server によって管理されるサーバー構成にクライアントがアクセスしても、コンポーネント
(ファイルや変更要求コンポーネントなど) を使用できません。またそのとき、StarTeam Cross-Platform
Client では、上部ペインと下部ペインのタブが表示されなくなります。
StarTeam Server の評価期間を延長するには:
1. 評価期間延長用のキーを入手し、スタート ➤ すべてのプログラム ➤ Borland StarTeam ➤ StarTeam
Server 2009 ➤ StarTeam Server を選択します。[サーバー管理] ツールが表示されます。
2. メニュー バーから ヘルプ ➤ バージョン情報 を選択します。[StarTeam Server のバージョン情報] ダ
イアログが表示されます。
3. このダイアログの左ペインで [ライセンス] ノードを選択します。
4. [評価期間の延長...] をクリックします。[評価期間の延長] ダイアログ ボックスが表示されます。
5. 評価キーを入力して [OK] をクリックします。
6. [StarTeam Server のバージョン情報] ダイアログ ボックスを閉じます。
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StarTeam Server のライセンス登録
StarTeam Server は、Enterprise サーバーまたは Enterprise Advantage サーバーとして実行することが
でき、次の機能があります。
•

StarTeam Enterprise には、StarTeam Server、Cross-Platform Client と Web Client、LDAP Quick
Start Manager、StarTeamMPX (Event Transmitter および Message Broker) および SDK の基本的な
機能セットが用意されています。

•

StarTeam Enterprise Advantage には StarTeam Enterprise のすべての機能に加えて、要件コンポー
ネント、StarTeamMPX (File Transmitter および Cache Agent)、および代替プロパティ エディタ (APE)
を備えた StarTeam Workflow Extensions があります。 代替プロパティ エディタでは、カスタム フォー
ムの作成やワークフロー ルールの設計を通じて、コンポーネント内の全アイテムの状態推移を制御でき
ます。

どちらのサーバーを使用できるか (具体的には、そのサーバー上のどの機能にクライアントがアクセスでき
るか) は製品ライセンスによって決まります。

ライセンスについて
ライセンスは StarTeam Server にアクセスできるユーザー数を決定します。ユーザーには指名ユーザー ラ
イセンスまたは同時使用ライセンスを割り当てることができます。指名ユーザー ライセンスはライセンスを
割り当てられたユーザーだけが使用できます。たとえば、5 ユーザー分の指名ユーザー ライセンスと 25
ユーザー分の同時使用ライセンスを所有している場合、指名ユーザー ライセンスを割り当てられた 5 名の
ユーザーはサーバーにアクセスできることが保証されます。他のユーザーは指名ライセンスを使用できませ
ん。
同時使用ライセンスは、指名ユーザー ライセンスが割り当てられていない任意のユーザーが使用できます。
たとえば、指名ユーザー ライセンスを持たないユーザーには、先着順の原則で同時使用ライセンスが割り当
てられます。すべての同時使用ライセンスが使用中になった後でログオンしようとしたユーザーには、その
時点で使用可能なライセンス数の上限に達していることが通知されます。その場合、ユーザーは後からログ
オンを再試行できます。
必要に応じていくらでもユーザーを追加できますが、サーバーへのアクセス権は、指名ユーザー ライセンス
を持つユーザー、またはログオン時に同時使用ユーザー ライセンスを受け取ったユーザーだけに付与されま
す。
ヒント: Active Directory または OpenLDAP からユーザー情報をインポートし、Borland LDAP
QuickStart Manager を使用して StarTeam ライセンス タイプやライセンス サーバー slip にユーザー
を割り当てることができます。詳細については、『Borland LDAP QuickStart Manager ガイド』を参
照してください。このガイドは、Borland StarTeam インストール DVD および Borland Technical
Publications Web サイト (http://techpubs.borland.com/starteam/) にあります。
StarTeam 指名ユーザー ライセンスを所有している場合、[ユーザー マネージャ] ダイアログ ボックスを使
用して特定のユーザーにライセンスを割り当てる必要があります。それ以外のすべてのユーザーは、StarTeam
同時使用ライセンスを持つものと想定されます。詳細については、『StarTeam の管理と利用』を参照して
ください。
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ボーランド ライセンスがある場合、ユーザーのステータス (指名ユーザーまたは同時使用ユーザー) に関係
なく、[ユーザー マネージャ] ダイアログ ボックスでユーザーを正しい slip に割り当てる必要があります。
slip ではなく、追加のステータス [未割り当て] も使用できます。
StarTeam Server 管理者 (Administrator) には、指名ユーザー ライセンスが自動的に割り当てられます (削
除不可)。これは、利用可能な指名ユーザー ライセンス数としてはカウントされない "無償の" ライセンスで
す。

StarTeam ライセンス登録を利用する
StarTeam Server のライセンスは、次の 2 つのどちらかの方法で登録できます。
•

StarTeam ライセンス登録 (製品内から実行、別名ネイティブ ライセンス登録)

•

ボーランド ライセンス登録 (ライセンス サーバーで使用可能)
重要: BLS を Windows サービスとして起動するときに、BLS をファイアウォールの例外設定 (BLS
サーバー マシンを許可) に追加する必要があります。 追加しないと、StarTeam Server は BLS に接続
できません。

StarTeam ユーザーが、ライセンス未登録バージョンの StarTeam Server によって管理されるサーバー構
成にアクセスしようとした場合、StarTeam クライアントの上部ペインと下部ペインのタブは表示されませ
ん。
ユーザーは、StarTeam Server に対して、指名 Enterprise ライセンス、同時使用 Enterprise ライセンス、
指名 Enterprise Advantage ライセンス、または同時使用 Enterprise Advantage ライセンスを購入しま
す。 サーバーがユーザーを認識し、そのユーザーに対するライセンスを持つ限り、クライアントは任意の
サーバーにアクセスできます。 ユーザーは通常、ライセンス登録の方法を、 StarTeam ネイティブ ライセ
ンス登録、Borland License Server (BLS) を使用したライセンス登録、または、FLEXnet Publisher ライセ
ンス登録の中から 1 つだけ選択しますが、組み合わせることも可能です。 ライセンス登録は、インストー
ル後に、ライセンス登録サーバーをセットアップして、"slip" ファイルを StarTeam Server の \License
フォルダ (サーバーのインストール フォルダの子) に置く方法、または StarTeam Server のサーバー管理
ツールを使用して StarTeam ネイティブ ライセンスを登録する方法のいずれかによって処理します。
StarTeam Server のライセンスはスタッカブルであるため、すべてのライセンス キーが同じエディション
(Enterprise、または Enterprise Advantage) のものである限り、複数のライセンス キーを入力できます。
最初の新しいライセンスを入力する前に必ず、評価ライセンスを削除してください。 ライセンスの詳細につ
いては、「ライセンスについて (34 ページ)」を参照してください。
サーバーを最初に登録するとき、1 つまたは 2 つのシリアル番号を入力します。 指名ユーザー ライセンス
用と同時使用ライセンス用に 1 つずつの番号です。 複数のシリアル番号を使用するときには、それらがす
べて、StarTeam の同じエディションのものでなければなりません。
指名ユーザー ライセンスまたは同時使用ライセンスは、複数追加できます。StarTeam Server は各シリア
ル番号または slip で供与されるライセンス数を合計することによって、ライセンスの総数を維持管理しま
す。 これはスタッカブル ライセンスという形態です。
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注:
•

サーバー構成が 1 つでも Windows サービスとして動作している間は、StarTeam Server のライセ
ンスを登録できません。

•

登録済みのライセンスを、ユーザーのワークステーション上で StarTeam プロジェクトが開いてい
る間に変更した場合、そのライセンスに対する変更は、プロジェクト ウィンドウを閉じてもう一度
開いた際に、そのユーザーに対して有効になります。

•

Enterprise Advantage エディション用の評価ライセンスの使用後に StarTeam Server を Enterprise
エディションとしてライセンス登録すると、機能セットが変化します。 たとえば、評価期間中に要
件を作成した後に Enterprise Advantage 以外のエディションとして StarTeam Server をライセン
ス登録すると、要件タブは表示されなくなります。

サーバー管理ツールから StarTeam Server のライセンスを登録するには (ネイティブ ライセンス登録):
1. Windows の [スタート] メニューから、スタート ➤ すべてのプログラム ➤ Borland StarTeam ➤
StarTeam Server 2009 ➤ StarTeam Server を選択します。 [サーバー管理] ツールが表示されま
す。
2. [サーバー管理] ウィンドウのメニューバーで ヘルプ ➤ バージョン情報 を選択します。 [StarTeam
Server のバージョン情報] ダイアログ ボックスが開きます。
3. このダイアログ ボックスの左ペインで [ライセンス] ノードを選択します。
4. これからライセンスを入力する必要がある場合、ダイアログ ボックスの右ペインで評価キーを選択し [削
除] をクリックして評価キーを削除する必要があります。
5. [登録...] をクリックします。 [サーバー登録] ダイアログ ボックスが表示されます。
6. [シリアル番号] および [アクセス キー] の各テキストボックスに正しい番号を入力します。 シリアル番
号は大文字と小文字が区別され、アクセス キーでは区別されません。
7. OK をクリックします。
8. [StarTeam Server のバージョン情報] ダイアログ ボックスを閉じます。
ヒント: コマンド プロンプトから StarTeam Server のバージョンのライセンスを登録するには、次
のとおり入力します。 starteamserver -serial <シリアル番号> -access <アクセスキー>

ライセンス サーバーを利用する
StarTeam Server とともに Borland License Server または FLEXnet Publisher を使用できるようになりま
した。ライセンス サーバーを使用するか、それとも従来のリリースと同様の StarTeam ライセンス登録を
使用するかを自由に選択できます。
注:
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•

ライセンス サーバーを使用する場合、ユーザーは StarTeam ユーザー名として各自のネットワーク
ログオン名を使用する必要があります。

•

単一のライセンス サーバーで、複数の StarTeam リリースおよび複数の製品リリースのライセンス
を扱うことができます。

•

Linux 上の FLEXnet Publisher 構成ファイルでは、大文字と小文字が区別されます。

•

StarTeam Server は起動時に slip をチェックし、slip についての情報をメモリに格納します。次に
再起動するまでの間、新しい slip は認識されません。

Windows への StarTeam Server のインストール

•

ユーザーが StarTeam クライアントからログインすると、StarTeam Server は、ユーザーに割り当
てられたライセンスに基づいて、ユーザーが使用できる機能をクライアントに通知します。

•

ユーザーが slip からライセンスを割り当てられるがその slip がライセンス フォルダにもう存在しな
い場合、StarTeam Server はエラー メッセージを表示します。ユーザーのライセンス タイプが "未
割り当て" の場合、ユーザーはログオンせず、StarTeam Server は例外を返します。

管理者はライセンス サーバーを構成するために次の手順を実行します。
1. ボーランドから電子メールでライセンス情報を受け取ります。
ヒント: この情報が必要な場合は、販売担当者に問い合わせてください。
2. ライセンス サーバーをインストールします。
注: ライセンス サーバーに付属しているドキュメントを参照します。
3. ボーランドから送信されたライセンスを設定します。このときボーランドの Web サイトにアクセスし、
ボーランド ライセンス ファイル (slip ファイル) をダウンロードします。
4. StarTeam Server のインストール フォルダのサブフォルダである /License フォルダに slip を保存しま
す。
5. ライセンス サーバーをユーザーに対して構成します。詳細については、ライセンス サーバーに付属して
いるドキュメントを参照してください。
6. StarTeam Server の管理ツールを使用して、次のことを行います。
1. ユーザー名をネットワーク ログオン名に変更します。
2. ユーザーを特定のライセンスに割り当てます。

StarDraw サンプル サーバー構成の使用方法
StarTeam には、StarDraw というサンプル サーバー構成が付属します。 このサーバー構成には Visual
C++ サンプル アプリケーションと関連資料が含まれています。 また、サンプルのファイル、変更要求、ト
ピック、およびタスクが登録されています。 StarDraw サンプル リポジトリを使ってみることで、StarTeam
についての理解を深め、操作を習得できます。
StarTeam Server のインストールにおいて、サンプル サーバー構成は [標準] インストールの一部としてイ
ンストールするか、[カスタム] インストールの一部としてインストールすることもできます。 インストー
ラは、次の操作を実行してサンプルを作成しています。
•

stardraw.mdf データベースを StarTeam Server 2009\Samples\StarDraw_SSE2005\Database
フォルダにコピーします。

•

StarTeam Server 2009\Samples\StarDraw_SSE2005\StarDraw\Archives フォルダと そのサブ
フォルダにサンプル ファイルをコピーします。

•

StarDrawDB110 という名前で ODBC システム DSN (データソース名) を作成します。

•

新しい StarDraw サーバー構成を starteam-server-configs.xml ファイルに追加します。 以前の StarDraw
サーバー構成がこのファイルに定義されている場合、新しいリリースの StarDraw のバージョンに合わ
せてその設定が更新されます。

Windows への StarTeam Server のインストール
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重要:
starteam-server-configs.xml ファイルにおける、StarDraw リポジトリの ServerGuid の既定値は次
のとおりです。
be5ee3b0-c719-49c6-a1a1-f493764a03f5
この値を変更しないでください。 ServerGuid を変更すると、StarDraw サーバー構成が起動しなくな
ります。
StarDraw サーバー構成は検証およびトレーニング目的にのみ使用し、実際の開発用データには絶対に使用
しないでください。

Windows 上での StarTeam Server のアンインストール
StarTeam Server では、インストールとアンインストールに InstallAnywhere を使用します。 Windows
システム (Server 2003 や XP Pro など) 上でこの製品をアンインストールするときに以下の Java VM エラー
のいずれかが発生した場合は、Sun の Web サイトから JRE 1.6.0_13 またはそれ以前のバージョンをイン
ストールしなければならない可能性があります。
アンインストール時のエラー:
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•

"Can't launch executable. Could not find a suitable Java Virtual machine on your system."(実
行可能ファイルを起動できません。お使いのシステムに適切な Java 仮想マシンが見つかりませんでし
た。)

•

Windows error 3 occurred while loading the Java VM.(Java VM のロード中に Windows エラー
3 が発生しました。)

Windows への StarTeam Server のインストール

Linux への StarTeam Server のインストー
ル
この章では、StarTeam Server を Linux にインストールする方法を説明します。

移行戦略
ここでは Windows から Linux に StarTeam Server を移行する戦略の概要について説明します。製品が複
雑なため、先にテスト環境で移行をテストすること、および予期しない問題に対処するためのバックアップ
戦略を立てておくことをお勧めします。
この概要説明は、Windows から Linux への StarTeam Server の移行を計画し実行するのに必要な情報を
経験豊富な StarTeam 管理者に提供するものです。
移行するには、移行元の Windows サーバーと移行先の Linux サーバーが両方とも運用していないことが必
要です。ハードウェアの観点では、Linux サーバーのコンピュータが運用環境をサポートするように構成さ
れていなければなりません。両方のサーバーが接続され、Windows サーバーから Linux サーバーにファイ
ルをコピーできるように構成されている必要があります。

StarTeam 2008 Server for Windows から StarTeam
2009 Server for Linux に移行する
StarTeam 2008/2009R2 Server for Windows では Oracle と Microsoft SQL Server の両方のリレーショ
ナル データベース管理システム (RDBMS) をサポートしますが、StarTeam 2009 Server for Linux は Oracle
のみをサポートします。サポート対象データベース プラットフォームについて詳細は、「システムの要件と
前提条件 (41 ページ)」を参照してください。
重要: 次の手順では、移行元の Windows 版 StarTeam 構成で Oracle データベースを使用しているこ
とを仮定しています。SQL Server を使用している StarTeam 2008/2008R2 for Windows の構成から
移行する場合には、StarTeam 2008/2008R2 Server for Windows のヘルプ トピック「サーバー構成
を別のデータベースへ移行する」で示す手順で、最初に Oracle に移行する必要があります。StarTeam
Server for Windows の構成を Oracle データベースに正しく移行したら、Windows から Linux への移
行手順を引続き実行できます。
Windows から Linux に移行するには:
1. 現在の Oracle データベースをバックアップします (StarTeam 2008/2008R2 Server for Windows メ
タデータ格納用スキーマ)。
このバックアップを保存します。このバックアップのコピーを再利用しないでください。
2. StarTeam 2009 Server for Linux を Linux コンピュータにインストールします。
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3. 構成ファイルとハイブ インデックス ファイルを Windows から StarTeam 2009 Server for Linux のイ
ンストール フォルダにコピーします。
4. データ保管庫 (添付ファイルを含む) を Windows サーバーから Linux サーバーにコピーします。
5. Oracle クライアントを Linux コンピュータにインストールします。
インストールする Oracle クライアントがこのリリースのサポート対象バージョンであることを必ず確認
してください。
6. StarTeam ユーザー アカウントを Linux コンピュータに作成します。
7. StarTeam メタデータを格納するために現在使用している Oracle データベースと Linux コンピュータ間
で Oracle 接続を確立します。
8. SQL*Plus でデータベース接続を確認します。
9. [サーバー管理] ツールを開き、ヘルプ ➤ バージョン情報 ➤ ライセンス を選択し、サーバーのライセン
スが正しいことを検証します。
10.構成を選択して、メニューから サーバー ➤ 構成プロパティ... を選択します。
11.全般 タブで正しいログ ファイル パスを設定します。
12.データベース接続情報 タブを選択し、 接続の検証... をクリックして、データベース接続を検証します。
13.サーバー管理から ツール ➤ 管理 ➤ ハイブ マネージャ を選択してハイブを更新します。
複数のハイブがある場合は、すべてのハイブが正しく設定されていることを確認します。
14.[サーバー管理] ツールから、ヘルプ ➤ バージョン情報 ➤ 情報 を選択して、移行先のビルド番号が
Windows 上の移行元のビルド番号以上であることを確認します。移行先のビルド番号が移行元のビルド
番号より大きい場合には、アクション ➤ アップグレード を選択します。
この手順では移行元のデータベースを移行先のビルドにアップグレードします。移行元と移行先のビル
ドが同じ場合には、アップグレードは必要ありません。
15.ログ ファイル パスのディレクトリに作成されたアップグレード ログにエラーがないことを確認します。
16.現在の Oracle データベースをバックアップします。
このバックアップを保存します。このバックアップのコピーを再利用しないでください。
17.[設定を指定して起動...] をクリックしてアップグレード プロセスを検証します。添付ファイルのパス を
参照して、添付ファイル ディレクトリを再設定します。
添付ファイルが Windows からこの添付ファイル ディレクトリにコピーされていることを確認します。
18.ログ ファイル パスのディレクトリに作成されたサーバー ログにエラーがないことを確認します。

前提知識
Linux 版の StarTeam Server および StarTeamMPX Server コンポーネントのインストールと構成を行う
に当たって、StarTeam 管理者は以下の概念と手順を熟知している必要があります。
•

リレーショナル データベースの作成と修正

•

ファイルの作成、実行可能ファイルの実行、アクセス権の管理など、オペレーティング システム機能の
取り扱い

•

構成管理の基本概念

StarTeamMPX の Linux への インストールについては、「Linux への StarTeamMPX のインストール (71
ページ)」を参照してください。
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システムの要件と前提条件
•

Red Hat Enterprise Linux 5
注: 高度なプラットフォーム ストレージ機能、仮想化機能、高可用性機能 (Red Hat Global File
System および Red Hat Cluster Suite) はサポートされていません。

•

Oracle Client 10g Release 2 (10.02.00.04) for Linux x86
注: Oracle データベースは、StarTeam Server と同じマシンに存在する必要はありません。

•

JRE または JDK (バージョン 1.6.0_13 以上)

インストール前の設定
ここでは、StarTeam Server を Linux で実行するために考慮が必要なインストール前の設定に関する情報
について説明します。

環境変数
StarTeam Server または StarTeam Server のコンポーネントをインストールする前に、次の環境変数を設
定します。
•
•
•
•

JAVA_HOME (JRE または JDK 1.6.0_13 以上を指すように設定)
NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.WE8MSWIN1252
ORACLE_HOME (Oracle のホーム ディレクトリを指すように設定)
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$JAVA_HOME/bin:$PATH:

アクセス許可
次のコマンドを root として実行して、 StarTeam Server ユーザー アカウントを、Oracle クライアントの
インストールに使用した Oracle グループのメンバにします。
/usr/sbin/usermod -a -G oinstall starteam_user_name
ここで、oinstall はデフォルトの Oracle グループ名、starteam_user_name は StarTeam Server ユーザー
アカウントです。

StarTeam Server を Linux にインストールする
1. 他のすべてのアプリケーションを閉じます。
2. ダウンロードしたファイルを含むディレクトリに移動します。
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3. コマンド ./server.bin でバイナリ ファイルを実行します。
注: Windows 以外のプラットフォームでインストール (アンインストール) する場合には、インス
トーラを実行するときにインストール済みの Java VM をパラメータで指定します。 この手順が必要
なのは、Windows 以外の OS の Java VM がインストーラにバンドルされていないからです。 コマ
ンド ./server.bin を実行したときに問題が発生した場合には、パラメータ LAX_VM を追加して、
ユーザーの VM へのパスを指定します。 例: ./server.bin LAX_VM /usr/java/latest/jre/bin/java
4. StarTeam Server スプラッシュ スクリーンで、該当する言語を選択し、OK をクリックします。
5. 開始画面 ダイアログ ボックスの情報を読み、次へ をクリックします。
6. ORACLE_HOME 変数がユーザーの環境で設定されていない場合には、[Oracle パスの取得] ダイアログ
ボックスが表示されます。 Oracle クライアントのインストール フォルダへのパスを入力または参照で指
定して、次へ をクリックします。
7. 契約 ダイアログ ボックスで、以下を行います。
a) 使用許諾契約の条項を読みます。
b) 使用許諾契約に同意する場合は、使用許諾契約の条項に同意する をクリックします。
使用許諾契約に同意しない場合は、製品をインストールできません。
c) 次へ をクリックします。
8. インストール セットを選択 ダイアログ ボックスで、標準、最小、カスタム のいずれかを選択します。
•

[標準] -- StarTeam Server と StarDraw サンプル サーバー構成、PDF 形式の StarTeam オンライ
ン ドキュメントをインストールします。

•

[最小] -- 最小限必要なオプションで StarTeam Server をインストールします。 StarDraw サンプル
サーバー構成をインストールしない場合はこのチェック ボックスをオンにします。

•

[カスタム] -- インストールするオプションをユーザーが選択できます。 上級ユーザーにお勧めしま
す。

9. 次へ をクリックします。
10.カスタム インストールの場合にのみ、インストールする機能の選択 ダイアログ ボックスが表示されま
す。 使用可能なチェック ボックスをオン (インストールする) に、またはオフ (インストールしない) に
します。
•

[StarTeam Server] -- StarTeam Server の前回のインストールで、インストールしなかったコン
ポーネントをインストールするためにカスタム インストールを使用する場合に、このチェック ボック
スをオフにできます。

•

[サーバー構成のサンプル] -- StarDraw サンプル サーバー構成をインストールしない場合はこのチェッ
ク ボックスをオフにします。

11.次へ をクリックします。
12.インストール フォルダの選択 ダイアログ ボックスで、選択... をクリックしてインストール フォルダを
参照します (デフォルトは /home/starteam/starteamserver2009)。
13.次へ をクリックします。
14.インストール内容の確認 ダイアログ ボックスで指定情報を見直し、インストール をクリックします。
15.インストール完了 ダイアログ ボックスで、完了 をクリックしてインストーラを終了します。
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[サーバー管理]
サーバー管理アプリケーションを使用すると、各 StarTeam Server の構成と管理を行えます。
サーバー管理アプリケーションを起動するには、インストール ディレクトリから ./serveradmin.sh コマン
ドを実行します。このシェル スクリプトは、共有ライブラリ パス LD_LIBRARY_PATH を設定した後、サー
バー管理アプリケーションを起動します。

SELinux
お使いのシステムで SELinux が有効になっている場合は、StarTeam Server か Cache Agent を起動した
とき、または starteamserver コマンド ラインを実行したときに、次のようなメッセージが出力される可能
性があります。
/root/starteamserver2008/libzlib.so: cannot restore segment prot after reloc: Permission denied
この問題を回避するには、SELinux Enforcement メカニズムを permissive に設定します。
所属組織でこのアプローチを取れない場合は、以下の各ディレクトリからコマンド chcon -t textrel_shlib_t
*.so を実行します。
•

StarTeam Server のインストール ディレクトリ

•

$ORACLE_HOME/lib

•

jrexx/lib/i386/client (jrexx は、StarTeam Server のインストールで使用される Java ランタイム環境
(JRE) です。サーバーのインストールが root ユーザーにより実行された場合、jrexx はディレクトリ
/opt/Borland/ にインストールされています。サーバーのインストールが標準ユーザーにより実行された
場合、jrexx はユーザーのホーム ディレクトリにインストールされています。)

•

StarTeam Cache Agent のインストール ディレクトリ

StarDraw
StarTeam Server には、StarDraw というサンプル データベース が用意されています。StarTeam Server
のインストール時に以下の処理が行われます。
•

インストール ディレクトリ下に Samples ディレクトリとそのサブディレクトリを作成し、サンプル リ
ポジトリ ファイルをそれらの中にコピーします。

•

Oracle エクスポート ファイル stardraw.dat を
install_dir/starteamserver2009/Samples/StarDraw_Repository/Database ディレクトリにコピーし
ます。

StarDraw データベース バックアップ ファイルを復元する
Oracle データベース コンピュータの StarDraw データベース バックアップ ファイルを復元するには:
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1. 次の対象がない場合には、Oracle データベース コンピュータで作成します。
•

StarDraw データベースをホストするデータベース インスタンス。StarDraw はデータベース インス
タンスを別のデータベースと共有できます。

•

インスタンス上に「stardraw」表領域。次に示すのは create tablespace のサンプル コマンドです。
Create tablespace stardraw datafile 'c:\stardraw.dbf' size 400m autoextend on
next 10k maxsize 32767m extent management local

2. StarTeam 2009 Server for Linux が Oracle データベースと異なるコンピュータにある場合には、ファ
イル stardraw.dat をデータベース コンピュータにコピーします。SQLplus で、stardraw.dat の場所を
指す Oracle 仮想ディレクトリを作成します。例:

Windows

•

SQL> create or replace directory test_dir as 'C:\stardraw_dir';

•

SQL> grant read,write on directory test_dir to public;

ここで stardraw_dir はファイル stardraw.dat を含むフォルダです。
•

SQL> create or replace directory test_dir as
'install_dir/starteamserver2009/Samples/StarDraw_Repository/
Database';

•

SQL> grant read,write on directory test_dir to public;

Unix

3. 次のコマンドを実行します (Oracle データベースが Linux 上にある場合には、Oracle ユーザーとしてロ
グイン)。
impdp system/password directory=test_dir dumpfile=stardraw.dat logfile=stardraw.log
ここで password は "system" Oracle スキーマ ユーザーのパスワードで、test_dir は手順 2 で作成し
た Oracle 仮想ディレクトリです。

StarDraw サーバー構成を使用する
StarDraw サーバー構成を使用するには:
1. すべての StarTeam Server のユーザーに読み書きアクセス権限を Samples ディレクトリとそのサブディ
レクトリに付与します。
2. [サーバー管理] ツールを起動します。
3. StarDraw 構成を選択して、サーバー > 構成プロパティ... を選択します。
[StarDraw のプロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。
4. データベース接続情報 タブの TNS サービス名 テキスト ボックスで StarDraw サンプル データベースを
ホストする Oracle データベース インスタンス名を入力します。
5. 接続の検証... をクリックして、データベース接続を検証します。
6. OK をクリックします。
7. 左ペインのサーバー ツリー ビューで、StarDraw 構成を選択し、アクション > 設定を指定して起動...
を選択します。添付ファイルのパス を参照します。
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StarDraw サーバー構成を起動します。
注: サーバー構成を最初に起動するときの起動タスクを StarTeam Server で実行するのに数分かか
る場合があります。
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StarTeam クライアントのインストール
この章では、StarTeam Cross-Platform Client を Windows や他のプラットフォームにインストールする
方法について説明します。
StarTeam Cross-Platform Client の使い方を学ぶには、PDF ドキュメント『StarTeam の管理と利用』ま
たは『StarTeam ヘルプ』にリンクされているオンライン ヘルプを参照してください。これらのドキュメン
トには、StarTeam Cross-Platform Client 2009 ➤ ドキュメント サブメニューからアクセスできます。

StarTeam クライアントについて
StarTeam 2009 には次のクライアント タイプが用意されています。
クライアント

対象

StarTeam Cross-Platform Client

Microsoft Windows
Solaris
Linux
他のプラットフォーム
この章では、StarTeam Cross-Platform Client をこれら
すべてのシステムにインストールする方法について説明し
ます。

StarTeam Web Client

インターネットにアクセス可能なすべてのシステム。

StarTeam Cross-Platform Client のシステム要件
StarTeam Cross-Platform Client は、Microsoft Windows システムや Sun Microsystems Java Virtual
Machine 1.6.0_13 をサポートしている任意のシステムにインストールできます。Cross-Platform Client
は次のシステム上で動作確認しています。
システム領域

要件

プラットフォーム (32 ビット)

Windows XP Professional SP3
Windows Vista SP1
Solaris Sparc 10
Red Hat Enterprise Linux (WS) 5.1

プロセッサ
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32 ビット デュアルコア

システム領域

要件

RAM

最小: 2 GB

ハード ディスク領域

200 MB (本アプリケーションのインストール用)
注: 作業ファイル用に十分なディスク領域が必要で
す。 実際に必要となるディスク領域は、製品の使用方
法によって異なります。

ディスプレイ

SVGA、High Color (16 ビット)、1024×768
推奨解像度: 1280×1024 以上

StarTeam クライアントをインストールする前に
StarTeam Cross-Platform Client をインストールする前に、使用するコンピュータ システムが最小要件を
満たしていることを確認します。 詳細については、「StarTeam Cross-Platform Client のシステム要件
(46 ページ)」を参照してください。
StarTeam 2009 では、1 世代前のリリースと 1 世代後のリリースのクライアントとサーバーに対する互換
性をサポートします。 これはユーザーが最新リリースに簡単にアップグレードできるようにサポートされま
す。 すべての機能が利用できるのは、最新リリースだけです。 最良のパフォーマンスを実現するには、ク
ライアントとサーバーを同一のリリースにアップグレードします。
クライアントとサーバー間のリリースの組み合わせに柔軟性がありますが、StarTeam Server では、StarTeam
SDK 2006 より前の SDK を使用したクライアントからの接続はサポートしません。接続サポート対象のリ
リースは今後のリリースで変わることがあります。
重要: StarTeam 製品をインストールするには、インストール先のコンピュータに対するローカル管理
者の権限が必要です。

デフォルトの個人用オプションを設定する
starteam-client-default-options.xml ファイルが存在する場合、StarTeam のインストール プログラムは
このファイルを各クライアントのワークステーション上の \Documents and Settings\<ユーザー名
>\Application Data\Borland\StarTeam フォルダにコピーします。コピー先に同じ名前のファイルがあ
る場合は、既存のファイルに上書きします。このファイルは、各ユーザーが StarTeam Cross-Platform
Client を最初に起動するときに新しく作成される starteam-client-options.xml ファイルのテンプレートと
して使用されます。
この仕組みにより、初期設定を収めた starteam-client-default-options.xml ファイルを、StarTeam イン
ストール DVD を使用せずに配布できます。
(StarTeam Cross-Platform Client の) すべてのユーザーに共通の個人用オプションの初期セットを用意す
るには:

StarTeam クライアントのインストール
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1. [クライアントのセットアップ] チェック ボックスをオンにして StarTeam Server のカスタム インストー
ルを実行します。 これにより、StarTeam のディスクイメージが、StarTeam Server のインストール
フォルダの子フォルダである Client Setup フォルダにインストールされます。
2. すべてのチーム メンバがこのフォルダにアクセスできることを確認します。
3. StarTeam Cross-Platform Client を 1 台のコンピュータのみにインストールします。
4. 個人用オプションを設定します。詳細は、『StarTeam の管理と利用』を参照してください。
5. ユーザーのプロファイル フォルダに starteam-client-options.xml という名前のファイルが作成されま
す。Windows XP の場合、C:\Documents and Settings\<ユーザー名>\Application
Data\Borland\StarTeam フォルダです。
6. このファイルを Client Setup フォルダにコピーします。
7. このファイルの名前を starteam-client-default-options.xml に変更します。
8. ユーザーに StarTeam Cross-Platform Client をインストールするように指示します。

StarTeam Cross-Platform Client のインストール
StarTeam Cross-Platform Client を Windows や Solaris、Linux システムなどの別の OS にインストール
できます。

Windows にインストールする
StarTeam Cross-Platform Client を Windows にインストールするには:
1. 実行中のすべての Windows アプリケーションを終了します。
2. ダウンロードしたインストーラを実行します。インストール DVD の場合は、DVD ドライブに StarTeam
2009 インストール DVD Disk 4 をセットします。 [StarTeam ランチャー] ウィンドウが自動的に表示
されます。
インストール メニューが、セットした DVD ドライブから自動的に表示されない場合は、次の手順でメ
ニューを表示します。
1. Windows の [スタート] メニューから スタート ➤ ファイル名を指定して実行... を選択します。
2. コマンド プロンプトで、次のように入力します。
x:\setup.exe
x: は DVD ドライブのドライブ文字です。
3. Enter を押します。 StarTeam 2009 インストールのメイン メニューが表示されます。
3. StarTeam 2009 のメイン メニューで [製品のインストール] をクリックします。
4. [Cross-Platform Client] をクリックし、画面に表示される指示に従って操作します。
1. 英語以外のバージョンの場合は、ドロップダウン リストから言語を選択して [OK] をクリックしま
す。
2. 開始画面 ダイアログ ボックスの情報を読み、次へ をクリックします。
3. 契約 ダイアログ ボックスで、以下を行います。
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a. 使用許諾契約の条項を読みます。
b. 使用許諾契約に同意する場合は、使用許諾契約の条項に同意する をクリックします。 使用許諾契
約に同意しない場合は、製品をインストールできません。
c. 次へ をクリックします。
4. インストール セットを選択 ダイアログ ボックスで、次のことを行います。
a. [標準]、[最小]、または [カスタム] ボタンを選択します。
•

[標準] は StarTeam クライアント、クライアントのユーザー ドキュメントとオンライン ヘル
プ、および StarTeam Toolbar をインストールします。 StarTeam Toolbar には、簡単にログ
オンできるようにログオン情報が保存されます。 詳細については、『StarTeam の管理と利
用』を参照してください。

•

[最小] は StarTeam クライアントと、クライアントのユーザー ドキュメントおよびオンライ
ン ヘルプだけをインストールします。

•

[カスタム] ではインストールする項目を選択できます。 クライアント ワークステーション上
で使用する StarTeam 管理ユーティリティをインストールできるのは、この方法だけです。 ク
ライアントの一部としてインストールする場合、リモート サーバー管理のみを実行できます。
次へ をクリックします。

5. [カスタム] インストール セットを選択した場合、チェック ボックスをオンまたはオフにしてインス
トールする項目を選択します。 [カスタム] には次のオプションがあります。
•

[アプリケーション]

•

[StarTeam Toolbar]

•

[サーバー管理]

6. [インストール フォルダの選択] ダイアログ ボックスで、[選択...] ボタンをクリックして、インス
トール フォルダとして使用する場所を指定します (デフォルトのインストール先は C:\Program
Files\Borland\StarTeam Cross-Platform Client 2009)。
7. [ショートカット フォルダを選択] ダイアログで、デフォルトの設定 ([その他] が選択され、その場所
が C:\Documents and Settings\All Users\スタート メニュー\プログラム\Borland
StarTeam\StarTeam Cross-Platform Client 2009 に設定) を使用します。
8. [インストール内容の確認] ダイアログで、次のいずれかを行います。
•

設定を確認して [インストール] をクリックします。

•

設定を確認し、必要であれば [戻る] を 1 回もしくは複数回クリックして、インストール オプショ
ンを変更します。 再び [インストール内容の確認] ダイアログ ボックスに進み、[インストール]
をクリックします。

9. [インストール完了] ダイアログ ボックスで、[完了] をクリックします。
指定されたフォルダに StarTeam Cross-Platform Client がインストールされ、そのフォルダ内の
StarTeam_Cross-Platform_Client_2009_InstallLog.log ファイルにインストール処理中のアクション
が記録されます。
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Linux または Solaris へインストールする
StarTeam Cross-Platform Client を Linux または Solaris にインストールするには:
1. DVD からインストールする場合は、お使いの OS 専用のインストールを選択してください。 圧縮された
パッケージからインストールする場合は、インストール パッケージを解凍してください。
2. LAX_VM パラメータを付けて StarTeamCP.bin ファイルを実行し、インストーラを起動します。 たと
えば、./StarTeamCP.bin LAX_VM /usr/java/latest/jre/bin/java と入力します。
重要: インストーラ (Java ベース) には VM がバンドルされていないので、Windows 以外の OS に
インストールするときには、使用する VM を指定する必要があります。 なお、このことは StarTeam
Server、EventTransmitter、MPX、および Cache Agent (たとえば、server.bin、ca.bin、
mpxserver.bin、mpxservices.bin) にも当てはまります。
3. 画面に表示される指示に従って操作します。
4. インストール後は、<ユーザーのホーム ディレクトリ>\StarTeam CP_2009 フォルダにある
StarTeamCP 実行可能ファイルを実行するか、インストール時に選択したディレクトリにある同じ名前
のショートカットを使用します。

他のプラットフォームにインストールする
その他のプラットフォーム上で StarTeam Cross-Platform Client をインストールするには、ユニバーサル
インストールを使用します。
1. 適当な場所にユニバーサル *.tar.gz ファイルを展開します。 このファイルはボーランド Web サイトか
らダウンロードできます。
2. cd コマンドでインストールの ./bin フォルダに移動し、設定スクリプトを実行します。 これにより、同
じディレクトリに実行可能なスクリプトが作成されます。 "starteam" スクリプトを実行して StarTeamCP
を起動します。

クライアント インストールの自動化
サイレント インストールを利用すると、複数のクライアントを一度にインストールできます。コマンドに
-i パラメータを付け加えることで、コマンド ラインから "サイレント" モードでクライアント インストーラ
を実行できます。あるいは、Installer.properties というテキスト ファイルに INSTALLER_UI=silent 命令
を書き加え、そのファイルをコマンドで指定することもできます。
さらに、Installer.properties ファイルでは、クライアントのインストール先ディレクトリ、SDK インストー
ルのルート ディレクトリ、インストールするコンポーネント、再起動が必要かどうかなど、インストーラに
渡すパラメータを指定することもできます。
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サイレント インストールを実行する
注: StarTeam クライアントのインストールには、コンピュータの管理者権限を持つユーザーが必要で
す。
"サイレント" モードでクライアント インストーラを実行するには、次のコマンドの 1 つを使用します。
1. starteamcp.exe -i silent
インストール先ディレクトリ、インストールの種別などはデフォルト値を使用します。
2. starteamcp.exe -f <installer.properties へのパス>
installer.properties ファイルに指定されているカスタマイズ済みのパラメータを使用します。
または
starteamcp.exe
注: installer.properties ファイルがインストーラと同じディレクトリに置かれている場合。
installer.properties ファイルには、少なくとも INSTALLER_UI=silent 行が入っている必要があり
ます。
次の表には、利用できるサイレント インストールの他のオプションが記載されています。
識別子

説明

USER_INSTALL_DIR=c:\\Program
Files\\Borland\\ StarTeam Cross-Platform
Client 2009

クライアントのインストール パス

ST_SDKROOT=c:\\Program Files\\Borland
RESTART_NEEDED=NO

SDK のインストール パス。 インストール時のリブート
をオフにする。

USER_REQUESTED_RESTART=NO
CHOSEN_INSTALL_SET=Compact

インストール時のリブートをオフにする。 [Compact]
(最小) の場合、ツールバーと管理コンポーネントを省略
します。

重要: パスの指定には、ダブル バックスラッシュ (\\) が必要です。

その他のカスタマイズ
StarTeam Server のサーバー リスト ファイルと個人用オプション ファイルを、サイレント インストール
に含めることができます。
これらのファイルは、現在ログインしているユーザーのローカル設定に置かれます (たとえば、C:\Documents
and Settings\<ユーザー名>\Application Data\Borland\StarTeam)。 これらのファイルに所定の値を
入れておき (StarTeam クライアントを使用してサーバーを追加し、個人用オプションを設定)、これらの
ファイルを Installer.properties ファイルと同じ場所にコピーします。 これらのファイルの名前を、次の
テーブルに示すように変更します。
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元のファイル名

説明

インストール ファイル名

starteamservers.xml

1 つのサイトの StarTeam Server

server

starteam-client-options.xml

StarTeam 個人用オプション

starteam-client-default-options.xml

starteam-client-default-options.xml ファイルは、ユーザーのローカル ホーム設定 (たとえば、
C:\Documents and Settings\<ユーザー名>\Application Data\Borland\StarTeam) にコピーされま
す。 starteam-client-default-options.xml ファイルが含まれる場合は、インストール時に、(<ユーザー名
> の下にある) 既存のファイルが上書きされます。 このファイルは、各ユーザー固有のローカル設定で、
starteam-client-options.xml ファイルの今後作成される新しいインスタンスのテンプレートとして使用さ
れます。 starteam-client-options.xml の既存のインスタンスには、影響しません。
starteam-servers.xml ファイルがまだ存在しない場合は、server ファイルが、インストール ユーザーの
ローカル設定にコピーされます。 starteam-server.xml ファイルは、上書きされません。 インストールし
た時点でコンピュータにログオンしていたユーザーのサーバー設定にのみ影響します。

Windows 上でのクライアントのアンインストール
StarTeam Cross-Platform Client では、インストールとアンインストールに InstallAnywhere を使用しま
す。 Windows システム (Server 2003 や XP Pro など) 上でこの製品をアンインストールするときに以下の
Java VM エラーのいずれかが発生した場合は、Sun の Web サイトから JRE 1.6.0_13 またはそれ以前の
バージョンをインストールしなければならない可能性があります。
アンインストール時のエラー:
•

"Can't launch executable. Could not find a suitable Java Virtual machine on your system."(実行可
能ファイルを起動できません。お使いのシステムに適切な Java 仮想マシンが見つかりませんでした。)

•

"Windows error 3 occurred while loading the Java VM."(Java VM のロード中に Windows エラー 3
が発生しました。)

StarTeam インテグレーション製品のインストール
StarTeam インテグレーション製品群は、StarTeam のインストール DVD には収録されていません。 イン
テグレーションは次のボーランド Web サイトからダウンロードできます。

http://www.borland.com/downloads/download_starteam_integrations.html
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StarTeam Web Server のインストールと構
成
StarTeam Web Server により、Web Client からサポートされたブラウザで 1 つまたは複数の StarTeam
Server にアクセスできます。
この章では、StarTeam Web Server のインストール、Web Client ユーザーで利用可能な StarTeam Server、
アイテム タイプ、プロジェクト、ビューの指定方法について説明します。

システム要件
次の表では、StarTeam Web Server と StarTeam Web Client のシステム要件について説明します。
システム領域

要件

Web Server プラットフォーム

Microsoft Windows Server 2008 (64 ビット版)

Web Client ブラウザ

•

Microsoft Internet Explorer 7

•

Firefox 3

プロセッサ

64 ビット クアッドコア

RAM

最小: 8 GB

ハード ディスク領域

200 MB (本アプリケーションのインストール用)

注: 64 ビット版 Windows StarTeam コンポーネントを 32ビット 版 Windows システムにインストー
ルすることはできません。 Java VM のインストールを試みた時点で、インストーラからエラーが返さ
れます。

パフォーマンスとスケーラビリティ
Web Server の 1 つのインスタンス上で、アクティブな同時使用 Web Client ユーザーを最大 200 人までサ
ポートします。Web Client でアクティブに処理を実行しているユーザーが 200 人を超えない場合でも、同
時使用ユーザー数はそれより多くなる場合があります。200 人を超えるアクティブな同時使用ユーザーをサ
ポートするには、Web Server の別のインスタンス上にユーザーを配置します。
Web Server の 1 つのインスタンスで、30 以上の StarTeam ビューへのアクセスを提供できます。サポー
トするビュー数は、ビューのサイズやそのプロセスに与えられているメモリ量の影響を受けます。Web

StarTeam Web Server のインストールと構成

|

53

Server で利用できるメモリ量を増やすには、「Web Server に割り当てるメモリを変更する (58 ページ)」
を参照してください。

StarTeam Web Server をインストールする
Windows Server 2008 に StarTeam 2009 Web Server をインストールし実行するには、ローカルの管理
者権限が OS ユーザーに必要です。
1. 実行中のすべての Windows アプリケーションを終了します。
2. ダウンロードしたインストーラを実行します。インストール DVD の場合は、DVD ドライブに StarTeam
2009 インストール DVD Disk 2 をセットします。 [StarTeam ランチャー] ウィンドウが自動的に表示
されます。
インストール メニューが、セットした DVD ドライブから自動的に表示されない場合は、次の手順でメ
ニューを表示します。
1. Windows の [スタート] メニューから スタート ➤ ファイル名を指定して実行... を選択します。
2. コマンド プロンプトで、次のように入力します。
x:\setup.exe
x: は DVD ドライブのドライブ文字です。
3. Enter を押します。 StarTeam 2009 インストールのメイン メニューが表示されます。
3. StarTeam 2009 のメイン メニューで [製品のインストール] をクリックします。
4. [Web Client] をクリックします。
5. 英語以外のバージョンの場合は、ドロップダウン リストから言語を選択して OK をクリックします。
6. 開始画面 ダイアログ ボックスの情報を読み、次へ をクリックします。
7. 契約 ダイアログ ボックスで、以下を行います。
a) 使用許諾契約の条項を読みます。
b) 使用許諾契約に同意する場合は、使用許諾契約の条項に同意する をクリックします。
使用許諾契約に同意しない場合は、製品をインストールできません。
c) 次へ をクリックします。
8. インストール フォルダの選択 ダイアログで、選択… をクリックして、インストール フォルダとして使
用する場所を指定します
デフォルトのインストール場所は C:\Program Files\Borland\StarTeam 2009 Web Server です。
次のオプションがあります。
•

デフォルトの場所を変更するには、選択... をクリックします。

•

デフォルトの場所に戻すには、デフォルトのフォルダに戻す をクリックします。

次へ をクリックして次に進みます。
9. ショートカット フォルダを選択 ダイアログ ボックスで、製品のアイコンを作成する場所を指定します。
デフォルトの場所は C:\ProgramData\Microsoft\Windows\スタート メニュー\プログラム\Borland
StarTeam\StarTeam 2009 Web Server です。
次へ をクリックします。
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10.インストール内容の確認 ダイアログ ボックスで設定を確認し、戻る を 1 回または複数回クリックして
戻り、インストール オプションを変更します。 再び インストール内容の確認 ダイアログ ボックスに進
み、[次へ] をクリックします。
11.インストール完了 ダイアログ ボックスで、完了 をクリックします。

StarTeam Web Server にログオンする
1. Windows の [スタート] メニューから、スタート ➤ すべてのプログラム ➤ Borland StarTeam ➤
StarTeam 2009 Web Server ➤ Start Web Server を選択します。
Tomcat コンソールを開き、Web Server を開始します。
2. サポート ブラウザを開き、アドレスに URL http://<サーバー>:<ポート
>/BorlandStarTeam/BorlandStarTeamAdmin.jsp を入力します。
Web Server のログオン ページが表示されます。
3. 初めてログオンするときは、Administrator を ユーザー名 と パスワード フィールドに入力します。
4. OK をクリックします。
[管理者パネル] ページが表示されます。

Web Server の管理者ユーザー名とパスワードを変更する
1. [管理パネル] で ユーザー名 ボックスに新しいユーザー名を入力します。
2. パスワード と 確認パスワード という両方のテキスト ボックスに、新しいパスワードを入力します。
3. 保存 をクリックします。

StarTeam Server を Web Server に追加する
StarTeam 2009 Web Server を接続できるのは、MPX をサポートする StarTeam 2009 Server だけで、
MPX が動作している必要があります。
次の手順を実行して、StarTeam Server を 利用可能なサーバー フォルダに追加し、Web Client ユーザー
が利用できる、サーバーのアイテム タイプ、プロジェクト、ビューを指定します。
1. 説明 ボックスに一意で、覚えやすい説明を入力します。ここでは大文字と小文字は区別されず、コロン
(:) を含むことができます。
注: この説明は Web Client で使用される名前です。
2. サーバーのコンピュータ名または IP アドレスを アドレス テキスト ボックスに入力します。
3. プロトコルに関連付けられたエンドポイント (TCP/IP ポート番号) を ポート テキスト ボックスに入力し
ます。
4. サーバーの ユーザー名 と パスワード テキスト ボックスにそれぞれ入力します。
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ヒント: 注: 指定ユーザーは StarTeam Server で管理権限を所有している必要があります。
5. 選択サーバーへのサーバーの追加 をクリックします。
StarTeam Server が [利用可能なサーバー] フォルダ ツリーに追加されます。チェック ボックスはデ
フォルトでオンです。チェック ボックスがオンであるエントリだけを、Web Client ユーザーが利用でき
るからです。
注: Web Server の管理者は、チェック ボックスをオフにして、StarTeam Server を Web Client ユー
ザーが利用できないように設定できます。
6. サーバーの 利用可能なタイプ で、Web Client ユーザーが利用できるアイテム タイプをオンにします。
7. サーバーの 利用可能なプロジェクト で、Web Client ユーザーが利用できる StarTeam プロジェクトを
オンにします。
8. 各プロジェクトの 利用可能なビュー で、Web Client ユーザーが利用できるビューをオンにします。
ヒント: 利用可能なビューの数は Web Server プロセスで必要なメモリ容量に影響します。Web
Server のメモリが不足している場合は、disable_sdk_sessions 値を true に設定します (<インス
トール ディレクトリ>/apache-tomcat-5.5.27/ webapps/BorlandStarTeam/config/server.xml)。
これにより利用可能なビューをロードしないで Web Server を起動でき、したがって構成サイズを
縮小できます。
9. 保存 をクリックし、確認ダイアログ ボックスで OK をクリックしてから、Web Server を再起動しま
す。

StarTeam Server を Web Server から削除する
1. 利用可能なサーバー フォルダ ツリーで、削除するサーバーを選択します。
2. 選択サーバーの削除 をクリックします。
3. 保存 をクリックします。
4. 確認ダイアログ ボックスで OK をクリックしてから、Web Server を再起動します。

StarTeam Web Client にアクセスする
StarTeam Web Client にアクセスするには、サポートされているブラウザを開き、アドレスに次の URL を
入力します。http://<サーバー>:<ポート>/BorlandStarTeam/BorlandStarTeam.jsp
Web Client の開始ページが表示されます。

Web Server を Windows サービスとして設定する
StarTeamService.bat ファイルの次のパラメータを変更してから、Windows サービスを作成します。
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•

--JvmMx - Web Server で利用可能な最大メモリ値は MB で指定します。デフォルト値は 4096 です。

•

--Startup - OS を起動したときに、Windows サービスを自動的に起動するか、手動で起動するかどうか
を決定します。デフォルト値は auto ですが、manual に変更できます。

StarTeam Web Server を自動の Windows サービスとして設定するには、次のファイルを実行します。 <
インストール ディレクトリ>/apache-tomcat-5.5.27/bin/StarTeamService.bat
StarTeam Web Server を Windows サービスから除外するには、<インストール ディレクトリ
>/apache-tomcat-5.5.27/bin/service.bat remove を実行します。

有効な証明書を使用して SSL を有効にする
SSL を有効にするには、有効な証明書を使用できるようにする必要があります。
1. 次のように、<インストール ディレクトリ>/apache-tomcat-5.5.27/conf/server.xml ファイルを編集
します。
•

次の xml ブロックをコメントアウトして、標準 http アクセスを無効にします。
<Connector port="8080" maxHttpHeaderSize="8192"
maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"
enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="100"
connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true" />

•

次の xml ブロックを有効にして、https アクセスを有効にし、属性を追加します。
<Connector port="8443" maxHttpHeaderSize="8192"
maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"
enableLookups="false" disableUploadTimeout="true"
acceptCount="100" scheme="https" secure="true"
keystoreFile="<証明書へのパス>" and keystorePass="<パスワード>"
clientAuth="false" sslProtocol="TLS" />

2. Web Server を起動します。ユーザーがアクセスするのは https://<ホスト名
>:8443/BorlandStarTeam です。

セッション タイムアウト値を変更する
セッション タイムアウト値は、アクティブではないためにユーザーの Web Client セッションが、無効にな
る時点を決定するために使用します。セッションがタイム アウトすると、セッションを引続き使用するため
に、ユーザーは再認証する必要があります。
デフォルトのセッション タイムアウトを変更するには、管理者が次の手順を実行する必要があります。
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1. BorlandStarTeam.xml ファイル (<インストール ディレクトリ
>/apache-tomcat-5.5.27/conf/Catalina/localhost ディレクトリ) を見つけます。
2. maxInactiveInternal 属性を変更します。この値は秒単位で、デフォルトは 1800 秒 (30 分) です。

Web Server に割り当てるメモリを変更する
動作中に Web Server で消費できるメモリ量は、Web Server でサポート可能な StarTeam ビューの数に
直接影響します。大規模 StarTeam 構成をサポートするために Web Server で利用できるメモリを増やす
には、管理者は次の手順を実行してから Web Server を開始します。
1. setenv.bat ファイル (<インストール ディレクトリ>/apache-tomcat-5.5.27/bin ディレクトリ) を見
つけます。
2. JAVA_OPTS=-Xmx の値を増やします。

ログ出力レベルの設定
ディレクトリ apache-tomcat-5.5.27/logs でログ ファイルを更新している場合、Web Server が使用する
ログ レベルは、ファイル apache-tomcat-5.5.27/shared/classes/logging.properties に指定されていま
す。このファイルで設定できるレベルは以下のとおりです。
•

OFF

•

SEVERE

•

WARNING

•

INFO (デフォルト)

•

CONFIG

•

FINE

•

FINER

•

FINEST

•

ALL

Apache Tomcat Native の実行
Web Server には、Apache Tomcat Native を実行するためのライブラリ tcnative-1.dll は同梱されていま
せん。サポート対象のプラットフォーム上での Web Server のテストでは、ネイティブを有効にして Web
Server を実行する利点は明らかになりませんでした。Web Server をネイティブを有効にして実行する場
合、64 ビット版ライブラリ tcnative-1.dll は http://tomcat.apache.org/ にある Apache Software
Foundation の Web サイトからダウンロードできます。ディレクトリ <インストール ディレクトリ
>/apache-tomcat-5.5.27/shared/lib にファイルを置き、Web Server を再起動して変更を取り出します。
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注: ファイル tcnative-1.dll をダウンロードするときは、必ず、お使いの 64 ビット アーキテクチャ
(AMD64 または Intel IA64) やインターネット プロトコル (IPv4 または IPv6) に合ったファイルのバー
ジョンをダウンロードするよう確認してください。

Web Client の組み込みアイテムの詳細を指定する
Web Client のアイテム テーブルのレコードには、選択されたフィルタで定義されたアイテムのプロパティ
値のサブセットが表示されます。 組み込みアイテムの詳細は、アイテム テーブルに表示されないアイテム
のプロパティを表示するために使用できます。
各アイテム タイプの組み込みアイテムの詳細 (デフォルト) は次のとおりです。
•

タスク - [タスク名]、[メモ]

•

要件 - [名前]、[説明]

•

変更要求 - [概要]、[説明]、[解決策]

•

ファイル - [説明]

•

トピック - [タイトル]、[内容]
注: 管理者はカスタムの html の詳細テンプレートを作成し、<インストール ディレクトリ
>/apache-tomcat-5.5.27/shared/BorlandStarTeam/config ディレクトリに配置することもできま
す。 現在のビューとタイプに対するカスタム html 詳細テンプレートが見つかった場合は、そのテンプ
レートが組み込み詳細をレンダリングするために使用されます。 Web Client でサポートされる html
詳細テンプレート フォーマットは StarTeam Cross-Platform Client でサポートされるフォーマットと
同じです。 詳細については、『StarTeam Cross-Platform Client ヘルプ』を参照してください。

StarTeam Web Server のインストールと構成

|

59

StarTeamMPX の Windows へのインストー
ル
この章では、StarTeamMPX の簡単な概要と、サポート対象の Windows システムに StarTeamMPX コン
ポーネントをインストールする方法について説明します。 StarTeamMPX Event Transmitter および Message
Broker は StarTeam Enterprise パッケージに含まれています。 StarTeamMPX File Transmitter および
Cache Agent を使用するには、StarTeam Enterprise Advantage パッケージのライセンスが必要です。
『StarTeamMPX Administrator's Guide』には、StarTeamMPX のアーキテクチャ、構成、使い方など
の包括的な情報が記載されています。
注: この文書が英語以外の言語で書かれていても、この製品とインストール中の画面表示は、英語以外
の言語には翻訳されていません。

StarTeamMPX について
StarTeamMPX は、メッセージをパブリッシュ/サブスクライブするためのフレームワークです。これを利
用すると、クライアントのパフォーマンスが向上し、サーバー構成の拡張性が高まります。 StarTeamMPX
には、一般的なコンポーネントとアプリケーション固有のコンポーネントの両方が含まれており、これらが
一緒になって高度なメッセージング機能を提供します。
StarTeamMPX を使用すると、サーバー構成のリポジトリへの変更は、StarTeam クライアントと StarTeam
Cache Agent に対し、パブリッシュ/サブスクライブ チャネルから暗号化形式でブロードキャストされま
す。 たとえば、StarTeam Event Transmitter は、変更要求などのオブジェクトに対する変更について、暗
号化メッセージをブロードキャストします。StarTeam File Transmitter はアーカイブ ファイルをブロード
キャストします。
キャッシング モジュールは、クライアントがサブスクライブしたイベントを自動的に捕捉します。 これに
より、クライアントがサーバーにリフレッシュ要求を送信するニーズが減少し、クライアントのユーザー応
答時間が改善されます。
StarTeam Cache Agent をインストールして、ネットワーク上の近い場所にあるキャッシュ ファイルに構
成すると、チェックアウト操作を高速化できます。 また、クライアントのチェックアウト操作時のデータの
送信距離が短くなります。 StarTeam Cache Agent は、Event Transmitter や File Transmitter によるメッ
セージやファイルの転送に依存する StarTeamMPX クライアントですが、ファイルをチェックアウトする
際には、他の StarTeamMPX クライアントをサポートします。 File Transmitter と StarTeam Cache Agent
は StarTeam Enterprise Advantage ライセンス パッケージにのみ含まれています。
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StarTeamMPX コンポーネント
以下に説明する StarTeamMPX コンポーネントのほとんどは、別々にインストールされます。 トランスミッ
タは、StarTeam Server のインストールに含まれています。
•

•

StarTeamMPX トランスミッタ: Event Transmitter と File Transmitter の 2 種類のトランスミッタが
あります。
•

Event Transmitter: Event Transmitter は、興味のあるイベントを StarTeam クライアントに受信
します。 Event Transmitter は、受け取ったイベント情報を XML 形式のメッセージに変換し、暗号
化してから、Message Broker にパブリッシュします。 メッセージはトピックに割り当てられるた
め、そのメッセージに付随する内容 (プロジェクト/ビュー、アイテム タイプ、イベント タイプなど)
に対して関心を持つクライアントにそれを配信することができます。 Event Transmitter は StarTeam
Server と同じコンピュータにインストールします。 また、サーバーと同じビルド番号でなければな
りません。

•

File Transmitter: File Transmitter は、ファイルの内容とキャッシュ オブジェクトを Message
Broker を介して 1 つ以上のリモート Cache Agent にブロードキャストします。 Event Transmitter
と同様に、File Transmitter も StarTeam Server と同じコンピュータにインストールします。また、
サーバーと同じビルド番号でなければなりません。

StarTeamMPX Message Broker: Message Broker は、パブリッシュ/サブスクライブ メッセージン
グ エンジンで、メッセージをサブスクライバ コンポーネントにトピックベースでブロードキャストしま
す。 Message Broker は、ネットワーク処理のオーバーヘッドを減らすために、別のマシン上で実行で
きるスタンドアロン プロセスです。 Message Broker は、TCP/IP メッセージングを使用して、各受信
者にメッセージをブロードキャストします。
Message Broker は、Event Transmitter から暗号化された XML メッセージを受け取ったり、File
Transmitter から暗号化ファイルを受け取って、それを適切なクライアントへ転送します。 情報は、
TCP/IP 接続プロファイルを介して、Message Broker から、その Message Broker にサブスクライブし
たクライアントに直接送信されます。

•

StarTeamMPX Cache Agent: Cache Agent は、永続的なファイル キャッシングを追加します。 MPX
対応のサーバー構成それぞれが持つルート Cache Agent は 1 つです。 1 つ以上のリモート Cache Agent
を企業全体に分散することができます。
ルート Cache Agent は、サーバー構成のデータ保管庫とキャッシュを直接操作します。 ルート Cache
Agent は、リモート Cache Agent から転送されてきた不明ファイルに対する要求を処理します。そし
て、ネットワークやプロセスの停止期間後のリモート キャッシュの "キャッチアップ" を支援します。
Cache Agent を認識している StarTeam クライアントは、利用可能な任意の Cache Agent からファイ
ルを取得できます。 "ネットワーク上で近い" Cache Agent を利用して、クライアントはファイル チェッ
クアウトのパフォーマンスを向上させ、StarTeam Server への要求を削減できます。 これによって、次
のタスクやユーザーのためにサーバー リソースが解放されます。

StarTeamMPX の Windows へのインストール

|

61

StarTeamMPX のシステム要件
StarTeam Server をインストールしてから、StarTeamMPX をインストールする必要があります。
StarTeamMPX トランスミッタのシステム要件は、StarTeam Server と同じです (コンポーネントの一部で
あるため)。

サポート対象オペレーティング システム
Message Broker と Cache Agent コンポーネント (StarTeamMPX のこのリリース) については、次の OS
をサポートしています。
•

Microsoft Windows Server 2003 SP2 (32 ビット版)

•

Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 (32 ビット版)

•

Microsoft Windows Server 2008 (64 ビット版)

•

Red Hat Enterprise Linux 5 Server (32 ビット版)
注: 64 ビット版 Windows StarTeam コンポーネントを 32ビット 版 Windows システムにインストー
ルすることはできません。Java VM のインストールを試みた時点で、インストーラからエラーが返され
ます。

ハードウェアの推奨要件
ピーク時ユーザー数

推奨構成

- 99

32 ビット、デュアルコア システム (4GB メモリ搭載)

100 - 200

32 ビット、クアッドコア システム (4 ～ 8GB メモリ搭載)

201 -

64 ビット、クアッドコア システム (8 ～ 16GB メモリ搭載)

Message Broker では、ピーク時ユーザー数は、StarTeam Server のピーク時接続ユーザー数より一般に
少なくなります。これは複数の Message Broker が中から大規模の配置で使用されているためです。Cache
Agent のピーク時接続ユーザー数は大幅に少なくなります。Cache Agent が使用されるのは、短時間にト
ラフィックが集中するときだけだからです。結果として、Message Broker と Cache Agent をサポートす
るために必要なハードウェア リソースは StarTeam Server より一般に少なくなります。さらに、対象にな
る地理的条件によっては、Message Broker と Cache Agent を同じコンピュータ上に配置します。

StarTeamMPX の構成
StarTeamMPX コンポーネントをインストールする場所は、ユーザーの分散状況、ネットワーク、および目
的によって異なります。
StarTeamMPX の構成の詳細については、『StarTeamMPX Administrator's Guide』を参照してください。
このガイドには、スタート ➤ プログラム ➤ Borland StarTeam ➤ StarTeam Server 2009 ➤ ドキュメ
ント メニューからアクセスできます。
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StarTeamMPX のインストールの概要
StarTeamMPX Message Broker および Cache Agent は、StarTeam Server とは別にインストールしま
す。 各製品のインストール手順は、以降のセクションで説明します。
重要: インストーラは Java ベースで VM はバンドルされていないため、Windows 以外のオペレーティ
ング システムに StarTeamMPX Message Broker および Cache Agent をインストールする際には、使
用する VM を指定する必要があります。
たとえば、以下のように入力します。 ./mpxserver.bin LAX_VM /usr/java/latest/jre/bin/java
StarTeamMPX Event と File Transmitters は、これらを使用する予定がある場合は、StarTeam Server と
一緒に自動的にインストールされます。 次のセクションでは、トランスミッタ用 XML ファイルの生成につ
いて説明します。
注: Event Transmitter は、標準の Enterprise ライセンスに含まれています。 File Transmitter を使
用するには、StarTeam Enterprise Advantage ライセンスが必要です。
StarTeam インストール DVD から Message Broker および Cache Agent 用の StarTeamMPX セットアッ
プ プログラムにアクセスします。 StarTeamMPX をインストールする前に StarTeam Server をインストー
ルする必要があります。
StarTeamMPX の詳細については、『StarTeamMPX Administrator's Guide』を参照してください。

トランスミッタ用 XML ファイルの生成
StarTeam Server のインストールと同時にトランスミッタをインストールすると、トランスミッタ テンプ
レート ファイル (MPXEventTransmitterTemplate.xml と MPXFileTransmitterTemplate.xml) が、サー
バーのインストール フォルダのサブフォルダの EventServices フォルダにインストールされます。
インストール時に既存の構成が存在している場合は、既存の構成ごとに、構成固有のトランスミッタ用 XML
ファイル セットが自動的に作成されます。 構成固有の XML ファイル (MPXEventTransmitter.xml と
MPXFileTransmitter.xml) は、XML テンプレート ファイルを EventServices フォルダの構成固有のサブ
フォルダにコピーすることによって作成されます。 たとえば、StarDraw サンプル サーバー構成が存在す
ると、StarDraw という名前の EventServices のサブフォルダが作成されます。
新しい構成が定義された場合、構成固有の XML ファイルが自動的に生成されるかどうかは、その構成の作
成方法によります。
•

サーバー管理ツールを使用して、新しい構成を作成した場合は、サーバー固有の
MPXEventTransmitter.xml と MPXFileTransmitter.xml が自動的に生成されます。 サーバー管理ツー
ルが、最新の XML テンプレート ファイルを EventServices フォルダの構成固有のサブフォルダにコピー
し、その名前から "Template" を削除することによって、これを実行します。

•

StarTeam Server のコマンドライン インターフェイスを使用して、新しい構成を作成した場合は、構成
固有の XML ファイルは作成されません。 新しい構成を MPX 対応にする場合は、EventServices フォル
ダに構成固有のサブフォルダを作成する必要があります。 構成固有のサブフォルダの名前は、構成名と
同じにする必要があります。 次に、XML テンプレート ファイルを EventServices フォルダの構成固有
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のサブフォルダにコピーし、その名前から "Template" を削除します。 必要に応じて、この新しい XML
ファイルを編集します。
構成固有の XML テンプレート ファイルの詳細については、『StarTeamMPX Administrator's Guide』
の「Understanding Connection Profiles」を参照してください。

Message Broker をインストールする
Message Broker は、StarTeam Server がインストールされている同じコンピュータにインストールでき
ます。また、別のコンピュータにインストールしてもかまいません。 MPX 対応の StarTeam Server にメッ
セージング サービスを提供するには、Message Broker がユーザー環境内に少なくとも 1 つはインストール
されていなければなりません。 ニーズに合わせて複数の Message Broker をインストールする場合は、
『StarTeamMPX Administrator’s Guide』の「Understanding Clouds」を参照してください。
注: セットアップ プログラムは、Message Broker がデフォルトのポート番号 5101 を使用することを
前提にしています。別のエンドポイントを使用する場合は、セットアップ プログラムの完了後に、
STMessageBroker68.ini ファイルを編集します。 詳細については、『StarTeamMPX Administrator’s
Guide』の「Changing the Endpoint of a Message Broker」を参照してください。
Message Broker を Windows にインストールするには:
1. Message Broker をインストールするコンピュータに、管理者、または管理者権限を持つユーザーとして
ログオンします。
2. ダウンロードしたインストーラを実行します。または、代替 DVD を使用する場合は、DVD ドライブに
StarTeam 2009 インストール DVD Disk 1 (32 ビット) または Disk 2 (64 ビット) を挿入します。
[StarTeam ランチャー] ウィンドウが自動的に表示されます。
インストール メニューが、セットした DVD ドライブから自動的に表示されない場合は、次の手順でメ
ニューを表示します。
1. Windows の [スタート] メニューから スタート ➤ ファイル名を指定して実行... を選択します。
2. コマンド プロンプトで、次のように入力します。
x:\setup.exe
x: は DVD ドライブのドライブ文字です。
3. Enter を押します。 StarTeam 2009 インストールのメイン メニューが表示されます。
3. Introduction ダイアログ ボックスの情報を読み、Next をクリックします。
4. License Agreement ダイアログ ボックスで、以下を行います。
a) 使用許諾契約の条項を読みます。
b) 使用許諾契約に同意する場合は、I accept the terms of the License Agreement をクリックしま
す。
使用許諾契約に同意しない場合は、製品をインストールできません。
c) Next をクリックします。
5. [Service Start Options] ダイアログ ボックスで、Message Broker が自動サービスまたは手動サービス
であることを指定する適切なオプションを選択して、Next をクリックします。
6. Choose Install Folder ダイアログで、Choose... をクリックして、インストール フォルダとして使用
する場所を指定します
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デフォルトのインストール場所は C:\Program Files\Borland\Message Broker 6.9 です。 次のオプ
ションがあります。
•

デフォルトの場所を変更するには、Choose... をクリックします。

•

デフォルトの場所に戻すには、Restore Default Folder をクリックします。

Next をクリックして続行します。
7. Choose Shortcut Folder ダイアログ ボックスで、製品のアイコンを作成する場所を指定します。 デ
フォルトの場所は C:\Documents and Settings\All Users\スタート メニュー\プログラム\Borland
StarTeam\StarTeamMPX Message Broker 6.8 です。
Next をクリックします。
8. Pre-installation Summary ダイアログ ボックスで設定を確認し、Previous を 1 回または複数回ク
リックして戻り、インストール オプションを変更します。 再び Pre-installation Summary ダイアロ
グ ボックスに進み、[Next] をクリックします。
9. Install Complete ダイアログ ボックスで、Done をクリックします。
10.画面上の指示に従います。
Message Broker はサービスとしてインストールされるので、自動サービスとして、または手動サービス
としてインストールするかどうかを選択できます。

Message Broker をアップグレードする
Message Broker の異なるリリースを同じコンピュータで実行できますが、それぞれ別のポートを使用する
必要があります。同じコンピュータで同じポートをリスンしている場合は、6.7 と 6.8 Message Broker を
一緒に起動できません。両方を起動すると競合状態になり、2 番目に起動した方がエラーになります。
StarTeam 2006 または 2008 で Message Broker をインストールした場合は、Message Broker は 6.7 で
す。StarTeam 2008 Release 2 または 2009 に付属している Message Broker は、Message Broker 6.8
です。すべてのバージョンの Message Brokerを相互運用できるので、結果として、同時に同じバージョン
にアップグレードできます。
Message Broker 6.8 にアップグレードするには、次の推奨手順を実行します。
1. Message Broker 6.8 を Message Broker 6.7 と同じコンピュータにインストールし、インストーラで自
動起動サービスとして設定します。
2. STMessageBroker67.ini ファイルをカスタマイズした場合は、Message Broker 6.8 でこのファイルを
再利用できるように、Message Broker 6.8 のインストール フォルダに新しい名前
(STMessageBroker68.ini) でコピーします。
3. Message Broker 6.7 を停止し、自動的に開始しないように対応サービス (StarTeam Message Broker
6.7) を 手動 に設定します。
4. Message Broker 6.8 を開始します。
5. すべて期待どおりに動作することを確認してから、Message Broker 6.7 をアンインストールします。
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Cache Agent をインストールする
以下のセクションでは、アップグレードの問題、プリインストールの問題、および Cache Agent のインス
トール方法について説明します。
Cache Agent は、1 つ以上の Cache Agent を使用する任意のコンピュータに 1 度だけインストールする必
要があります。 Cache Agent のインスタンスは、必要に応じていくつでも実行できますが、それぞれ異な
る XML ファイルが必要です。
ルート Cache Agent のデフォルトの XML ファイルは RootCAConfig.xml です。 リモート Cache Agent
のデフォルトの XML ファイルは RemoteCAConfig.xml です。 Cache Agent をインストールする際には、
初期の Cache Agent 構成ファイルもセットアップします。このため、インストール時にルート Cache Agent
かリモート Cache Agent かいずれかを選択する必要があります。 しかし後で、同じコンピュータ上に同じ
タイプまたは異なるタイプの Cache Agent 用に別の構成ファイルを作成することもできます。

StarTeam Cache Agent のアップグレード
StarTeam Cache Agent (Cache Agent) は、以前のリリースがインストールされているマシンにインストー
ルできます。
注: その目的は、StarTeam サーバー構成を古いリリースから新しいリリースに移行することにありま
す。
Cache Agent は、アプリケーションまたはサービスのいずれかとして実行できます。 同じマシン上で複数
の Cache Agent インスタンスを実行することもできます。ただし、それぞれ固有の構成ファイルが必要で
す。
デフォルトでは、使いやすいように、インストール時に手動の Cache Agent サービスが作成されます。 イ
ンストール時に、既存の Cache Agent サービス (たとえば、以前のリリースのもの) が検出された場合は、
そのことをユーザーに通知し、サービスのセットアップは行われません。
•
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既に Cache Agent サービスが少なくとも 1 つ存在する場合は (たとえば、
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\CacheAgentService が既に存在する場
合)、新しい Cache Agent サービスは作成されません。 その代わり、インストーラには、古い Cache
Agent サービスが検出されたので、新しい Cache Agent サービスは作成されないことを示す警告メッ
セージが表示されます。 警告には次のようなアドバイスが書かれています。
•

既存の Cache Agent サービスがもう必要でない場合は、以前のリリースの Cache Agent をアンイン
ストールするか、以前のリリースを使用して、コンソール ウィンドウから "CacheAgentService
-unregister" を実行し、既存の Cache Agent の登録を解除します。 この操作は省略可能です。古い
リリース (古いリリース用のサービスを含む) が残っていてもかまいません。

•

インストールしたばかりのリリースに対応する各 Cache Agent サービス用の適切な構成ファイルを
作成します。 以前のリリースの Cache Agent の構成ファイルを再利用して、それを新しい場所にコ
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ピーすることもできます。 複数の Cache Agent インスタンスで使用するには、構成ファイルの名前
を変更する必要があります。
•

今インストールしたばかりのリリースを使用して、Cache Agent サービスごとにコンソール ウィン
ドウから "CacheAgentService -register" を実行します。 "-name" パラメータは、新しく作成され
る各サービスに対し一意のサービス名を定義するために使用します。

•

古い Cache Agent がインストールされていても、Cache Agent サービスが現在登録されていない場合
は、インストーラは、あたかも以前のリリースが存在しなかったかのように新しいサービスを作成しま
す。

•

古い Cache Agent がインストールされている場合は、インストールしている Cache Agent がルートか
リモートかを聞かれたり、構成情報の入力を求められたりすることはありません。 サンプル ファイル
(SampleRemoteCacheAgentConfig.xml と SampleRootCacheAgentConfig.xml) は (通常どおり) イ
ンストールされますが、RootCAConfig.xml ファイルや RemoteCAConfig.xml ファイルは作成されませ
ん。

Cache Agent の構成の詳細については、『StarTeamMPX Administrator's Guide』を参照してくださ
い。このガイドには、スタート ➤ プログラム ➤ Borland StarTeam ➤ StarTeam Server 2009 ➤ ド
キュメント メニューからアクセスできます。

StarTeam Cache Agent をインストールする前に
ルート Cache Agent として使用する Cache Agent をインストールする場合、まず StarTeam Server がイ
ンストールされていることが必要です。 StarTeam Server をインストールした後は、その他のコンポーネ
ントは任意の順序でインストールできます。
以下は、StarTeamMPX コンポーネントをインストールする際の推奨手順です。
1. StarTeam Server をインストールします。 Event Transmitter と File Transmitter は StarTeam Server
と一緒に自動的にインストールされます。
2. StarTeam Message Broker をインストールします。 Message Broker のインスタンスは、複数実行す
ることができます。
3. ルート Cache Agent をインストールします。 これは、たとえ、マシン上に複数のサーバー構成が存在す
る場合でも、インストールする必要があるのは各マシン 1 回だけです。 複数の StarTeam Server 構成
をサポートするには、複数のインスタンスを実行します。 各サーバー構成には、独自のルート Cache
Agent インスタンスが必要になります。
4. リモート Cache Agent をインストールします。 これは、ルート Cache Agent と同じインストーラで
す。 通常、リモート マシン上には 1 つの Message Broker をインストールして実行します。
リモート Cahce Agent は、ルート Cahce Agent と同じ Message Broker を使用できますが、分散した
チームで、特に距離が離れている場合は、複数の Message Brokers を使用することをお勧めします。
実際には、リモート Cahce Agent が通常使用するのは、リモートの Message Broker です。
ルート Cache Agent を起動する前に、以下を実行します。
1. Cache Agent を使用する予定のサーバー構成をそれぞれ起動します。 これにより、File Transmitter
によって、各サーバー構成用の CacheJournal.dat ファイルが生成され、アップグレードされます。
2. (省略可能) FileTransmitter.xml ファイルの MaxJournalAge パラメータの値を変更し、Journal ファ
イル内にレコードを保持する最大日数を指定することもできます。 あらかじめ構成されている値は
180 日です。 Journal ファイルから期限切れ (MaxJournalAge の値を超えた) のレコードが削除され
るのは、関連する構成に対してサーバー アプリケーションが起動されたときだけです。
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Cache Agent をインストールする
Cache Agent がルート Cache Agent として動作するか、リモート Cache Agent として動作するかは、そ
の構成によってのみ決まります。 Cache Agent のインストールはどちらの場合も同様です。ただし、イン
ストール先のコンピュータについて考慮すべき点が異なります。
•

ルート Cache Agent は、それがサポートするサーバー構成のデータ保管庫にアクセスする必要がありま
す。 したがって、StarTeam Server と同じコンピュータにインストールします。 あるいは、ルート
Cache Agent が、それに対応するサーバー構成と CPU やネットワーク I/O を取り合うことのないよう、
別のコンピュータにインストールすることもできます。 ただし、その場合は、Cache Agent が、共有
ネットワーク ドライブを介して、データ保管庫と CacheJournal.dat ファイルにアクセスしなければな
りません。したがって、この方法を選択するのは、高速なネットワークが配備されている場合のみにし
てください。

•

リモート Cache Agent は、ファイル チェックアウトのパフォーマンス向上が見込めるような場所にイン
ストールする必要があります。 1 つのアプローチは、ローカル ユーザーが高速 LAN を介してアクセス
できるネットワーク環境ごとに、1 つの Cache Agent をインストールすることです (たとえば、 本社に
2 つのリモート Cache Agent をインストールし、開発部門と QA 部門にそれぞれ 1 つずつ割り当てま
す。3 つ目のリモート Cache Agent をシカゴ オフィスに、4 つ目をロンドン オフィスにインストール
します)。 もう 1 つ有効な Cache Agent の使い方は、ビルド ユーティリティなどのチェックアウトが集
中するアプリケーション専用のコンピュータに、インスタンスを 1 つインストールする方法です。 企業
全体にインストールできる Cache Agent の数に制限はありません。 ただし、各 Cache Agent は 1 つの
Message Broker にアクセスする必要がある点に留意してください。 クラウドについての詳細は、
『StarTeamMPX Administrator's Guide』の「Understanding Clouds」を参照してください。

ルート Cache Agent またはリモート Cache Agent をインストールするには:
1. Cache Agent をインストールするコンピュータに、管理者、または管理者権限を持つユーザーとしてロ
グインします。
2. ダウンロードしたインストーラを実行します。または、代替 DVD を使用する場合は、DVD ドライブに
StarTeam 2009 インストール DVD Disk 1 (32 ビット) または Disk 2 (64 ビット) を挿入します。
[StarTeam ランチャー] ウィンドウが自動的に表示されます。
インストール メニューが、セットした DVD ドライブから自動的に表示されない場合は、次の手順でメ
ニューを表示します。
1. Windows の [スタート] メニューから スタート ➤ ファイル名を指定して実行... を選択します。
2. コマンド プロンプトで、次のように入力します。
x:\setup.exe
x: は DVD ドライブのドライブ文字です。
3. Enter を押します。 StarTeam 2009 インストールのメイン メニューが表示されます。
3. [製品のインストール] をクリックします。
4. [Cache Agent] をクリックします。 これによって、ルート Cache Agent とリモート Cache Agent の
いずれかをインストールできます。
5. 画面に表示される指示に従って操作します。
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1. 英語以外のバージョンの場合は、ドロップダウン リストから言語を選択して [OK] をクリックしま
す。
2. [Introduction] ダイアログ ボックスの情報を読み、[Next] をクリックします。
3. License Agreement ダイアログ ボックスで、以下を行います。
a. 使用許諾契約の条項を読みます。
b. 使用許諾契約に同意する場合は、I accepted the terms of the License Agreement をクリッ
クします。 使用許諾契約に同意しない場合は、製品をインストールできません。
c. Next をクリックします。
6. インストール フォルダを選択します。 デフォルトのインストール フォルダは C:\Program
Files\Borland\StarTeamMPX Cache Agent 2009 です。
7. 次に、ルート Cache Agent、またはリモート Cache Agent のインストールを選択します。
8. ルート Cache Agent をインストールする場合は、以下の入力が求められます。
[Message Broker Address]: ルート Cache Agent が、他の Cache Agent やクライアントと通信する
ために使用する Message Broker のホスト名またはアドレスを入力します。 必要に応じて、この値の前
にプロトコル (tcp:)、 後ろにポート番号 (:1234) を付けることができます。 Message Broker がデフォ
ルトのポート 5101 を使用していない場合は、ポート番号を指定しなければなりません。たとえば、以
下のように入力します。 tcp:MBServer1:5123
[StarTeam Server Cache folder]: [Choose...] をクリックし、Cache Agent がサポートするサー
バー構成用のデータ保管庫キャッシュを含むフォルダのパスを指定します。 このパスは、ルート Cache
Agent がインストールされているコンピュータからの相対パスでなければなりません。
9. リモート Cache Agent をインストールする場合は、以下の入力が求められます。
[Message Broker Address]: リモート Cache Agent が、ファイル内容メッセージを受信したり、他
の Cache Agent やクライアントと通信するために使用する Message Broker のホスト名または IP アド
レスを入力します。 リモート Cahce Agent は、Message Broker (<tcp>: <アドレス>) を使用するよ
うに構成されている必要があります。
このオプションの詳細については、『StarTeamMPX Administrator's Guide』の「Configuring a
Remote Cache Agent」を参照してください。
10.[Choose Shortcut Folder] ダイアログ ボックスで、デフォルト設定 ([Other] オプション ボタンが選択
されており、その場所が C:\Documents and Settings\All Users\スタート メニュー\プログラム
\Borland StarTeam\StarTeamMPX Cache Agent 2009 に設定されている) を使用します。
11.[Pre-installation Summary] ダイアログ ボックスで設定を確認し、インストール オプションを変更す
る場合は、[Previous] を 1 回もしくは複数回クリックして、インストール オプションを変更します。
次に [Pre-installation Summary] ダイアログ ボックスに戻り、[Install] をクリックします。
12.[Install Complete] ダイアログ ボックスで、[Done] をクリックします。

Cache Agent のインストール後
ユーザー環境によっては、Cache Agent を使用するために、追加の手順を実行しなければならない場合があ
ります。
すべての Cache Agent に共通の手順:
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•

Cache Agent インストーラは、CacheAgentService.exe と CacheAgentApp.exe の両方をインストー
ルします。Cache Agent は、サービスまたはコンソール アプリケーションのいずれかの形態で実行でき
ます。

•

CacheAgentService は "手動" 起動のサービスとして構成されています。Cache Agent が自動的に起動
されるように、起動タイプを "自動" に変更することもできます。 起動タイプを "自動" に変更するには、
[コントロール パネル > 管理ツール > サービス] のインターフェイスを使用するか、サービスを登録解
除してから再登録します。 詳細については、『StarTeamMPX Administrator's Guide』の「Running
Cache Agent On Windows」を参照してください。

ルート Cache Agent をインストールした場合:
•

ルート Cache Agent 用のデフォルトの構成ファイルは RootCAConfig.xml です。これを変更する必要
がある場合があります。 詳細については、『StarTeamMPX Administrator's Guide』の「Configuring
a Root Cache Agent」を参照してください。

リモート Cache Agent をインストールした場合:
•

リモート Cache Agent 用のデフォルトの構成ファイルは RemoteCAConfig.xml です。ユーザー環境に
合わせて、これを変更する必要がある場合があります。 このファイルは、Cache Agent が、StarDraw
サンプル構成用のルート Cache Agent に接続するように構成されたサンプル構成ファイルによって作ら
れます (StarDraw サンプルが実際には存在しない場合でも)。 詳細については、『StarTeamMPX
Administrator's Guide』の「Configuring a Remote Cache Agent」を参照してください。

MPX コンポーネントのアンインストール
StarTeamMPX コンポーネントをインストールすると、そのコンポーネントのアンインストール プログラ
ムへのショートカットが作成されます。 アンインストール プログラムを利用すると、Message Broker お
よび Cache Agent のいずれかまたはすべてをコンピュータから削除できます。 StarTeam Server のイン
ストール、サーバー構成、およびリポジトリには影響はありません。
サーバーに対しアンインストール プログラムを実行しても、トランスミッタのテンプレート ファイルと各
サーバー構成のトランスミッタ用 XML ファイルはそのまま残ります。 その後のインストールでも、これら
のファイルは上書きされません。
StarTeamMPX サービスのアンインストール プログラムを実行しても、STMessageBroker69.ini ファイル
はそのまま残ります。 後で、これらのサービスを再インストールしても、新しいインストールによってこの
ファイルは置き換えられません。
注: StarTeamMPX では、インストールとアンインストールに InstallAnywhere を使用します。
Windows システム (Server 2003 や XP Pro など) 上でこの製品をアンインストールするときに以下の
Java VM エラーのいずれかが発生した場合は、Sun の Web サイトから JRE 1.6.0_13 またはそれ以前
のバージョンをインストールしなければならない可能性があります。
アンインストール時のエラー:
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•

"Can't launch executable. Could not find a suitable Java Virtual machine on your system."(実行可
能ファイルを起動できません。お使いのシステムに適切な Java 仮想マシンが見つかりませんでした。)

•

"Windows error 3 occurred while loading the Java VM."(Java VM のロード中に Windows エラー 3
が発生しました。)

StarTeamMPX の Windows へのインストール

Linux への StarTeamMPX のインストール
この章では、StarTeamMPX を Linux にインストールする方法を説明します。 StarTeamMPX の概要につ
いては、「StarTeamMPX の Windows へのインストール (60 ページ)」を参照してください。

StarTeam Message Broker を Linux にインストールする
1. 他のすべてのアプリケーションを閉じます。
2. ダウンロードしたファイルを含むディレクトリに移動します。
3. コマンド ./mpxservices.bin でバイナリ ファイルを実行します。
注: Windows 以外のプラットフォームでインストール (アンインストール) する場合には、インス
トーラを実行するときにインストール済みの Java VM をパラメータで指定します。 この手順が必要
なのは、Windows 以外の OS の Java VM がインストーラにバンドルされていないからです。 コマ
ンド ./mpxservices.bin を実行したときに問題が発生した場合には、パラメータ LAX_VM を追加し
て、ユーザーの VM へのパスを指定します。 例: ./mpxservices.bin LAX_VM
/usr/java/latest/jre/bin/java
注: OpenSSL ツールキット (openssl097a-0.9.7a-9.i386.rpm) と標準互換 C++ ライブラリ
(compat-libstdc++-33-3.2.3-61.i386.rpm) がインストールされていない場合には、StarTeamMPX
サービスのインストーラでこれらをインストールしてから StarTeam Message Broker のインストー
ルを続行するように確認メッセージが表示されます。
4. Introduction ダイアログ ボックスの情報を読み、Next をクリックします。
5. License Agreement ダイアログ ボックスで、以下を行います。
a) 使用許諾契約の条項を読みます。
b) 使用許諾契約に同意する場合は、I accepted the terms of the License Agreement をクリック
します。
使用許諾契約に同意しない場合は、製品をインストールできません。
c) Next をクリックします。
6. Choose Install Folder ダイアログ ボックスで、インストール フォルダを入力または参照して指定しま
す (デフォルトは /opt/messagebroker68)。
7. Next をクリックします。
8. Choose Link Folder ダイアログ ボックスで、ホーム フォルダにリンクを作成する、別の場所にリンク
を作成する、リンクを作成しない、のいずれかを指定します。
9. Next をクリックします。
10.Pre-Installation Summary ダイアログ ボックスで指定情報を見直し、Install をクリックします。
11.Install Complete ダイアログ ボックスで、Done をクリックしてインストーラを終了します。
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StarTeamMPX ルート Cache Agent またはリモート Cache
Agent を Linux にインストールする
1. 他のすべてのアプリケーションを閉じます。
2. ダウンロードしたファイルを含むディレクトリに移動します。
3. ./ca.bin コマンドでバイナリ ファイルを実行します。
注: Windows 以外のプラットフォームでインストール (アンインストール) する場合には、インス
トーラを実行するときにインストール済みの Java VM をパラメータで指定します。 この手順が必要
なのは、Windows 以外の OS の Java VM がインストーラにバンドルされていないからです。 コマ
ンド ./ca.bin を実行したときに問題が発生した場合には、パラメータ LAX_VM を追加して、ユー
ザーの VM へのパスを指定します。 例: ./ca.bin LAX_VM /usr/java/latest/jre/bin/java
4. Introduction ダイアログ ボックスの情報を読み、Next をクリックします。
5. License Agreement ダイアログ ボックスで、以下を行います。
a) 使用許諾契約の条項を読みます。
b) 使用許諾契約に同意する場合は、I accepted the terms of the License Agreement をクリック
します。
使用許諾契約に同意しない場合は、製品をインストールできません。
c) Next をクリックします。
6. [Choose Install Folder] ダイアログ ボックスで、インストール フォルダを入力または参照して指定し
ます (デフォルトは /home/starteam/cacheagent2009)。
7. Next をクリックします。
8. Choose Cache Agent Type ダイアログ ボックスで、インストールする Cache Agent タイプを選択
し、Next をクリックします。
•

Root Cache Agent: StarTeam 構成には、それぞれ 1 つのルート Cache Agent があります。
StarTeam Server と同じコンピュータにインストールすることも、構成の保管庫キャッシュ フォル
ダにアクセスできる別のコンピュータにインストールすることもできます。

•

Remote Cache Agent: 組織全体で任意の数の リモート Cache Agent をインストールできます。
通常、各地域 (地理上で近接した) に 1 つのリモート Cache Agent をインストールする必要がありま
す。 各リモート Cache Agent は一般に 1 つまたは複数のルート Cache Agent に連結 (階層化) され
ます。

9. Cache Agent のタイプが Root である場合には、Get Root Cache Agent Settings ダイアログ ボッ
クスで次の手順を実行します。
1. 使用する Message Broker のアドレスを指定します。
2. StarTeam サーバー構成のリポジトリへのパスを入力または参照して指定します。 デフォルトは
/home/starteam/starteamserver2009/Samples/StarDraw_Repository/ です。
3. Next をクリックします。
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Cache Agent のタイプが Remote である場合には、Get Remote Cache Agent Settings ダイアログ
ボックスで次の手順を実行します。
1. 使用する Message Broker のアドレスを指定します。
2. StarTeam サーバー構成の GUID を指定します。
3. Next をクリックします。
10.Choose Link Folder ダイアログ ボックスで、ホーム フォルダにリンクを作成する、別の場所にリンク
を作成する、リンクを作成しない、のいずれかを指定します。
11.Next をクリックします。
12.Pre-Installation Summary ダイアログ ボックスで指定情報を見直し、Install をクリックします。
13.Install Complete ダイアログ ボックスで、Done をクリックしてインストーラを終了します。
Cache Agent を起動するには、Oracle ホーム ディレクトリの lib フォルダを指すように環境変数
LD_LIBRARY_PATH を設定します。
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StarTeam Layout Designer のインストール
ここでは、StarTeam Layout Designer をインストールする方法について説明します。
StarTeam Layout Designer の使い方を学ぶには、PDF ドキュメント『StarTeam の管理と利用』または
『StarTeam ヘルプ』にリンクされているオンライン ヘルプを参照してください。これらのドキュメントに
は、StarTeam Cross-Platform Client 2009 ➤ ドキュメント サブメニューからアクセスできます。

StarTeam Layout Designer について
StarTeam Layout Designer を利用すると、アプリケーションに含まれているフォームをカスタマイズでき
ます。カスタム フォームは、カスタム プロパティの表示、ユーザーの所属組織にとって関心のないデフォ
ルト プロパティの非表示、所属組織の要件に合わせたインターフェイスの手直しなどに使用できます。
たとえば、最初の (または唯一の) タブにカスタム フィールドを含む、変更要求のプロパティ ダイアログ
ボックスを設計できます。通常、StarTeam Layout Designer は、カスタム プロパティ エディタを設計す
る管理者のワークステーションにインストールします。
Layout Designer で設計されたプロパティ エディタを使用するのは、通常、StarTeam Enterprise だけで
す。プロパティ エディタは、StarTeam Workflow Designer を利用して作成されたカスタム ワークフロー
ルール (StarTeam Enterprise Advantage で提供) と一緒に使用できないからです。

StarTeam Layout Designer のシステム要件: 概要
StarTeam Layout Designer は、Sun Microsystems の Java 仮想マシン 1.6.0_13 をサポートする Microsoft
Windows システムにインストールできます。システム要件は以下のとおりです。
システム領域

要件

プラットフォーム (32 ビット)

Windows XP Professional SP3
Windows Vista SP1
Red Hat Enterprise Linux Desktop (WS) 5.1

プロセッサ

32 ビット デュアルコア

RAM

最小: 2 GB

ハード ディスク領域

200 MB (本アプリケーションのインストール用)
注: 作業ファイル用に十分なディスク領域が必要で
す。 実際に必要となるディスク領域は、製品の使用方
法によって異なります。
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システム領域

要件

ディスプレイ

SVGA、High Color (16 ビット)、1024×768
推奨解像度: 1280×1024 以上

StarTeam Layout Designer をインストールする
StarTeam Layout Designer を Windows にインストールするには:
1. StarTeam Layout Designer をインストールするコンピュータに、管理者 (管理者権限を持つユーザー)
としてログオンします。
2. ダウンロードしたインストーラを実行します。インストール DVD の場合は、DVD ドライブに StarTeam
2009 インストール DVD Disk 4 をセットします。 [StarTeam ランチャー] ウィンドウが自動的に表示
されます。
インストール メニューが、セットした DVD ドライブから自動的に表示されない場合は、次の手順でメ
ニューを表示します。
1. Windows の [スタート] メニューから スタート ➤ ファイル名を指定して実行... を選択します。
2. コマンド プロンプトで、次のように入力します。
x:\setup.exe
x: は DVD ドライブのドライブ文字です。
3. Enter を押します。 StarTeam 2009 インストールのメイン メニューが表示されます。
3. [製品のインストール] をクリックします。
4. [管理ツール] を選択します。
5. [StarTeam Layout Designer] をクリックします。
6. 画面に表示される指示に従って操作します。
1. 英語以外のバージョンの場合は、ドロップダウン リストから言語を選択して OK をクリックします。
2. [開始画面] ダイアログ ボックスの情報を読み、[次へ] をクリックします。
3. 契約 ダイアログ ボックスで、以下を行います。
a. 使用許諾契約の条項を読みます。
b. 使用許諾契約に同意する場合は、使用許諾契約の条項に同意する をクリックします。 使用許諾契
約に同意しない場合は、製品をインストールできません。
c. 次へ をクリックします。
4. インストール フォルダを選択します。 デフォルトのインストール フォルダは C:\Program
Files\Borland\StarTeam Layout Designer です。
5. ショートカット フォルダを選択 ダイアログで、デフォルトの設定 ([その他] が選択され、その場所が
C:\Documents and Settings\All Users\スタート メニュー\プログラム\Borland
StarTeam\StarTeam Layout Designer に設定) を使用します。

StarTeam Layout Designer のインストール

|

75

6. [インストール内容の確認] ダイアログで、設定を確認します。 必要であれば [戻る] を 1 回または複
数回クリックして戻り、インストール オプションを変更します。 次に [インストール内容の確認] ダ
イアログ ボックスに戻り、[インストール] をクリックします。
7. [インストール完了] ダイアログ ボックスで、[完了] をクリックします。
StarTeam Layout Designer が指定フォルダにインストールされます。
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StarTeam Workflow Extensions のインス
トール
この章では、以下の StarTeam Workflow Extensions コンポーネントをインストールする方法について説
明します。
•

StarTeam Extensions

•

StarTeam Workflow Designer

•

Borland StarTeam Notification Agent

Workflow Extensions の構成方法と使用方法の完全な情報は、『StarTeam Extensions User's Guide』
を参照してください。
注: この文書が英語以外の言語で書かれていても、この製品とインストール中の画面表示は、英語以外
の言語には翻訳されていません。

StarTeam Workflow Extensions について
ワークフローとは、組織のメンバが複雑な仕事を完了するまでのプロセスを説明するための包括的な用語で
す。組織が使用しているワークフローが定型化されているものでも、その場限りのものでも、仕事を完了す
るまでには 1 つのプロセス (パターン) があります。StarTeam Workflow Extensions は、担当の自動通
知、プロセス内の各ステップそれぞれに適したオプションの提示、アイテムのタイムリーな実行の保証を行
うことにより、ワークフローを自動化します。
StarTeam Workflow Extensions は、.jar ファイルとその他のファイルの集合です。これらのファイルは、
定期的に予定されているアプリケーション リリースよりも頻繁に更新されます。ただし、アプリケーション
をカスタマイズして自分たちのワークフローのニーズを満たすには、その他の機能も必要になります。そう
した機能には、サーバーやクライアントのアプリケーションの一部としてインストールされる機能もあれ
ば、製品に付属しているが、ニーズを満たす場所に別途インストールする必要がある機能もあります。
StarTeam Workflow Extensions がワークフロー プロセスをセットアップし維持するために提供する製品、
ツール、機能については、以降のセクションで説明します。

StarTeam Extensions について
StarTeam Extensions には以下のものが含まれます。
•

APE (Alternate Property Editors) と APE の作成を簡単にする Java Beans。 APE は、Java などの標準
的なプログラミング言語で記述されたフォームで、StarTeam の各コンポーネントに付属する標準のプ
ロパティ ダイアログ ボックスに取って代わるものです。

•

ワークフロー エンジン。これは、適切な .Workflow.xml ファイルを読み取って、APE を組み込みます。
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•

Cross-Platform Client で使用できるツールバー。これを使って、新機能を追加するアプリケーションを
起動できます。

•

Java で記述されたその他の各種ユーティリティとライブラリ。

StarTeam Extensions のファイルは、新しいリリースやサービス パックの一部として StarTeam Server
と一緒にリリースされます。 また、StarTeam Extensions には臨時のリリースもあります。 いずれにして
も、ランタイム ファイル、ドキュメント、およびサンプルは別々にインストールします。
デフォルトのインストール フォルダは、C:\Program Files\Borland\StarFlow Extensions です。ただ
し、これらのファイルを、同じサーバー上で実行するサーバーごとに、別フォルダにコピーしておくことを
お勧めします。 たとえば、C:\<構成名>\StarFlow Extensions を使用します。 このようにして、サーバー
構成の StarFlow Extensions プロジェクトそれぞれに異なる作業フォルダを割り当てることができます。
現在実行しているサーバー構成が 1 つしかない場合でも、先のことを考えておくのが賢明です。 また、こ
うしておけば、他の何らかの理由でアップグレードや再インストールを行う場合に、使用中の StarTeam
Extensions ファイルが上書きされることはありません。
詳細については、『StarTeam Workflow Extensions』の「Using StarTeam Extensions」を参照して
ください。

StarTeam Workflow Designer について
Workflow Designer は、.xml ファイルを出力します。このファイルは、いくつかの手順を 1 つのワークフ
ローに定型化したもので、ステップや例外などそれぞれについて誰に通知するかを指定します。各ファイル
は、<アイテムのタイプ>.Workflow.xml という名前になっており、プロジェクト全体で使用するか、その
プロジェクト内の個々のビューで使用することができます。StarTeam Extensions のワークフロー エンジ
ンと Notification Agent は、これらのファイルを読み取ります。
カスタム ワークフローを作成するには、Workflow Designer を使う必要があります。最新バージョンの
StarTeam Extensions もインストールされていれば、作成された .Workflow.xml ファイルは、StarTeam
のインストールにも配置できます。バージョン 5.2 より前のリリースの Workflow Designer (Microsoft
Outlook と密接に連結) を使用して記述されたワークフローは、Notification Agent を使用したり、ワーク
フローを変更する予定がある場合に限り、新しい Workflow Designer を使用して保存し直す必要がありま
す。
Workflow Designer は、Cross-Platform Client を持つ任意のワークステーションに別々にインストールで
きます。
ボーランドのコンサルタントの支援を得て、Cross-Platform Client で使用できるカスタム ツールバーにイ
ンストールすることもできます。

StarTeam Notification Agent について
StarTeam Notification Agent はサーバー構成を監視し、実行すべき作業やワークフロー プロセスで発生し
た例外について、誰に通知する必要があるか判断します。
このツールのインストールとセットアップは、別途行う必要があります。通常は、サーバーを実行するコン
ピュータにインストールしますが、どのマシンにインストールしてもかまいません。StarTeam Notification
Agent が StarTeam Server と同じコンピュータ上にない場合は、2 つのコンピュータの時計を同期させる
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必要があります。StarTeam Notification Agent の時刻を StarTeam Server の時刻より進ませることはで
きません。

StarTeam Workflow Extensions のシステム要件
StarTeam Extensions と StarTeam Workflow Designer のシステム要件は、StarTeam Cross-Platform
Client と同じです。詳細については、「StarTeam Cross-Platform Client のシステム要件 (46 ページ)」を
参照してください。
StarTeam Notification Agent のシステム要件は、StarTeam Server と同じです。詳細については、
「StarTeam Server のシステム要件 (18 ページ)」を参照してください。
StarTeam Notification Agent をインストールする前に、StarTeam Server 2009 をインストールすること
をお勧めします。

StarTeam Extensions のインストール戦略
StarTeam Extensions は、分割してインストールすることができます。 ランタイム ファイル、ドキュメン
ト、およびサンプルを、最も必要とされる場所や使いやすい場所にインストールできます。
デフォルトのインストール フォルダは、C:\Program Files\Borland\StarFlow Extensions です。ただ
し、ランタイム ファイルは、サーバー構成ごとに別フォルダにコピーしておくことをお勧めします。 たと
えば、C:\<構成名>\StarFlow Extensions を使用します。 このようにして、サーバー構成の StarFlow
Extensions プロジェクトそれぞれに異なる作業フォルダを割り当てることができます。
Extensions Runtime をインストールした後で、以下を実行します。
•

StarFlow Extensions フォルダとそのサブフォルダ (Client、Projects、Utilities) を、サーバー構成ごと
に一意の場所にコピーします。

•

(新しい場所にある) StarFlow Extensions フォルダを使用して、各サーバー構成内に StarFlow Extensions
という名前のプロジェクトを作成します。

•

これらのフォルダ内のファイルを StarFlow Extensions プロジェクトに追加します。ただし、StarFlow
Extensions フォルダ内の extensions.pdf、install_en.pdf、および readme_en.html ファイルは除き
ます。
既に StarTeam Extensions を使用している場合は、これらのファイルを、既存ファイルの新しいリビ
ジョンとしてチェックインして、新しいファイルを追加します。

StarTeam Extensions のファイルは、インストール後に、APE とワークフローを使用する各サーバー構成
内の StarFlow Extensions プロジェクトにチェックインする必要があります。 StarTeam サーバー構成に
StarFlow Extensions プロジェクトがまだ含まれていない場合は、プロジェクトを追加し、すべてのユー
ザーがその中のファイルへの読み取りアクセスを持つ必要があります。 管理者は、読み取り/書き込みアク
セスを持つことができます。
現在実行しているサーバー構成が 1 つしかない場合でも、先のことを考えておくのが賢明です。 また、こ
うしておけば、他の何らかの理由でアップグレードや再インストールを行う場合に、ワークステーション上
で変更したがまだチェックインしていない StarFlow Extensions プロジェクト内のファイルが上書きされる
ことはありません。
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注意: どのサーバー構成の StarFlow Extensions プロジェクトに対してもデフォルトのインストール
フォルダを使用している場合は、StarTeam Extension ファイルの再インストールまたはアップグレー
ドの前に、最新ではない必要なものすべてをチェックインすることをお勧めします。

StarTeam Extensions をインストールする
以下のインストール手順で説明するメニューは、Windows インストールの場合です。 Windows 以外のプ
ラットフォームの場合は、DVD に収められた Extensions-2009-LINUX.tar.gz ファイルまたは
Extensions-2009-Universal.tar.gz を使用します。
StarTeam Extensions をインストールするには:
1. ダウンロードしたインストーラを実行します。インストール DVD の場合は、DVD ドライブに StarTeam
2009 インストール DVD Disk 4 をセットします。
[StarTeam ランチャー] ウィンドウが自動的に表示されます。 インストール メニューが、セットした
DVD ドライブから自動的に表示されない場合は、次の手順を行います。
a) Windows の [スタート] メニューから スタート ➤ ファイル名を指定して実行... を選択します。
b) コマンド プロンプトで、次のように入力します。 x:\setup.exe。x: は DVD ドライブのドライブ文
字です。
c) Enter を押します。
StarTeam 2009 インストールのメイン メニューが表示されます。
2. [StarTeam Extensions] をクリックします。
3. Introduction ダイアログ ボックスの情報を読み、Next をクリックします。
4. License Agreement ダイアログ ボックスで、以下を行います。
a) 使用許諾契約の条項を読みます。
b) 使用許諾契約に同意する場合は、I accepted the terms of the License Agreement をクリック
します。
使用許諾契約に同意しない場合は、製品をインストールできません。
c) Next をクリックします。
5. Choose Install Folder ダイアログで、Choose… をクリックして、インストール フォルダとして使用
する場所を指定します
デフォルトのインストール場所は C:\Program Files\Borland\StarFlow Extensions です。 次のオプ
ションがあります。
•

デフォルトの場所を変更するには、Choose... をクリックします。

•

デフォルトの場所に戻すには、Restore Default Folder をクリックします。

Next をクリックして次に進みます。
6. Choose Install Set ダイアログ ボックスで、次のオプションをオフにするか、オンのままにします。
•

[Extensions Runtime]: ワークフロー、APE フォーム、カスタム ツールを使用する各サーバー構
成にとって重要なファイルがインストールされます。 このランタイムは、StarTeam Server と同じ
コンピュータにインストールする必要があります。
ランタイムは、StarFlow Extensions フォルダと、以下の 2 つのサブフォルダから構成されます。

80

|

StarTeam Workflow Extensions のインストール

•

Client フォルダには、StarTeam Extensions だけでなく、通常クライアントと一緒にインストー
ルされるファイルが含まれています。 これらのファイルは、リリース当初からほとんど変わって
いません。 ただし、ユーザーに APE で問題が生じている場合は、そのユーザーには、StarFlow
Extensions プロジェクトの Client フォルダから最新のファイルを提供してください。 これによっ
て、問題が解決する場合があります。
starteam-extensions.jar は、Locator.exe と連携して、Locator 機能 (ワークフローや APE ファ
イルを取得する機能) を提供します。starteam-extensions.jar ファイルは、Cross-Platform Client
と Visual Studio インテグレーションの両方と一緒にインストールされます。 Locator ファイル
は、Visual Studio インテグレーションのみと一緒にインストールされます。

•

Projects フォルダには、StarTeam Extensions で使われるさまざまな .jar、.xml、.dll ファイル
が含まれています。

ランタイムには、Cross-Platform Client で使用できるカスタム ツールバーが含まれていますが、ツー
ルバー用のアプリケーションを記述したり、ツールバーにボタンを追加する場合は、ボーランドのコ
ンサルタントの支援を要請してください。
•

[サンプル]: StarFlow Extensions フォルダに Samples サブフォルダが追加されます。
サンプルは、使いやすいように任意のコンピュータにインストールできます。 これらのサンプルは、
各サーバー構成の StarFlow Extensions フォルダにコピーする必要はありません。また、チェックイ
ンする必要もありません。
APE フォームのサンプルをそのまま、または一部変更して使用する場合は、<アイテムのタイプ
>.Workflow.xml、<名前>.propertyeditor.xml、および <名前>.jar ファイルを、サーバー構成の
StarFlow Extensions\Projects フォルダか、Projects フォルダの適切なサブフォルダにコピーしま
す。 その後、これらのファイルを StarFlow Extensions プロジェクトにチェックインします。
サンプル ツールをそのまま、または一部変更して使用する場合は、<名前>.tool.xml と <名前>.jar
ファイルも Projects フォルダにコピーします。 詳細については、『StarTeam Workflow
Extensions』を参照してください。

•

[ドキュメントの表示]: StarFlow Extensions フォルダに Documentation サブフォルダが追加され
ます。
ドキュメントは、使いやすいように任意のコンピュータにインストールできます。 このフォルダは、
各サーバー構成の StarFlow Extensions フォルダにコピーする必要はありません。また、そのファイ
ルをチェックインする必要もありません。これらのオンライン ドキュメント (..html ファイル) は、
APE 用の API とカスタム ツールバーについて説明しています。
このフォルダには、readme ファイルや『StarTeam Workflow Extensions』は含まれていませ
ん。 これらは、StarFlow Extensions フォルダにインストールされます。

Next をクリックします。
7. Choose Shortcut Folder ダイアログ ボックスで、製品のアイコンを作成する場所を指定します。 デ
フォルトの場所は C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Borland
StarTeam\StarTeam Extensions です。
Next をクリックします。
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8. Pre-installation Summary ダイアログ ボックスで設定を確認し、Previous を 1 回または複数回ク
リックして戻り、インストール オプションを変更します。 再び Pre-installation Summary ダイアロ
グ ボックスに進み、[Install] をクリックします。
9. Install Complete ダイアログ ボックスで、Done をクリックします。

StarTeam Workflow Designer をインストールする
カスタム ワークフローを作成するには、Workflow Designer を使う必要があります。 Workflow Designer
は、.xml ファイルを出力します。このファイルは、いくつかの手順を 1 つのワークフローに定型化したも
ので、ステップや例外などそれぞれについて誰に通知するかを指定します。 各ファイルは、<アイテムのタ
イプ>.Workflow.xml という名前になっており、プロジェクト全体で使用するか、そのプロジェクト内の
個々のビューで使用することができます。 StarTeam Extensions のワークフロー エンジンと Notification
Agent は、これらのファイルを読み取ります。
Workflow Designer は、任意のワークステーションに別々にインストールできます。 専門サービスの支援
があれば、カスタム ツールバーに Workflow Designer を追加し、Cross-Platform Client で使用できます。
StarTeam Workflow Designer をインストールするには:
1. ダウンロードしたインストーラを実行します。インストール DVD の場合は、DVD ドライブに StarTeam
2009 インストール DVD Disk 4 をセットします。 [StarTeam ランチャー] ウィンドウが自動的に表示
されます。
インストール メニューが、セットした DVD ドライブから自動的に表示されない場合は、次の手順でメ
ニューを表示します。
1. Windows の [スタート] メニューから スタート ➤ ファイル名を指定して実行... を選択します。
2. コマンド プロンプトで、次のように入力します。
x:\setup.exe
x: は DVD ドライブのドライブ文字です。
3. Enter を押します。 StarTeam 2009 インストールのメイン メニューが表示されます。
2. [製品のインストール] をクリックします。
3. [管理ツール] を選択します。
4. [StarTeam Workflow Designer] を選択し、画面の指示に従います。
1. [Introduction] ダイアログ ボックスの情報を読み、[Next] をクリックします。
2. License Agreement ダイアログ ボックスで、以下を行います。
a. 使用許諾契約の条項を読みます。
b. 使用許諾契約に同意する場合は、I accepted the terms of the License Agreement をクリッ
クします。 使用許諾契約に同意しない場合は、製品をインストールできません。
c. Next をクリックします。
3. [Choose Install Folder] ダイアログで、[Choose...] ボタンをクリックして、インストール フォル
ダとして使用する場所を指定します デフォルトのインストール先は C:\Program
Files\Borland\StarTeam Workflow Designer です。
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4. [Choose Shortcut Folder] ダイアログ ボックスで、デフォルト設定 ([Other] オプション ボタンが
選択されており、その場所が C:\Documents and Settings\All Users\スタート メニュー\プログラ
ム\Borland StarTeam\StarTeam Workflow Designer に設定されている) を使用します。
5. [Pre-installation Summary] ダイアログ ボックスで、次のいずれかを行います。
•

設定を確認して [Install] をクリックします。

•

設定を確認し、必要であれば [Previous] を 1 回もしくは複数回クリックして、インストール オ
プションを変更します。 次に [Pre-installation Summary] ダイアログ ボックスに戻り、[Install]
をクリックします。

6. [Install Complete] 画面が表示されたら、メッセージを読んでインストールが成功したことを確認し、
[Done] をクリックします。

StarTeam Notification Agent をインストールする
Notification Agent はサーバー構成を監視し、実行すべき作業やワークフロー プロセスで発生した例外につ
いて、誰に通知する必要があるか判断します。
Notification Agent のインストールとセットアップは、別途行う必要があります。 通常は、StarTeam Server
(Windows バージョン) が動作するコンピュータにインストールしますが、どのコンピュータにインストー
ルしてもかまいません。 Notification Agent が StarTeam Server と同じコンピュータ上にない場合は、2
つのコンピュータの時計を同期させる必要があります。 Notification Agent の時刻を StarTeam Server の
時刻より進ませることはできません。 両方が同じコンピュータ上にインストールされ、サービスとして実行
されている場合、Notification Agent は、従属サービスとして実行されるので、先に停止しなければなりま
せん。 詳細については、『StarTeam Workflow Extensions』の「Running Notification Agent as a
Service」を参照してください。
StarTeam Notification Agent をインストールするには:
1. ダウンロードしたインストーラを実行します。インストール DVD の場合は、DVD ドライブに StarTeam
2009 インストール DVD Disk 3 をセットします。 [StarTeam ランチャー] ウィンドウが自動的に表示
されます。
インストール メニューが、セットした DVD ドライブから自動的に表示されない場合は、次の手順でメ
ニューを表示します。
1. Windows の [スタート] メニューから スタート ➤ ファイル名を指定して実行... を選択します。
2. コマンド プロンプトで、次のように入力します。
x:\setup.exe
x: は DVD ドライブのドライブ文字です。
3. Enter を押します。 StarTeam 2009 インストールのメイン メニューが表示されます。
2. [製品のインストール] をクリックします。
3. [管理ツール] を選択します。
4. [StarTeam Notification Agent] を選択し、画面の指示に従います。
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1. [Introduction] ダイアログ ボックスの情報を読み、[Next] をクリックします。
2. License Agreement ダイアログ ボックスで、以下を行います。
a. 使用許諾契約の条項を読みます。
b. 使用許諾契約に同意する場合は、I accepted the terms of the License Agreement をクリッ
クします。 使用許諾契約に同意しない場合は、製品をインストールできません。
c. Next をクリックします。
3. [Choose Install Folder] ダイアログで、[Choose...] ボタンをクリックして、インストール フォル
ダとして使用する場所を指定します デフォルトのインストール先は C:\Program
Files\Borland\StarTeam Notification Agent です。
4. [ショートカット フォルダを選択] ダイアログ ボックスで、デフォルト設定 ([Other] オプション ボ
タンが選択されており、その場所が C:\Documents and Settings\All Users\スタート メニュー\プ
ログラム\Borland StarTeam\StarTeam Notification Agent に設定されている) を使用します。
5. [Pre-installation Summary] ダイアログ ボックスで、次のいずれかを行います。
•

設定を確認して [Install] をクリックします。

•

設定を確認し、必要であれば [Previous] を 1 回もしくは複数回クリックして、インストール オ
プションを変更します。 次に [Pre-installation Summary] ダイアログ ボックスに戻り、[Install]
をクリックします。

6. [Install Complete] 画面が表示されたら、メッセージを読んでインストールが成功したことを確認し、
[Done] をクリックします。
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StarTeam での Microsoft SQL Server およ
び SQL Server Express データベースの利用
この章では、StarTeam Server を使用して、Microsoft SQL Server または SQL Server Express データベー
スを利用するための新しいサーバー構成を作成する方法を説明します。StarTeam Server は、ファイル アー
カイブとサーバー起動情報を除くすべての情報を、ユーザーが選択したデータベースに格納します。
Windows 版の StarTeam Server は、次の Microsoft データベースと組み合わせて利用できます。
•

Microsoft SQL Server 2005 Express (SSE 2005) (StarTeam Server 2009 によって自動的にインス
トールされるデータベース)

•

Microsoft SQL Server 2005 R2

Microsoft SQL Server 2005 Express は StarTeam のデフォルト データベースです。Microsoft Corporation
が提供する SQL Server Express のライセンス許諾契約書をお読みになることを推奨します。
StarTeam Server では、StarTeam サーバー構成で使用する SQL Server および SQL Server Express デー
タベースの作成処理が完全に自動化されています。ただし、必要に応じて、独自のデータベースも作成でき
ます。詳細については、「手動でデータベースを作成する: 概要 (96 ページ)」を参照してください。
この章では、StarTeam Server に付属する SQL スクリプトのチューニングおよび保守の概要と、それらの
スクリプトの使用方法についても説明します。Microsoft SQL Server のパフォーマンス チューニングの詳
細については、Microsoft SQL Server のドキュメントを参照してください。

Microsoft データベースの用語
この章で使用するインスタンスおよびデータベースという用語の意味は Microsoft の用法に従います。コン
ピュータに Microsoft SQL Server 2005 をインストールするとき、SQL Server のインスタンスを最大 16
個までインストールできます。各インスタンスは複数の異なるデータベースを管理できます。StarTeam の
各サーバー構成は、それぞれ別のデータベースを使用します。
StarTeam Server の標準インストールを実行すると、SQL Server Express のインスタンスが 1 つインス
トールされます。SQL Server Express インスタンスには番号が付けられるので、追加のインスタンスは、
Web サイトにあるダウンロード パッケージ、および StarTeam インストール DVDに含まれています。こ
れは、コンピュータ上に既に SQL Server Express が存在している可能性があり、StarTeam は既存のイン
スタンスとは異なる番号を使用する必要があるからです。

データベースへのログオン
StarTeam サーバー構成で使用するデータベースを実行するか、またはそのデータベースにログオンするに
は、専用の StarTeam ユーザー アカウントを使用することを強く推奨します。 システム管理者アカウント
は通常、無制限の特権を持ちます。 システム管理者としてログオンしている間に何らかの異常またはエラー
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が発生すると、StarTeam データベースや、同じデータベース サーバーによって管理されている他のデータ
ベースに回復不能な損害が生じる可能性があります。

エンコーディングの違いについて
StarTeam Server は、UTF-8 でエンコードされたデータを送信します。Microsoft SQL Server および SQL
Server Expressは、データベース レベルでは UTF-8 をサポートしません。ただし、固定長フォーマットの
Unicode データ (UTF-16) を格納するために、nchar、nvarchar、および ntext 型をサポートしています。
•

UTF-8 は可変長の文字セットであり、文字のバイト数は言語によって 1 ～ 6 バイトの間で変化します。

•

UTF-16 は固定長のエンコーディング機構であり、すべての文字が 2 バイトに展開されます。1 文字が常
に 1 バイトに変換される文字セットに適用されるとき、UTF-16 は UTF-8 よりも多くの記憶領域を使用
する傾向があります。

StarTeam におけるデータのエンコーディング方式が原因で、英語以外の StarTeam データは StarTeam
クライアントからは人間が判読できますが、Microsoft SQL Server や SQL Server Express からは判読でき
ません。
このことは、 Microsoft SQL Server および SQL Server Express データベースによって使用される ODBC
ドライバが、データの変換を行わないことが重要な理由でもあります。StarTeam Server は、サーバー構
成のデータベースとともに使用される DSN を作成するとき、ODBC の自動変換機能を無効にします。同様
に、データベースを独自に作成する場合は、自動変換機能を手動で無効にする必要があります。この機能が
無効にされていることにより、Microsoft ODBC ドライバに対する SQL Server の ODBC データ ソース テ
ストは失敗しますが、これは StarTeam サーバー構成で使用するために作成される DSN については正常な
動作です。

Microsoft SQL Server データベースを利用する: 概要
Microsoft SQL Server データベースを使用する予定の場合、次の作業を完了する必要があります。
1. Microsoft SQL Server をインストールします。
重要: Microsoft SQL Server データベースのインスタンスをインストールすると、デフォルトの照
合順序は、オペレーティング システムのロケール設定に対応したものになります。このロケール設
定は、チームの環境で適切である場合にのみ使用することを推奨します。ロケール設定が不適切な場
合、StarTeam Server から自動的にデータベースを作成するときに、使用している環境の言語でデー
タベース名、ユーザー名、またはパスワードを指定できなくなります。
2. StarTeam Server をインストールします。詳細については、「StarTeam Server をインストールする
(28 ページ)」を参照してください。
3. StarTeam サーバー構成を作成し、起動します。
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•

StarTeam に自動的にデータベースを作成させる場合は、「サーバー構成を作成し起動する (87 ペー
ジ)」を参照してください。

•

手動で作成する場合は、「手動でデータベースを作成する: 概要 (96 ページ)」を参照してください。
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Microsoft SQL Server 2005 を使用する予定の場合は、「Microsoft SQL Server 2005 データベースに
接続する (87 ページ)」で詳細を確認してください。
注意: Microsoft SQL Server を使用して StarTeam を使い始めた後は、次の点に注意してくださ
い。
•

StarTeam クライアントまたはサーバー管理ツール以外の手段を利用して、データベースの内容
を変更しないでください。データベースの直接操作はサポートされていません。

•

StarTeam クライアントまたはサーバー管理ツール以外の手段を利用して、データ保管庫のファ
イルを変更しないでください。

Microsoft SQL Server 2005 データベースに接続する
StarTeam Server は、Microsoft SQL Server データベースに接続するために、デフォルトの Windows 認
証ではなく Microsoft SQL Server 認証を要求します。セキュリティと認証に関するデフォルト設定を使用
して Microsoft SQL Server 2005 をインストールすると、データベースへの接続で StarTeam Server に問
題が発生します。
Microsoft SQL Server に接続するときに使用するセキュリティを指定するには:
1. Microsoft SQL Server インストール ウィザードを起動します。
2. ウィザードの [認証モード] ページを表示させます。
3. ([Windows 認証] オプションの代わりに) [混合モード (Windows 認証と SQL Server 認証)] オプショ
ンをクリックします。
4. 使用するパスワードを 2 回入力します。
5. [次へ >] をクリックして、ウィザードの残りのページを完成させます。

サーバー構成を作成し起動する
新しいサーバー構成を最初に起動するとき、StarTeam Server は、指定されたデータベース内に StarTeam
に関するすべてのテーブルを作成します。 ここでは、StarTeam サーバー構成を作成し、最初に起動する方
法を説明します。 説明では、StarTeam Server に自動的に Microsoft SQL Server または SQL Server
Express データベースを作成させることを想定しています。 手動で作成する場合は、「手動でデータベース
を作成する: 概要 (96 ページ)」を参照してください。
Microsoft SQL Server および SQL Server Express データベースの名前については、次のガイドラインに
従ってください。
•

文字で始まる

•

文字と数字だけを含む

•

スペースを含まない

•

create、delete、if、then、else、goto などの SQL 予約語でない
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これらのガイドラインに従わない名前のデータベースについては、サーバー管理のデータベース オプション
が正しく機能しない場合があります。
Microsoft SQL Server または SQL Server Express データベースを使用するサーバー構成を作成するには:
1. サーバー管理ツールを起動します。 スタート ➤ プログラム ➤ Borland StarTeam ➤ StarTeam Server
2009 ➤ StarTeam Server をクリックします。 [サーバー管理] ツールが表示されます。
2. サーバー ➤ 構成の新規作成... をクリックします。 [構成の新規作成] ダイアログ ボックスが表示されま
す。
3. 新しい構成データを入力します。
1. [構成名] ボックスに構成の名前を入力します。
サーバー構成の名前をデータベースと同じにする場合 (複数のサーバー構成がある場合に特に推奨さ
れる方法)、この節の始めで説明した、Microsoft SQL Server および SQL Server Express データベー
スの命名規則に従う必要があります。
2. 直接入力するか、[参照...] をクリックして、ログ ファイルやその他の情報を格納するために使用す
る [リポジトリのパス] の場所を指定します。 入力したリポジトリ パスが存在しない場合は、アプリ
ケーションによって自動的に作成されます。 [リポジトリのパス] は、デフォルト ハイブの場所でも
あります。
3. [データベースの種類] ボックスの一覧から [Microsoft SQL Server/SSE] (デフォルト値) を選択し
ます。
4. [StarTeam データベースと ODBC データソースを新規作成する] オプションをクリックすると、
StarTeam Server が、データベースおよび関連するデータベースの DSN を自動的に作成します。
5. 次のいずれかの方法で、Native-II データ保管庫の初期ハイブを作成します。
•

[デフォルト] オプションを選択したままにして、デフォルト設定を変更せず、手順 6 に進みます。
デフォルト設定では、StarTeam Server は次の処理を行います。

•

•

DefaultHive という名前の初期ハイブを作成します。

•

DefaultHive が使用するサブフォルダ Archives および Cache をリポジトリ パス内に作成し
ます。

•

最大キャッシュサイズは、キャッシュが置かれているドライブ上の、その時点で利用可能な領
域の 20% に設定します。

•

キャッシュ クリーンアップの間隔は、デフォルト設定の 600 秒 (10分) を使用します。

•

記憶しきい値 (空き領域がなくなったものとして認識するドライブ使用率) はデフォルト設定の
95% を使用します。

[カスタム] オプションをクリックし、必要なハイブ設定を変更して、カスタム値を設定します。

6. [次へ] をクリックして、SQL/SSE データベースを作成します。
4. サーバーとデータベースの情報を入力します。
1. 次のいずれかを行います。
•
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SSE のサーバー構成を作成している場合、[ホスト名] ボックスのデフォルト値は
「(local)\SSE2005_ST」 になります。これは、StarTeam Server がインストールされている
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コンピュータ上の SSE インスタンスには STARTEAM という名前が与えられているからです。 手
順 2 に進みます。
•

Microsoft SQL Server のサーバー構成を作成している場合、直接入力するか [参照...] をクリック
して、ネットワーク上の、使用するコンピュータおよびデータベースの名前を指定します。

2. [システム管理者(sa)のパスワード] ボックスにシステム管理者のパスワードを入力します。
SSE インスタンスの場合、システム管理者パスワードのデフォルトの初期設定は 「StarTeam123」
です。
3. [接続の検証] をクリックして、接続をテストします。 テスト接続がうまくいかない場合は、設定を見
直し変更します。
4. [StarTeam スキーマ情報] 領域のそれぞれのボックスに、作成するデータソースの名前、新しいデー
タベース名、およびその構成の新しいログイン名を入力します。 このユーザーがデータベースの所有
者になります。
5. [新しいデータベース パスワード] ボックスおよび [データベース パスワードの確認] ボックスに、新
しいデータベースのデータベース パスワードを入力します。
6. 次へ をクリックします。
5. データ ファイルとトランザクション ログの作成に関する情報を入力し、[完了] をクリックします。
注: ボーランドは、データ ファイルとトランザクション ログ ファイルを、それぞれ独自のディスク
コントローラによって制御される、別々の物理ドライブに置くことを推奨します。
デフォルト設定が適切なのは、ユーザー数が 15 未満、格納見込みデータ量が 1 GB 以下での使用の場合
です。
Microsoft SQL Server および SQL Server Express データベースについてよく理解している場合は、ま
ず [デフォルト構成を使用する] チェック ボックスをオフにし、データ ファイルとログ ファイルのサイ
ズと場所を変更することができます。
Microsoft SQL Server および SQL Server Express データベースでは比例充填方式が採用されているた
め、データベースの作成時には、少なくともぞれぞれ 3 個のデータ ファイルおよびトランザクション ロ
グ ファイルを設定します。 この方式では、すべてのファイルがほぼ同時にいっぱいになる傾向がありま
す。
断片化を避けるには、データベースで想定される最大のデータ量に基づいて、データ ファイルのサイズ
をできるだけ大きく設定します。
詳細については、「データ ファイルとトランザクション ログのガイドライン (90 ページ)」を参照して
ください。
[サーバー管理] ツールに、新しいサーバー構成が [ローカル] ノードの子として表示されます。
注: サーバー構成の作成に加えて、StarTeam Server は新しいサーバー構成についての情報を
starteam-server-configs.xml ファイルに追加します。 このファイルの詳細については、『StarTeam
の管理と利用』を参照してください。
6. デフォルトでは、どのサーバー構成も TCP/IP エンドポイント (ポート) 49201 を使用するように設定さ
れます。ただし、1 台のコンピュータ上で各サーバー構成のエンドポイントは一意である必要があるた
め、デフォルトのエンドポイントを編集することが推奨されます。
エンドポイントを変更するには:
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1. サーバー構成を選択します。
2. ツールバーの [設定を指定して起動...] ボタンをクリックします (またはメイン メニューの アクショ
ン ➤ 設定を指定して起動... をクリックします)。 [設定を指定して起動] ダイアログ ボックスが表示
されます。
3. 使用するエンドポイントを [TCP/IP エンドポイント] ボックスに入力して、[OK] をクリックします。
注: このダイアログ ボックスを使用して、添付ファイルの格納場所を変更することもできますが、
そのような変更の必要はほとんどありません。
7. 新しいサーバー構成は必ず構成して (詳細については『StarTeam の管理と利用』を参照)、その構成の
バックアップ スケジュールを計画してください。

データ ファイルとトランザクション ログのガイドライン
ユーザー数に基づいて、ボーランドでは、データ ファイルおよびトランザクション ログに関して、次のガ
イドラインを提案します。環境によっては、次表の推奨値は適切でない場合もあります。
ユーザー数

データ ファイル数

各データ ファイルのサ
ログ ファイル数
イズ

各ログ ファイルのサイ
1
ズ

15まで

3

50 MB

3

50 MB

15 ～ 50

3

300 MB

3

300 MB

51 ～ 100

5

300 MB

5

300 MB

101 ～ 300

7

500 MB

5

500 MB

>300

7

800 MB

6

500 MB

1

トランザクション ログ ファイルのサイズは、トランザクション ログのバックアップが頻繁に実行される場
合にのみ関係します。
トランザクション ログのバックアップは非常に重要です。トランザクションがバックアップされた後で、
Microsoft SQL Server および SQL Server Express データベースは、自動的にトランザクション ログの非
アクティブ部分を切り捨てます。この非アクティブ部分に格納されているのは、完了したトランザクション
であるため、以後の復旧処理の間に使用されることはありません。バックアップを行うことの基本的な利点
は、トランザクション ログが際限なく拡張して多くの領域を占有する代わりに、トランザクション ログか
ら切り捨てられたこの非アクティブ領域分が Microsoft SQL Server によって再利用されることです。これ
は、パフォーマンスの観点からは非常に大きな利点です。
ファイルの自動拡張を有効にすると、多数のファイルが同じディスクを共有する場合にファイルの断片化の
原因となる可能性があります。したがって、ファイルまたはファイル グループはできる限り、多数のローカ
ル物理ディスク上に分散して作成することを推奨します。領域を競合する可能性の大きいオブジェクトは、
別々のファイル グループに配置します。
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Microsoft データベース用 SQL スクリプトを実行する
StarTeam Server には、Microsoft SQL Server および SQL Server Express データベースで使用するため
に特に記述された SQL スクリプトが付属しています。 これらのスクリプトは、StarTeam データベースの
保守およびチューニングに役立ちます。 SQL スクリプトには、インストール後に実行するもの、データベー
スのパフォーマンス維持のために毎週実行するもの、StarTeam Server によって自動的に実行されるもの
などがあります。
Microsoft SQL Server および SQL Server Express データベース用の実行可能な SQL スクリプトは、
Borland\StarTeam Server 2009\DBScripts\Sqlserver_Scripts フォルダに収められています。
注: Sqlserver_Scripts フォルダには、 Create_Stored_Procedures、Drop_Stored_Procedures、
Install、Preinstall、および DW (データ ウェアハウス用) サブフォルダがあります。 これらのサブフォ
ルダ内のスクリプトは、必要に応じて StarTeam Server が実行します。 このため、これらのスクリプ
トについてはどれも、SQL クエリ エディタなどの外部のデータベース ユーザー インターフェイスから
は絶対に直接実行しないでください。
次の表は、必要になることが多い SQL スクリプトの一覧です。 いくつかのスクリプトについては、手動で
定期的に実行することを推奨します。 表にはこれらのスクリプトの推奨実行頻度を示しています。 各環境
における StarTeam の利用状況に応じて、頻度を調節できます。 夜間や週末など、サーバーがあまり利用
されていないときにスクリプトを実行します。
これらのスクリプトの実行に加えて、サーバー管理ツールから [完全削除] オプションを実行して、データ
ベースから削除されたビューを除去することも推奨します。 ボーランドでは、StarTeam プロジェクトから
1 つ以上のビューを削除した後に、データベースに対して完全削除を実行することを推奨します。 [完全削
除] オプションの詳細については、『StarTeam の管理と利用』を参照してください。
StarTeam スクリプト名

実行頻度

starteam_sqlserver_dbcc.sql

週に 1 回

starteam_sqlserver_dbcc_reindex.sql

週に 2 回 (最低限)

starteam_sqlserver_dbcc_showcontig.sql

週に 2 回 (最低限)

starteam_sqlserver_dropall.sql

必要な場合のみ

注意:
•

Microsoft SQL Server または SQL Server Express データベース用の StarTeam SQL スクリプトを
実行する前に、データベース互換性モードが正しく設定されていることを確認してください。Microsoft
SQL Server 2005 ベースの構成の場合は、データベース互換性モードを「90」に設定してくださ
い。

•

必要に応じて、必ず StarTeam データベースをバックアップし、それらのバックアップを定期的に
検証してください。 StarTeam プロジェクト データのバックアップの復元とテストはテスト システ
ム上で行うことを推奨します。 バックアップの復元とテストを行うことは、データが正しくバック
アップされていることの確認に役立ちます。

Microsoft SQL Server または SQL Server Express データベース用のスクリプトを実行するには:
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1. Microsoft から SQL Server Management Studio または SQL Server Management Studio Express を
インストールします。
2. スタート ➤ プログラム ➤ Microsoft SQL Server 2005 (または Microsoft SQL Server Express)
➤ SQL Server Manager Studio (または SQL Server Manager Studio Express) をクリックしま
す。
3. SQL Server Manager Studio で、新しいクエリを設計するか、既存のクエリを開きます。
4. クエリ ➤ 接続 ➤ 接続... をクリックして、アクセスする StarTeam データベースがあるサーバーに接続
します。
5. 該当する StarTeam データベースを選択します。
6. ファイル ➤ 開く ➤ <フォルダ名>\<スクリプト名> をクリックして、チューニング スクリプトを開き
ます。
7. ツールバーの [実行] ボタンをクリックするか、F5 キーを押してスクリプトを実行します。

Microsoft SQL Server および SSE データベース用 SQL スク
リプト
•

starteam_sqlserver_create_check_database.sql
実行: StarTeam Server によって適宜自動実行

•

starteam_sqlserver_create_database.sql
実行: 新しいサーバー構成の作成時に StarTeam によって自動実行
このスクリプトは、新しい Microsoft SQL Server データベースを作成します。

•

starteam_sqlserver_create_upgrade_34.sql
実行: サーバー構成のアップグレード時に StarTeam によって自動実行

•

starteam_sqlserver_create_upgrade_36.sql
実行: サーバー構成のアップグレード時に StarTeam によって自動実行

•

starteam_sqlserver_create_upgrade_55.sql
実行: サーバー構成のアップグレード時に StarTeam によって自動実行

•

starteam_sqlserver_create_upgrade_58.sql
実行: サーバー構成のアップグレード時に StarTeam によって自動実行

•

starteam_sqlserver_dbcc.sql
実行: 週に 1 回
starteam_sqlserver_dbcc.sql スクリプトは、データベース インデックスを再構築し、データベース オ
ブジェクトに対して整合性チェックを実行します。このスクリプトはインデックスを構築し、データベー
ス分布ページ内の統計情報を更新します。

•

starteam_sqlserver_dbcc_reindex.sql
実行: 最低週に 2 回
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このスクリプトはデータベース内のすべてのインデックスを再構築します。このスクリプトを適宜実行
することは非常に重要です。
•

starteam_sqlserver_dbcc_showcontig.sql
実行: 最低週に 2 回
このスクリプトは、データベースの断片化に関する情報を提供します。

•

starteam_sqlserver_dropall.sql
実行: 必要な場合のみ
注意: starteam_sqlserver_dropall.sql スクリプトを実行すると、すべての StarTeam テーブル
と、それらのテーブルに含まれるデータがデータベースから削除されます。このスクリプトは厳重に
注意して使用してください。
starteam_sqlserver_dropall.sql スクリプトは、すべての StarTeam テーブルをデータベースから削除
します。たとえば、StarTeam サーバー構成を別のデータベースに移行する場合、
starteam_sqlserver_dropall.sql を使用して、元のデータベースからテーブルを削除できます。あるい
は、StarTeam 表領域以外の表領域に StarTeam テーブルを誤って追加した場合に、このスクリプトを
使用してそれらのテーブルを削除します。

•

starteam_sqlserver_get_dbinfo.sql
実行: StarTeam Server によって適宜自動実行

•

starteam_sqlserver_get_dbpath.sql
実行: StarTeam Server によって適宜自動実行

•

starteam_sqlserver_run_msde_backup.sql
実行: このサンプル スクリプトを環境に合わせてカスタマイズした後で、必要に応じて実行可能
このサンプル スクリプトは、SQL Server Express データベースのバックアップ コピーの作成方法を例
示します。このスクリプトは、実行する前に個別の環境に合わせてカスタマイズする必要があります
(StarTeam Server データベースをバックアップする前に、必ず StarTeam Server をロックまたは停止
してください)。

•

starteam_sqlserver_update_statistics.sql
実行: 必要な場合のみ
このスクリプトは、各インデックス内のキー値の分布についての統計情報を更新します。この統計情報
は、クエリ処理を最適化するために SQL Server が使用します。(sp_autostats を使用して) 自動統計を
有効にしている場合や、(starteam_sqlserver_dbcc.sql または starteam_sqlserver_dbcc_reindex.sql
スクリプトを実行することによって) 定期的にインデックスを再構築している場合は、このスクリプトを
実行する必要はありません。

Microsoft SQL Server のセキュリティ
SQL Server 2005 は、次の要素と概念を含む、標準的なセキュリティ モデルを使用しています。
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•

セキュラブル (対象): データベース ビューなどの、セキュアである必要があるリソースまたはターゲッ
ト オブジェクト。

•

プリンシパル (主体): リソースにアクセスする必要があるユーザー。

•

パーミッション (許可): セキュラブルに関連付けられたアクセス タイプ。パーミッションは、プリンシ
パルに与えたり、プリンシパルから取り消すことができます。たとえば、Update は、R という名前の
テーブル (セキュラブル) に関連付けられたパーミッションです。R の Update が、U という名前のユー
ザー (プリンシパル) に与えられると、U は、R に対して Update アクセスできます。

さらに、SQL Server 2005 は、次のセキュリティ プリンシパルを異なるレベルでサポートします。
•

Window レベルのプリンシパル: Windows のローカル ログインおよびネットワーク ドメイン ログイン
のための SQL Server インスタンスに対するアクセス制御。

•

SQL Server レベルのプリンシパル: SQL Server ログインのための SQL Server インスタンスに対する
アクセス制御。

•

データベース レベルのプリンシパル: データベース ユーザーのためのデータベース インスタンスに対す
るアクセス制御。

SQL Server インスタンスにアクセスするには、Windows のユーザー名または、事前にそのサーバー イン
スタンスで作成した SQL Server のユーザー名を使用します。ログオンすると、そのユーザー名がサーバー
レベルのセキュリティ プリンシパルとして表示されます。
サーバーで特定のデータベースを使用しようとすると、SQL Server は、以前にそのユーザー名にマッピン
グされたことのあるユーザーに適合するデータベースを検索します。SQL Server が該当するユーザーを検
出すると、対応するユーザー名がサーバー レベルのセキュリティ プリンシパルとして表示されます。

孤立ユーザー
対応する SQL Server ログインのデータベース ユーザーが、定義されていない、または定義が正しくない場
合、SQL Server はそのユーザーにインスタンスへのログオンを許可しません。このようなユーザーを、サー
バー インスタンス上のデータベースの孤立ユーザーといいます。データベースのユーザーは、対応する SQL
Server のユーザー名が削除されたときに、孤立ユーザーになる可能性があります。多くの場合は、データ
ベースが復元されるか、別の SQL Server のインスタンスに配置されたときに、データベースのユーザーが
孤立化します。データベースのユーザーに、新しいサーバー インスタンスには存在しない SID が割り当て
られたときに、孤立化が発生します。
StarTeam Server 構成を更新する前に、SQL Server Management Studio などの SQL 文を実行するツー
ルを使用して、すべての孤立ユーザーを解決してください。

孤立ユーザーを解決する
StarTeam Server 構成を起動または更新する前に、SQL 文を実行する SQL Server Management Studio
などのツールを使用して、すべての孤立ユーザーを解決します。システム管理者のユーザー名 (sa)、または
Windows 認証 (管理者アカウントで) のどちらかを使用して、データベースに接続し、SQL コンソールの対
象とするデータベースを StarTeam のデータベースに変更します。
SQL コンソールに、次のコマンドを入力して、すべての孤立ユーザーのユーザー名を表示します。
1. SQL コンソールに、次のコマンドを入力して、すべての孤立ユーザーのユーザー名を表示します。
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sp_change_users_login 'REPORT'
2. データベースの所有者 (dbo) が孤立ユーザーとして返された場合は、次のコマンドを入力します。
a) sp_addlogin <ユーザー名>, <パスワード>
<ユーザー名> と <パスワード> の位置には、StarTeam Server の適切なユーザー名とパスワード
をそれぞれ入力します。パスワードを指定していない場合、デフォルトのパスワードは空です。
b) go
c) sp_changedbowner <ユーザー名>
<ユーザー名> の位置には、StarTeam Server の適切なユーザー名を入力します。
d) go
3. 他のすべてのユーザーが孤立ユーザーとして返された場合は、次のコマンドを入力します。
a) sp_addlogin <ユーザー名>, <パスワード>
<ユーザー名> と <パスワード> の位置には、StarTeam Server の適切なユーザー名とパスワード
をそれぞれ入力します。パスワードを指定していない場合、デフォルトのパスワードは空です。
b) go
c) EXEC sp_change_users_login 'Update_One', '<ユーザー名>', '<ユーザー名>'
<ユーザー名> の位置には、StarTeam Server の適切なユーザー名を入力します。
d) go
4. \Dbscripts\SQLServer_Scripts\starteam_sqlserver_set-owner-to-dbo.sql ファイルの内容をコピー
して、SQL Server のクエリ ウィンドウに貼り付けます。
通常、\Dbscripts ディレクトリは、StarTeam Server のインストール ディレクトリの下にあります。
5. 貼り付けた SQL コマンドを StarTeam のデータベースに対して実行します。
6. スクリプトを実行するには、システム管理者 (sa) として次のコマンドを実行します。
exec change_db_ownership <ユーザー名>
<ユーザー名> の位置には、StarTeam Server の適切なユーザー名を入力します。
7. SQL Enterprise Manager (SQL Server 2005 では SQL Server Management Studio) を使用して、デー
タベースから starteam ユーザーを削除します。
8. 次のコマンドを実行します。
sp_changedbowner starteam
9. starteam ユーザーとしてログオンします。
パスワードを入力する必要があります。
10.次のコマンドを実行します。
select * from s0
11.少なくとも 1 行が返されることを確認します。
すべての孤立ユーザーを解決する必要があります。簡単に孤立ユーザーを解決するには、ユーザーを削
除する前に、そのユーザーが復元したデータベース内に所有するデータベース オブジェクトを削除しま
す。
詳細については、SQL Server 2005 ドキュメントの「対応するログインの存在しないユーザーに関する
トラブルシューティング」を参照してください。
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手動でデータベースを作成する: 概要
StarTeam Server には Microsoft SQL Server および SQL Server Express のデータベースを自動的に作成
する機能がありますが、手動で独自のデータベースを作成することもできます。 手動での作成がより効果的
なのは、データベース作成のための高度なツールを備える Microsoft SQL Server を使用する場合です。
次の手順説明中の指示に従うことは非常に重要です。 特に、独自の DSN を作成するときは、必ず
Latin1_General_CI_AS 照合順序を使用し、ODBC 自動変換機能も必ず無効にしてください。
Microsoft SQL Server および SQL Server Express データベースの名前については、次のガイドラインに
従ってください。
•

文字で始まる

•

文字と数字だけを含む

•

スペースを含まない

•

create、delete、if、then、else、goto などの SQL 予約語でない

これらのガイドラインに従わない名前のデータベースについては、サーバー管理のデータベース オプション
が正しく機能しない場合があります。
独自の Microsoft SQL Server または SQL Server Express データベースを作成するには:
1. Microsoft SQL Server または SQL Server Express をインストールします。
注: Microsoft SQL Server 2005 を使用する予定の場合、必ず「Microsoft SQL Server 2005 デー
タベースに接続する (87 ページ)」の内容を再確認してください。
2. StarTeam Server をインストールします。 詳細については、「StarTeam Server をインストールする
(28 ページ)」を参照してください。
3. StarTeam データベースを作成します。 詳細については、データベース管理者に問い合わせてください。
次のことを確認します。
•

データベースの所有者が StarTeam のユーザーであること。

•

その StarTeam ユーザーのデフォルト データベースが StarTeam データベースであること。

•

データベースが、StarTeam データを格納するための予測拡張パターンに適合していること。 詳細に
ついては、「データ ファイルとトランザクション ログのガイドライン (90 ページ)」を参照してくだ
さい。

•

データベースの名前が前述の命名規則に従っていること。

•

StarTeam データベースを作成またはアップグレードするために、SQL Server のインスタンスは次
の照合順序のいずれかである必要があります。
•

Latin1_General_CI_AS

•

Latin1_General_CI_AI

•

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

日本語の 2 バイト オペレーティング システムでは、SQL Server 2005 インストール用のデフォルト
照合順序は StarTeam でサポートされていません。サポート対象照合順序のいずれかを使用してイン
スタンスの名前を指定する必要があります。
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注:
Microsoft SQL Server 2005 のマルチインスタンス機能は、同一データベース サーバー上の異な
るロケールでの複数のインスタンスの使用をサポートします。

4. StarTeam データベースの ODBC DSN を作成します。 手順については、「StarTeam データベースの
ODBC システム DSN を作成する (97 ページ)」を参照してください。
5. StarTeam サーバー構成を作成し、起動します。 手順については、「(既存データベース用の) サーバー
構成を作成する (98 ページ)」を参照してください。

StarTeam データベースの ODBC システム DSN を作成す
る
StarTeam Server がインストールされたコンピュータ上で、Microsoft ODBC ドライバを使用する新しい
StarTeam データベースのシステム DSN を作成します。
StarTeam データベースの ODBC システム DSN を作成するには:
1. Windows の [スタート] メニューから スタート ➤ 設定 ➤ コントロール パネル をクリックします。 [コ
ントロール パネル] ダイアログ ボックスが表示されます。
2. [管理ツール] アイコン、[データ ソース (ODBC)] アイコンの順にダブルクリックして、[ODBC データ
ソース アドミニストレータ] ダイアログ ボックスを開きます。
3. [システム DSN] タブをクリックしてから、[追加...] をクリックします。
4. [名前] が「SQL Native Client」で [バージョン] が「2005.90.4035.00」 (または、これよりも新し
いバージョン) の Microsoft ODBC ドライバを選択し、 [完了] をクリックします。 [SQL Server に接続
するための新規データ ソースを作成する] ダイアログ ボックスが表示されます。
5. [名前] ボックスに「StarTeam」と入力し、説明を入力し、StarTeam 用に作成した Microsoft SQL
Server を選択して [次へ >] をクリックします。
6. [ユーザーが入力する SQL Server 用のログイン ID とパスワードを使う] をクリックします。
7. [SQL Server に接続して追加の構成オプションの既定設定を取得する] チェック ボックスをオンにし、
StarTeam ユーザーのログイン ID とパスワードを入力して [次へ >] をクリックします。
8. StarTeam をデフォルト データベースとして指定します。 たとえば、コンピュータの名前が Orion の場
合、ORION\STARTEAM を選択します。
9. オペレーティング システムの種類に応じて、[次へ >] を 3 回クリックするか、[次へ >] を 1 回クリッ
クしてから [完了] をクリックして、[文字データを変換する] チェック ボックスのあるページを表示し
ます。
10.[文字データを変換する] チェック ボックスをオフにします。 これにより、ODBC の自動変換機能が無効
になります。 これは、Microsoft SQL Server または SQL Server Express データベースを利用する、
StarTeam サーバー構成を正しく使用するために重要な設定です。
このオプションをオフにすると、ANSI キャラクタ文字列がクライアント アプリケーションとサーバー
の間で送受信されるとき、その文字列内の拡張文字の変換が行われなくなります。 Windows のヘルプに
は、「クライアント コンピュータが SQL Server のコード ページと異なる ANSI コード ページ (ACP)
を使用している場合、ANSI キャラクタ文字列内の拡張文字が誤って解釈される場合があります。 クラ
イアント コンピュータがその ACP に対して、SQL Server が使用しているものと同じコード ページを使
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用している場合、拡張文字は正しく解釈されます。」という記述があります。 データは StarTeam Server
によって管理されるため、このことは問題になりません。
11.他の ODBC DSN 設定を確認し、[データ ソースのテスト...] をクリックします。 [文字データを変換す
る] チェック ボックスを除いて、デフォルトの設定を使用できます。
12.[OK] または [完了] をクリックして、ウィザードを終了します。
重要: Microsoft ODBC ドライバの [SQL Server ODBC データ ソース テスト] ダイアログで、次の
メッセージとともにテストの失敗が報告されます。
[文字データを変換する] チェック ボックスをオンにしてください
StarTeam サーバー構成で使用する Microsoft SQL Server および SQL Server Express データベー
スについては、このオプションがオンではいけないので、実際には、このメッセージがオプションの
設定が正しいことを示しています。

(既存データベース用の) サーバー構成を作成する
新しいサーバー構成を最初に起動すると、StarTeam Server は、指定されたデータベース内にすべての
StarTeam テーブルを作成します。 ここでは、作成済みの Microsoft SQL Server または SQL Server Express
データベースを使用して StarTeam サーバー構成を作成する方法を説明します。
Microsoft SQL Server および SQL Server Express データベースの名前については、次のガイドラインに
従ってください。
•

文字で始まる

•

文字と数字だけを含む

•

スペースを含まない

•

create、delete、if、then、else、goto などの SQL 予約語でない

既存の Microsoft SQL Server または SQL Server Express データベースを使用してサーバー構成を作成す
るには:
1. サーバー管理ツールを起動します。 スタート ➤ プログラム ➤ Borland StarTeam ➤ StarTeam Server
2009 ➤ StarTeam Server をクリックします。 [サーバー管理] ツールが表示されます。
2. サーバー ➤ 構成の新規作成... をクリックします。 [構成の新規作成] ダイアログ ボックスが表示されま
す。
3. 新しい構成データを入力します。
1. [構成名] ボックスに構成の名前を入力します。
サーバー構成の名前をデータベースと同じにする場合 (複数のサーバー構成がある場合に特に推奨さ
れる方法)、この節の始めで説明した、Microsoft SQL Server および SQL Server Express データベー
スの命名規則に従う必要があります。
2. 直接入力するか、[参照...] をクリックして、ログ ファイルやその他の情報を格納するために使用す
る [リポジトリのパス] の場所を指定します。 入力したリポジトリ パスが存在しない場合は、アプリ
ケーションによって自動的に作成されます。 [リポジトリのパス] は、デフォルト ハイブの場所でも
あります。
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3. [データベースの種類] ボックスの一覧から [Microsoft SQL Server/SSE] (デフォルト値) を選択し
ます。
4. [StarTeam データベースと ODBC データソースを新規作成する] オプションをオフにし、StarTeam
Server がデータベースとそのデータベースに対する DSN を自動的に作成しないようにします。
5. 次のいずれかの方法で、Native-II データ保管庫の初期ハイブを作成します。
•

[デフォルト] オプションを選択したままにして、デフォルト設定を変更せず、手順 6 に進みます。
デフォルト設定では、StarTeam Server は次の処理を行います。

•

•

DefaultHive という名前の初期ハイブを作成します。

•

DefaultHive が使用するサブフォルダ Archives および Cache をリポジトリ パス内に作成し
ます。

•

最大キャッシュサイズは、キャッシュが置かれているドライブ上の、その時点で利用可能な領
域の 20% に設定します。

•

キャッシュ クリーンアップの間隔は、デフォルト設定の 600 秒 (10分) を使用します。

•

記憶しきい値 (空き領域がなくなったものとして認識するドライブ使用率) はデフォルト設定の
95% を使用します。

[カスタム] オプションをクリックし、必要なハイブ設定を変更して、カスタム値を設定します。

6. [次へ] をクリックしてから、データソース名、ログイン名、およびパスワードをそれぞれのテキスト
ボックスに入力します。
注: StarTeam Server とともにインストールした SSE に接続する場合、システム管理者 (sa) の
初期パスワードは「StarTeam123」です。
7. 入力した値が正しいかどうか確実でない場合、[接続の検証] をクリックして接続をテストします。
8. [完了] をクリックします。
[サーバー管理] ツールが再表示され、新しいサーバー構成が [ローカル] ノードの子として表示され
ます。
注: サーバー構成の作成に加えて、StarTeam Server は新しいサーバー構成についての情報を
starteam-server-configs.xml ファイルに追加します。 このファイルの詳細については、
『StarTeam の管理と利用』を参照してください。

4. デフォルトでは、どのサーバー構成も TCP/IP エンドポイント (ポート) 49201 を使用するように設定さ
れます。ただし、1 台のコンピュータ上で各サーバー構成のエンドポイントは一意である必要があるた
め、デフォルトのエンドポイントを編集することが推奨されます。
エンドポイントを変更するには:
1. サーバー構成を選択します。
2. ツールバーの [設定を指定して起動...] ボタンをクリックします (またはメイン メニューの アクショ
ン ➤ 設定を指定して起動... をクリックします)。 [設定を指定して起動] ダイアログ ボックスが表示
されます。
3. 使用するエンドポイントを [TCP/IP エンドポイント] ボックスに入力して、[OK] をクリックします。
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注: このダイアログ ボックスを使用して、添付ファイルの格納場所を変更することもできますが、
そのような変更の必要はほとんどありません。
5. 新しいサーバー構成は必ず構成して (詳細については『StarTeam の管理と利用』を参照)、その構成の
バックアップ スケジュールを計画してください。

照合順序について
Microsoft SQL Server 2005 および Microsoft SQL Server 2005 Express データベースにおけるキャラク
タ文字列の物理記憶域は、照合順序によって制御されています。照合順序は、各文字を表すビット パターン
と、文字のソートおよび比較の規則を指定します。
Microsoft SQL Server 2005 は、単一のデータベースに格納されている、照合順序が異なる複数のオブジェ
クトをサポートします。Microsoft SQL Server 2005 の個別の照合順序は、列のレベルにまで詳細に指定で
きます。テーブル内の各列に異なった照合順序を割り当てることができます。
コンピュータの内部で、文字はオンかオフのどちらかであるビットのさまざまなパターンによって表されま
す。各文字の格納に 1 バイト (8 ビット) を使用するプログラムは、最大 256 個の異なった文字を表現でき
ます。2 バイト (16 ビット) を使用するプログラムは最大 65,536 個の文字を表現できます。
1 バイト コード ページは、1 バイトで表現できる 256 種類のビット パターンそれぞれに対応させて、文字
を定義します。コード ページは、大文字、小文字、数字、記号、および特殊文字 (!、@、#、% など) の
ビット パターンを定義します。ドイツ語やスペイン語などのヨーロッパ言語は、それぞれ独自の 1 バイト
コード ページを持っています。A から Z までのラテン アルファベット文字を表すビット パターンはすべて
のコード ページに共通ですが、(é や á などの) アクセント符号付きの文字を表すビット パターンはコード
ページによって異なります。異なるコード ページを実行するコンピュータ間でデータを交換する場合は、す
べての文字データを送信元コンピュータのコード ページから送信先コンピュータのコード ページに変換す
る必要があります。送信先コンピュータのコード ページで定義されていない拡張文字が送信元データに含ま
れている場合、そのデータは失われます。あるデータベースがさまざまな国のクライアントにサービスを提
供する場合、そのデータベースで、すべてのクライアント コンピュータが必要とするすべての拡張文字を含
むコード ページを 1 つ選択することは困難です。また、あるコード ページから別のコード ページへの変換
を常に行うには、多くの処理時間が必要です。
さらに、1 バイト文字セットは、多くの言語で使用されるすべての文字を格納するには不適切です。たとえ
ば、一部のアジア言語では、何千個もの文字を使用するため、1 文字につき 2 バイトを使用する必要があり
ます。2 バイト文字セットは、これらの言語のために定義されています。ここでも、これらの言語がそれぞ
れ独自のコード ページを持っているため、異なる 2 バイト コード ページを実行しているコンピュータ間で
のデータ転送には困難が伴います。
照合順序設定を別の Windows ロケールと同期する方法についての詳細は、次の Microsoft サイトを参照し
てください。

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa176553.aspx

どのようにしてデフォルトの照合順序は選択されるか?
Microsoft SQL Server バージョン 7.0 または Server 2000 のデフォルト インスタンスを SQL Server 2005
にアップグレードする場合、または、Microsoft SQL Server バージョン 6.5 または 7.0 のデフォルト イン
スタンスとの間でバージョンが切り替えられる Microsoft SQL Server 2005 のデフォルト インスタンスを

100

|

StarTeam での Microsoft SQL Server および SQL Server Express データベースの利用

インストールする場合、SQL Server の設定は、使用されなくなった照合順序も含め、Microsoft SQL Server
バージョン 6.5 または 7.0 の既存のインスタンスで使用されているのと同じ照合順序をそのまま保持しま
す。
それ以外の場合はすべて、SQL Server の設定は、Microsoft SQL Server 2005 のインスタンスのインストー
ル先であるコンピュータの Windows ロケールをサポートする Windows 照合順序を選択します。 コンピュー
タが US English ロケールを使用している場合、インスタンスのデフォルトの照合順序は
Latin1_General_CI_AS となります。
重要: 日本語の 2 バイト オペレーティング システムでは、SQL Server 2005 インストール用のデフォ
ルト照合順序は StarTeam でサポートされていません。サポート対象照合順序のいずれかを使用してイ
ンスタンスの名前を指定する必要があります。
•

Latin1_General_CI_AS

•

Latin1_General_CI_AI

•

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

Microsoft SQL Server 2005 のマルチインスタンス機能は、同一データベース サーバー上の異なるロ
ケールでの複数のインスタンスの使用をサポートします。
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StarTeam での Oracle データベースの利用
この章では、新しいサーバー構成と、StarTeam Server で利用する Oracle スキーマ ユーザーを作成する
方法を説明します。 StarTeam Server は、ファイル アーカイブとサーバー起動情報を除くすべての情報を
スキーマ ユーザーに格納します。
この章では、StarTeam Server に付属する SQL スクリプトのチューニングおよび保守の概要と、それらの
スクリプトの使用方法についても説明します。
サーバー構成を作成するとき、StarTeam Server では、表領域、スキーマ ユーザー、および DSN を自動
的に作成できます。 ただし、必要に応じて、表領域およびスキーマ ユーザーを手動で作成できます。
注:
StarTeam Server を使用して自動的に作成されるすべての表領域は、ローカル管理表領域を作成しま
す。 StarTeam Server が作成するすべての表領域は AUTOALLOCATE を使用します。
StarTeam 2009 は、StarTeam Server で、Oracle 10g R2 データベースに対して使用する Oracle
10.2.0.4.0 ドライバ、または Oracle 11g データベースに対して使用する Oracle 11.01.00.06 ドライ
バをサポートします。 Oracle データベースは、32 ビットおよび 64 ビットのオペレーティング システ
ムの両方でサポートされます。
重要: StarTeam 2009 にアップグレードする場合は、10.2.0.4.0 ドライバまたは 11.01.00.06 ドラ
イバをインストールする必要があります。

Oracle データベースの用語
この章で使用するデータベース インスタンスおよびスキーマ ユーザーという用語の意味は、Oracle の用法
に従います。各データベース インスタンスは複数の異なるスキーマ ユーザーを管理できます。StarTeam
の各サーバー構成 (StarDraw サンプルなど) は独自のスキーマ ユーザーを持ちます。
StarTeam ドキュメントの他の箇所では、StarTeam がサポートする他のデータベースと共通の用語が使用
されています。たとえば、コンピュータに Microsoft SQL Server 2005 をインストールすると、そのイン
スタンスを複数実行できます。各インスタンスは複数の異なるデータベースを管理できます。したがって、
これらのドキュメントの他の箇所で "データベース" という用語が使われているときは、"スキーマ ユーザー"
を想定してください。

スキーマ ユーザーへのログオン
StarTeam スキーマ ユーザーを実行するか、StarTeam スキーマ ユーザーにログオンするには、専用の
StarTeam ユーザー アカウントを使用することを強く推奨します。 システム管理者アカウントは通常、無
制限の特権を持ちます。 システム管理者としてログオンしている間に何らかの異常またはエラーが発生する
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と、StarTeam スキーマ ユーザーや、同じデータベースによって管理されている他のスキーマ ユーザーに
回復不能な損害が生じる場合があります。

Oracle スキーマ ユーザーを利用する: 概要
Oracle スキーマ ユーザーを使用する予定の場合、次の作業を完了する必要があります。
1. Oracle Server をインストールします。ほとんどの場合、StarTeam Server と Oracle Server は別々の
コンピュータにインストールします。
2. StarTeam Server をインストールする予定のコンピュータに Oracle Client をインストールします。
3. Oracle Client と Oracle Server の間の接続を確立します。「クライアントとサーバー間の接続性を検証
する (103 ページ)」
4. Oracle ODBC ドライバをインストールします。「Oracle ODBD ドライバの使用 (104 ページ)」
5. Oracle Enterprise Manager をインストールします。
6. StarTeam Server をインストールします。詳細については、「StarTeam Server をインストールする
(28 ページ)」を参照してください。
7. Oracle Client 用の NLS_LANG 設定と、Oracle Server 用に指定された文字セットが正しいことを確認
します。詳細については、「正しい NLS_LANG の使用 (105 ページ)」および「データベースの文字セッ
トと StarTeam Server (107 ページ)」を参照してください。
8. StarTeam サーバー構成を作成します。詳細については、「Oracle スキーマ ユーザーを使用するサー
バー構成を作成し起動する (108 ページ)」(スキーマ ユーザーの自動作成について) および「手動で Oracle
スキーマ ユーザーを作成する: 概要 (113 ページ)」を参照してください。
注意:
Oracle を使用して StarTeam を使い始めた後は、次の点に注意してください。
•

StarTeam クライアントまたはサーバー管理ツール以外の手段を利用して、データベースの内容
を変更しないでください。データベースの直接操作はサポートされていません。

•

StarTeam クライアントまたはサーバー管理ツール以外の手段を利用して、データ保管庫のファ
イルを変更しないでください。

クライアントとサーバー間の接続性を検証する
Oracle Client と Oracle Server が (推奨どおりに) 別々のコンピュータに配置されている場合、Oracle Client
が Oracle データベース インスタンスと接続できることを検証します。これにより、StarTeam サーバー構
成が Oracle スキーマ ユーザーにアクセスできることが確認されます。
Oracle Client と Oracle Server 間の接続性を検証するには:
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1. StarTeam Server コンピュータ上の Oracle Client を使用して、Oracle への接続を設定します。
2. Net Configuration Assistant を使用して、Oracle Client と Oracle Server のそれぞれがインストールさ
れているコンピュータ間の接続を確立します。
3. SQL*Plus または SQL*Worksheet を使用して、データベースの接続をテストします。

Oracle ODBD ドライバの使用
StarTeam Server では、10.2 Oracle Client リリースに対して 10.2.0.4.0 の ODBC ドライバが必要です。
Oracle ODBC ドライバは、Microsoft Open Database Connectivity (ODBC) API を実装するアプリケー
ションが、Oracle データベース インスタンスとの間でデータの読み取りと書き込みを行うことを可能にし
ます。 リリース 5.3 以降の StarTeam Server では、メタデータの取得と格納に Oracle ODBC ドライバを
使用します。
Oracle ODBC ドライバは、Oracle Server と通信するために Oracle Net API を必要とします。 デフォルト
の Oracle Client インストールには、必要な NET ライブラリが含まれています。
Oracle ODBC ドライバの配布キットは、DLL、Windows ヘルプ ファイル、ライセンスのコピー、および製
品の説明で構成されます。
ODBC 対応アプリケーションを使用するには、Oracle ODBC ドライバに加えて次のソフトウェアが必要で
す。
•

Oracle Net

•

クライアント上のネットワーク トランスポート

これらのコンポーネントはどちらも、Oracle Client のインストール中にインストールされます。

Oracle ODBD ドライバを検証する
正しいバージョンの ODBC ドライバがインストールされていることを確認するには:
1. 使用しているリリースのドライバのバージョンを確認します (たとえば、[ODBC データ ソース アドミニ
ストレータ] ダイアログの ドライバ ➤ バージョン を使用して確認できます)。
2. バージョンが正しくない場合、正しいバージョンをダウンロードしてインストールします。詳細につい
ては、「Oracle ODBC ドライバのダウンロードとインストールを行う (104 ページ)」を参照してくださ
い。

Oracle ODBC ドライバのダウンロードとインストールを行
う
次の URL から、サポート対象の Oracle ODBC ドライバをダウンロードします。

http://www.oracle.com/technology/software/tech/windows/odbc
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ODBC ドライバをインストールするには、Oracle Universal Installer を使用します。 サポート対象バージョ
ンの Oracle ODBC ドライバのうちどれをインストールするかは、環境ごとの要件や組織の方針によって異
なります。
Oracle Client のバージョンの最初の 3 桁が、ODBC ドライバのバージョンの最初の 3 桁と一致することを
確認します。 たとえば、Oracle 10g Release 2 クライアント (10.02.00) を Oracle 10g Release 1 ODBC
ドライバ (10.00.00) と組み合わせて使用することはできません。
注意: StarTeam Server コンピュータ上に複数の Oracle ホームがある場合、必ず、バージョンが一致
する Oracle ホームに Oracle ODBC ドライバをインストールしてください。 たとえば、10.2.0.4.0 ド
ライバをインストールするときは、Oracle 10 Release 2 ホームを選択していることを確認します。
バージョンが一致していないと、インストールは失敗します。
最適な Oracle Client バージョンの自己展開アーカイブ ファイルを実行すると、インストール可能なディレ
クトリ構造がローカル ハード ドライブ上に作成されます。 ローカル ドライブから Oracle Universal Installer
を実行します。
Oracle ODBC ドライバをインストールするには:
1. Windows の [スタート] メニューから、プログラム ➤ Oracle Installation Products ➤ Universal
Installer をクリックします。
Oracle Universal Installer の [ようこそ] ページが表示されます。
2. 画面の指示に従って、インストールを完了させます。
3. この製品が依存するコンポーネントの一部がステージング領域に見つからないという警告がメッセージ
ダイアログ ボックスに表示された場合、[はい] をクリックして継続します。

正しい NLS_LANG の使用
StarTeam Server は、データベースに格納されているデータを UTF-8 形式に変換します。 この文字セット
や StarTeam Server のその他の要件と競合しないように、データベースの文字セットを定義することを推
奨します。 詳細については、「Windows レジストリに NLS_LANG を定義する (106 ページ)」を参照して
ください。
NLS_LANG は Oracle Client の文字セットを表します。 Oracle Client の文字セットは、NLS_LANG の 3
番目のパラメータで定義されます。
NLS_LANG を正しく設定した後、Oracle Client は、データベースへのデータ格納時またはデータベースか
らのデータ取得時に、すべてのシンボルをデータベースの文字セットの文字コード値に正しく変換します。
NLS_LANG は次の形式で指定されます。
NLS_LANG = language_territory.characterset
各部の意味は次のとおりです。
language
Oracle のメッセージ、曜日名、および月名に使用する言語を指定します。
territory
通貨と数値の形式、地域、および週と日付の計算規則を指定します。
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characterset
Oracle Client が使用する文字セットを制御します (通常は Windows のコード ページと一致します)。

NLS_LANG の定義: 概要
ODBC のインストールは、複数の Oracle ホームをサポートします。各 ODBC ドライバは、そのインストー
ル先の Oracle ホームの名前によって一意に識別されます。Oracle ODBC ドライバを使用するアプリケー
ションは、NLS_LANG の値を使用して、文字セット変換に関連する決定を行います。NLS_LANG 設定の文
字セット部分は、AMERICAN_AMERICA.WE8MSWIN1252 にする必要があります。Oracle 8i 以前のバー
ジョンを StarTeam データベースとして使用している場合には、AMERICAN_AMERICA.WE8ISO8859P1
を設定します。
ODBC ドライバのインストールは Windows コード ページ (ACP) の値を使用して、レジストリ内の NLS_LANG
の値を定義します。NLS_LANG の値が正しいかどうかを検証することを推奨します。NLS_LANG 環境変数
はレジストリ設定よりも優先されるため、必ずこの変数を確認してください。必要であれば、この変数を削
除できます。詳細については、「環境変数として NLS_LANG を定義する (107 ページ)」を参照してくださ
い。
Oracle Client 用の NLS_LANG は、次のどちらかの方法で定義できます。
•

レジストリでの定義 (Windows のみ)
詳細については、「Windows レジストリに NLS_LANG を定義する (106 ページ)」を参照してください。
Oracle Client および Oracle Server は複数の Oracle ホームの概念をサポートします。具体的には、同
じコンピュータ上に Oracle バイナリの複数のセットを置くことができます。同じコンピュータ上に複数
の Oracle ホームを配置すると、各ホームに対応する複数のレジストリ エントリが存在します。各ホーム
に対して NLS_LANG を定義することを推奨します。

•

環境変数として定義
詳細については、「環境変数として NLS_LANG を定義する (107 ページ)」を参照してください。
レジストリは環境設定の主な保存先ですが、環境パラメータはレジストリ以外の場所にも設定できます。
NLS_LANG は、[システムのプロパティ] でシステム環境変数またはユーザー環境変数として設定できま
す。
注意: NLS_LANG を環境変数として定義すると、その値はすべての Oracle ホームに対して使用さ
れます。この定義方法は慎重に使用することを推奨します。特に、コンピュータ上に複数の Oracle
ホームがあり、そのうちの一部の Oracle ホームで異なる NLS_LANG 設定を行う場合に、注意が必
要です。NLS_LANG 変数を削除するのが最適な場合があります。

Windows レジストリに NLS_LANG を定義する
注: NLS_LANG が定義されていない場合、デフォルト値は AMERICAN_AMERICA.US7ASCII です。
Windows レジストリ エディタを使用して NLS_LANG 設定を変更するには:
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1. Windows の [スタート] メニューから スタート ➤ ファイル名を指定して実行... をクリックします。 ファ
イル名を指定して実行 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 「regedit」と入力して、[OK] をクリックします。
3. 次のレジストリ エントリを編集します。 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\homeID
homeID は Oracle ホームを識別する一意の名前です。

環境変数として NLS_LANG を定義する
注: NLS_LANG が定義されていない場合、デフォルト値は AMERICAN_AMERICA.US7ASCII です。
Windows で NLS_LANG 環境変数の設定を作成または変更するには:
1. デスクトップの [マイ コンピュータ] アイコンを右クリックして、コンテキスト メニューから [プロパ
ティ] をクリックします。
2. [詳細設定] タブをクリックします。
3. [環境変数] をクリックします。[環境変数] ダイアログ ボックスが表示されます。
4. NLS_LANG を選択し、適切な値を定義します。
UNIX でこの設定を作成または修正するには、.profile ファイルまたは .cshrc ファイル内に NLS_LANG
の値を定義します。環境変数の設定方法については、UNIX 管理者に問い合わせてください。

データベースの文字セットと StarTeam Server
StarTeam Server は、Oracle スキーマ ユーザーに UTF-8 データを格納します。StarTeam Server は
Oracle の変換メカニズムを使用しません。UTF-8 への変換を自ら実行します。
注意: 変換は StarTeam Server によって行われるため、Oracle Client が二重にデータを変換するのを
避けることは非常に重要です。二重変換が行われるとデータが破損します。
Oracle ソフトウェアは、(NLS_LANG で指定される) Oracle Client の文字セットが、データベース インス
タンスの文字セットと一致しないときにのみ、変換を行います。したがって、クライアントとサーバーの設
定を一致させることは非常に重要です。StarTeam サーバー構成では、Oracle データベース インスタンス
が WE8MSWIN1252 文字セットを使用するように設定されている必要があります。Oracle 8i 以前のバー
ジョンを StarTeam データベースとして使用している場合、Oracle データベース インスタンスは、
WE8ISO8859P1 文字セットを使用します。
サーバー管理ツールでは、使用するデータベース インスタンスの文字セットが正しい文字セットでない場
合、新しい StarTeam サーバー構成を作成できません。StarTeam Server は起動時に、データベースの文
字セットが NLS_LANG の文字セット定義と一致しているかも確認します。
異なる言語や地域では、数値設定も異なるため、NLS_LANG の language_territory 部分の設定が
AMERICAN_AMERICA (米国の数値設定) でない場合にも、StarTeam Server は起動しません。設定が異
なる場合、StarTeam Server の例外が発生します。これは、数値などが誤って表示されることを意味する
ものではありません。たとえば、ドイツなどの国では小数点をカンマで表します。上記設定でも、ドイツ語
の数値は正しく表示されます。
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Oracle スキーマ ユーザーを使用するサーバー構成を作成し起
動する
新しいサーバー構成を最初に起動するとき、StarTeam は、指定されたデータベース内に StarTeam に関す
るすべてのテーブルを作成します。 ここでは、StarTeam サーバー構成を作成し、最初に起動する方法を説
明します。 説明では、StarTeam Server が Oracle の表領域と、StarTeam という名前のスキーマ ユーザー
を自動的に作成することを想定しています。 手動で作成する場合は、「手動で Oracle スキーマ ユーザーを
作成する: 概要 (113 ページ)」を参照してください。
作業を開始する前に、Oracle データベースのネット サービス名 (オペレーティング システムに応じて
C:\ORACLE_HOME\network\admin\tnsnames.ora または
$ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora のどちらかに格納されている Oracle ネット サービス
名) とシステム パスワードを用意する必要があります。
Oracle スキーマ ユーザーを使用するサーバー構成を作成するには:
1. サーバー管理ツールを起動します。 スタート ➤ プログラム ➤ Borland StarTeam ➤ StarTeam Server
2009 ➤ StarTeam Server をクリックします。 [サーバー管理] ツールが表示されます。
2. サーバー ➤ 構成の新規作成... をクリックします。 [構成の新規作成] ダイアログ ボックスが表示されま
す。
3. 新しい構成データを入力します。
1. [構成名] ボックスに構成の名前を入力します。
2. 直接入力するか、[参照...] をクリックして、ログ ファイルやその他の情報を格納するために使用す
る [リポジトリのパス] の場所を指定します。 入力したリポジトリ パスが存在しない場合は、アプリ
ケーションによって自動的に作成されます。 [リポジトリのパス] は、デフォルト ハイブの場所でも
あります。
3. [データベースの種類] ボックスの一覧から [Oracle] を選択します。
4. [StarTeam データベースと ODBC データソースを新規作成する] チェック ボックスをオンにし、
StarTeam Server が表領域、スキーマ ユーザー、およびスキーマ ユーザーの DSN を自動的に作成
するようにします。
5. 次のいずれかの方法で、Native-II データ保管庫の初期ハイブを作成します。
•

[デフォルト] オプションを選択したままにして、デフォルト設定を変更せず、手順 6 に進みます。
デフォルト設定では、StarTeam Server は次の処理を行います。
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•

DefaultHive という名前の初期ハイブを作成します。

•

DefaultHive が使用するサブフォルダ Archives および Cache をリポジトリ パス内に作成し
ます。

•

最大キャッシュサイズは、キャッシュが置かれているドライブ上の、その時点で利用可能な領
域の 20% に設定します。
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•

キャッシュ クリーンアップの間隔は、デフォルト設定の 600 秒 (10分) を使用します。

•

記憶しきい値 (空き領域がなくなったものとして認識するドライブ使用率) はデフォルト設定の
95% を使用します。

[カスタム] オプションをクリックし、必要なハイブ設定を変更して、カスタム値を設定します。

6. 次へ をクリックします。 ウィザードの [Oracle スキーマ ユーザーの作成] ページが表示されます。
7. [TNS サービス名] ボックスに Oracle ネット サービス名を入力します。
8. [システム パスワード] ボックスにデータベースのシステム パスワードを入力します。
9. [接続の検証] をクリックして、データベースに正しく接続できることを確認します。
10.サーバー構成、DSN、およびスキーマ ユーザーの名前を同じに保つために、[新しい ODBC データ
ソース名] および [新しいスキーマ ユーザー名] の各ボックスのデフォルト値には、前の画面でサー
バー構成に対して指定した名前が設定されています。 必要に応じて、これらの名前を変更して、別の
値を使用します。
11.スキーマ ユーザー名のパスワードを入力し、確認のためもう一度入力します。
12.次へ をクリックします。 ウィザードの [StarTeam スキーマ用テーブル スペースの作成] ページが
表示されます。
13.テーブルスペース (表領域) 名のデフォルト設定は、サーバー構成の名前です。 必要に応じて、これ
らの名前を変更して、別の値を使用します。
14.ユーザー数が 15 未満で、格納するデータ量が 1 GB 未満と予測される場合は、デフォルトの設定値
が適切です。
Oracle スキーマ ユーザーについて十分理解している場合、データ ファイルの名前、サイズ、および
場所を変更できます。 詳細については、「データ ファイルのガイドライン (110 ページ)」を参照して
ください。
断片化を避けるには、データベースで想定される最大のデータ量に基づいて、データ ファイルのサイ
ズをできるだけ大きく設定します。
表領域の作成時には、次の理由から少なくとも 3 個のデータ ファイルを使用します。
•

1 つのデータ ファイルあたり最大 2 GB までのサイズ制限がある。

•

ファイルが 2 個以下の場合、挿入処理が重いときに、応答速度が低下することがある。

15.[完了] をクリックします。
[サーバー管理] ウィンドウが再表示され、新しいサーバー構成が [ローカル] ノードの子として表示され
ます。
注: サーバー構成の作成に加えて、StarTeam Server は新しいサーバー構成についての情報を
starteam-server-configs.xml ファイルに追加します。 このファイルについての詳細は、『StarTeam
ヘルプ』または『StarTeam の管理と利用』を参照してください。この 2 つはどちらも、Borland
StarTeam ➤ StarTeam Cross-Platform Client 2009 ➤ ドキュメント サブメニューからアクセ
スできます。 これらのドキュメントでは、このファイルのオプションと、それらのオプションをコ
マンド ラインから設定する方法を説明しています。
4. デフォルトでは、どのサーバー構成も TCP/IP エンドポイント (ポート) 49201 を使用するように設定さ
れます。ただし、1 台のコンピュータ上で各サーバー構成のエンドポイントは一意である必要があるた
め、デフォルトのエンドポイントを編集することが推奨されます。
エンドポイントを変更するには:
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1. サーバー構成を選択します。
2. ツールバーの [設定を指定して起動...] ボタンをクリックします (またはメイン メニューの アクショ
ン ➤ 設定を指定して起動... をクリックします)。 [設定を指定して起動] ダイアログ ボックスが表示
されます。
3. 使用するエンドポイントを [TCP/IP エンドポイント] ボックスに入力して、[OK] をクリックします。
注: このダイアログ ボックスを使用して、添付ファイルの格納場所を変更することもできますが、
そのような変更の必要はほとんどありません。
5. 新しいサーバー構成は必ず構成して (詳細については『StarTeam の管理と利用』を参照)、その構成の
バックアップ スケジュールを計画してください。

データ ファイルのガイドライン
ボーランドでは、データ ファイルの個数とサイズについて、ユーザー数に基づいて、次のガイドラインを提
案します。環境によっては、次表の推奨値は適切でない場合もあります。
ユーザー数

データ ファイル数

各データ ファイルのサイズ

15 まで

3

50 MB

15 ～ 50

3

300 MB

51 ～ 100

5

300 MB

101 ～ 300

7

500 MB

>300

7

800 MB

Oracle スキーマ ユーザー用 SQL スクリプトを実行する
StarTeam Server には、特に Oracle スキーマ ユーザーで使用するために記述された SQL スクリプトが付
属しています。 これらのスクリプトは、StarTeam データベースの保守およびチューニングに役立ちます。
SQL スクリプトには、インストール後に実行するもの、データベースのパフォーマンス維持のために毎週実
行するもの、StarTeam Server によって自動的に実行されるものなどがあります。
実行可能な Oracle スキーマ ユーザー用 SQL スクリプトは、Borland\StarTeam Server
2009\DBScripts\Oracle_Scripts フォルダに収められています。
注: Oracle_Scripts フォルダには、 Create_Stored_Procedures、Drop_Stored_Procedures、Install、
Preinstall、および DW (データ ウェアハウス用) サブフォルダがあります。 これらのサブフォルダ内の
スクリプトは、必要に応じて StarTeam Server が実行します。 これらのスクリプトはどれも、SQL*Plus
や SQL *Worksheet などの外部のデータベース ユーザー インターフェイスから、絶対に直接実行しな
いでください。
次の表は、必要になることが多い SQL スクリプトの一覧です。 いくつかのスクリプトについては、手動で
定期的に実行することを推奨します。 表にはこれらのスクリプトの推奨実行頻度を示しています。 各環境
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における StarTeam の利用状況に応じて、頻度を調節できます。 夜間や週末など、サーバーがあまり利用
されていないときにスクリプトを実行します。
これらのスクリプトの実行に加えて、サーバー管理ツールから [完全削除] オプションを実行して、スキー
マ ユーザーから削除されたビューを除去することも推奨します。 ボーランドでは、StarTeam プロジェク
トから 1 つ以上のビューを削除した際には、その後でスキーマ ユーザーに対して完全削除を実行すること
を推奨します。 [完全削除] オプションの詳細については、『StarTeam の管理と利用』を参照してくださ
い。
StarTeam スクリプト名

実行頻度

starteam_oracle_compute_stats.sql

週に 1 回

starteam_oracle_dropall.sql

必要な場合のみ

starteam_oracle_rebuild_indexes.sql

週に 1 回

これらのスクリプトの詳細については、「Oracle スキーマ ユーザー用の StarTeam SQL スクリプト (111
ページ)」を参照してください。
注意: 必要に応じて、必ず StarTeam スキーマ ユーザーをバックアップし、バックアップを定期的に
検証してください。 StarTeam プロジェクト データのバックアップの復元とテストはテスト システム
上で行うことを推奨します。 バックアップの復元とテストを行うことは、データが正しくバックアップ
されていることの確認に役立ちます。
Oracle スキーマ ユーザー用 SQL スクリプトを実行するには:
1. コマンド プロンプトを開きます。
2. Oracle スキーマ ユーザー用の StarTeam SQL スクリプトが格納されているディレクトリに移動します。
3. コマンド プロンプトで、次のように入力します。
sqlplus username/password@servicename
各部の意味は次のとおりです。
username: StarTeam Oracle スキーマ ユーザーの名前
password: StarTeam Oracle スキーマ パスワード
servicename: Oracle Net 8 Easy Config を使用して作成されたネット サービス名
4. スクリプトを実行します。 たとえば、starteam_oracle_compute_stats.sql スクリプトを実行するに
は、@starteam_oracle_compute_stats.sql と入力して Enter キーを押します。

Oracle スキーマ ユーザー用の StarTeam SQL スクリプト
•

starteam_oracle_compute_stats.sql
実行: 週に 1 回
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starteam_oracle_compute_stats.sql スクリプトは、データベース内のすべての表を対象にした、デー
タベース分布ページ内の統計情報を更新します。 クエリ オプティマイザはこのデータを利用すること
で、個別のクエリに対して正しいインデックスを選択できます。
•

starteam_oracle_create_check_database.sql
実行: StarTeam Server によって適宜自動実行

•

starteam_oracle_create_check_privileges.sql
実行: StarTeam Server によって適宜自動実行

•

starteam_oracle_create_database.sql
実行: 新しいサーバー構成の作成時に StarTeam によって自動実行
このスクリプトは、新しい Oracle スキーマ ユーザーを作成します。

•

starteam_oracle_create_fix_custom_fields.sql
実行: StarTeam Server によって適宜自動実行

•

starteam_oracle_create_upgrade_33.sql
実行: サーバー構成のアップグレード時に StarTeam によって自動実行

•

starteam_oracle_create_upgrade_34.sql
実行: サーバー構成のアップグレード時に StarTeam によって自動実行

•

starteam_oracle_create_upgrade_35_catalog.sql
実行: サーバー構成のアップグレード時に StarTeam によって自動実行

•

starteam_oracle_create_upgrade_35_data.sql
実行: サーバー構成のアップグレード時に StarTeam によって自動実行

•

starteam_oracle_create_upgrade_36.sql
実行: サーバー構成のアップグレード時に StarTeam によって自動実行

•

starteam_oracle_create_upgrade_55.sql
実行: サーバー構成のアップグレード時に StarTeam によって自動実行

•

starteam_oracle_create_upgrade_58.sql
実行: サーバー構成のアップグレード時に StarTeam によって自動実行

•

starteam_oracle_database_analyze.sql
実行: 週に 1 回

•

starteam_oracle_create_fix_dup_login_names.sql
実行: サーバー構成のアップグレード時に StarTeam によって自動実行

•

starteam_oracle_extract_ddl.sql
実行: サーバー構成のアップグレード時に StarTeam によって自動実行

•

n starteam_oracle_fix_long_raw.sql
実行: サーバー構成のアップグレード時に StarTeam によって自動実行

•
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実行: 必要な場合のみ
注意: starteam_oracle_dropall.sql スクリプトを実行すると、すべての StarTeam の表と、それ
らの表に含まれるデータがデータベースから削除されます。 このスクリプトは厳重に注意して使用
してください。
starteam_oracle_dropall.sql スクリプトは、すべての StarTeam の表をデータベースから削除します。
たとえば、StarTeam サーバー構成を別のデータベースに移行する場合、starteam_oracle_dropall.sql
を使用して、元のデータベースから表を削除できます。 または、StarTeam 表を StarTeam 表領域以外
の表領域に誤って追加した場合に、starteam_oracle_dropall.sql スクリプトを使用してそれらの表を削
除します。 このスクリプトは SQL*Plus または SQL*Worksheet から実行できます。
•

starteam_oracle_get_dbinfo.sql
実行: StarTeam Server によって適宜自動実行

•

starteam_oracle_rebuild_indexes.sql
実行: 週に 1 回
starteam_oracle_rebuild_indexes.sql スクリプトは、データベース インデックスを再構築し、インデッ
クス表領域の記憶域パラメータを構成します。 このスクリプトは、INDX という名前の表領域にインデッ
クスがあることを想定しています。 インデックス表領域が別の名前を使用している場合、
starteam_oracle_rebuild_indexes.sql を編集して、正しい表領域名を反映させます。 データベースの
データ取得効率を高めるため、starteam_oracle_rebuild_indexes.sql スクリプトを、週に 1 回実行し
ます。

手動で Oracle スキーマ ユーザーを作成する: 概要
ここでは、StarTeam Server 用の Oracle 表領域と Oracle スキーマ ユーザーを手動で作成する方法を説明
します。 また、StarTeam Server に付属する SQL スクリプトのチューニングおよび保守の概要と、それら
のスクリプトの使用方法も説明します。 Oracle のパフォーマンス チューニングの詳細については、Oracle
のドキュメントを参照してください。
Oracle データベース インスタンスを構成するには:
1. 「Oracle スキーマ ユーザーを利用する: 概要 (103 ページ)」で説明されている手順を完了します。
2. StarTeam 表領域を作成します。
3. StarTeam スキーマ ユーザーを作成します。
4. StarTeam Server がラベルを作成し、その他の操作を正しく実行できることを保証するために、スキー
マ ユーザーが次の Oracle 権限を持つことを確認します。 これらの権限は、ロールに所属させるのでは
なく明示的に定義する必要があります。 詳細については、「Oracle 権限を付与する (27 ページ)」を参
照してください。
•

CREATE PROCEDURE

•

CREATE SEQUENCE

•

CREATE SESSION

•

CREATE TABLE

•

CREATE TRIGGER
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•

CREATE TYPE

•

CREATE VIEW

•

UNLIMITED TABLESPACE

•

CREATE ANY CONTEXT

•

DROP ANY CONTEXT

5. StarTeam スキーマ ユーザーの ODBC DSN を作成します。 詳細については、「Oracle 用 ODBC シス
テム DSN を作成する (114 ページ)」を参照してください。
6. サーバー構成を作成します。 詳細については、「Oracle スキーマ ユーザー用サーバー構成を作成する
(114 ページ)」を参照してください。

Oracle 用 ODBC システム DSN を作成する
StarTeam Server は、ODBC ドライバを使用して Oracle スキーマ ユーザーにアクセスします。
Oracle スキーマ ユーザーの ODBC DSN を作成するには:
1. Windows の [スタート] メニューから スタート ➤ 設定 ➤ コントロール パネル をクリックします。[コ
ントロール パネル] ダイアログ ボックスが表示されます。
2. [管理ツール] アイコン、[データ ソース (ODBC)] アイコンの順にダブルクリックして、[ODBC データ
ソース アドミニストレータ] ダイアログ ボックスを開きます。
3. [システム DSN] タブをクリックしてから、[追加...] をクリックします。
4. 適切な Oracle ドライバを選択して [完了] をクリックします。[Oracle ODBCドライバ構成] ダイアロ
グ ボックスが表示されます。
5. [データソース名] ボックスに DSN を入力します。StarTeam サーバー構成が 1 つしかない場合は、DSN
としてデータベースの Oracle ネット サービス名を使用します。複数のサーバー構成がある場合は、DSN
がそれぞれのサーバー構成の名前と一致するようにします。
6. [説明] ボックスに説明を入力します。
7. [TNSサービス名] ボックスから Oracle ネット サービス名を選択します。
8. [ユーザーID] ボックスにユーザー名を入力します。
9. [接続テスト] をクリックして、このデータベースへの接続を確認します。
重要: 上記以外のどの設定も変更しないことを推奨します。
10.[OK] をクリックします。

Oracle スキーマ ユーザー用サーバー構成を作成する
新しいサーバー構成を最初に起動するとき、StarTeam は、指定されたデータベース内に StarTeam に関す
るすべてのテーブルを作成します。 ここでは、StarTeam サーバー構成を作成し、最初に起動する方法を説
明します。
作業を開始する前に、次の情報を用意する必要があります。
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•

Oracle データベースのネット サービス名 (オペレーティング システムに応じて
C:\ORACLE_HOME\network\admin\tnsnames.ora または
$ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora のどちらかに格納されている TNS 名)

•

システム パスワード

•

ODBC DSN

•

スキーマ ユーザーのログオン名とパスワード

サーバー構成を作成するには:
1. サーバー管理ツールを起動します。 スタート ➤ プログラム ➤ Borland StarTeam ➤ StarTeam Server
2009 ➤ StarTeam Server をクリックします。 [サーバー管理] ツールが表示されます。
2. サーバー ➤ 構成の新規作成... をクリックします。 [構成の新規作成] ダイアログ ボックスが表示されま
す。
3. 新しい構成データを入力します。
1. [構成名] ボックスに構成の名前を入力します。
2. 直接入力するか、[参照...] をクリックして、ログ ファイルやその他の情報を格納するために使用す
る [リポジトリのパス] の場所を指定します。 入力したリポジトリ パスが存在しない場合は、アプリ
ケーションによって自動的に作成されます。 [リポジトリのパス] は、デフォルト ハイブの場所でも
あります。
3. [データベースの種類] ボックスの一覧から [Oracle] を選択します。
4. [StarTeam データベースと ODBC データソースを新規作成する] チェック ボックスをオフにし、
StarTeam Server が表領域、スキーマ ユーザー、およびスキーマ ユーザーの DSN を自動的に作成
しないようにします。
5. 次のいずれかの方法で、Native-II データ保管庫の初期ハイブを作成します。
•

[デフォルト] オプションを選択したままにして、デフォルト設定を変更せず、手順 6 に進みます。
デフォルト設定では、StarTeam Server は次の処理を行います。

•

•

DefaultHive という名前の初期ハイブを作成します。

•

DefaultHive が使用するサブフォルダ Archives および Cache をリポジトリ パス内に作成し
ます。

•

最大キャッシュサイズは、キャッシュが置かれているドライブ上の、その時点で利用可能な領
域の 20% に設定します。

•

キャッシュ クリーンアップの間隔は、デフォルト設定の 600 秒 (10分) を使用します。

•

記憶しきい値 (空き領域がなくなったものとして認識するドライブ使用率) はデフォルト設定の
95% を使用します。

[カスタム] オプションをクリックし、必要なハイブ設定を変更して、カスタム値を設定します。

6. 次へ をクリックします。 ウィザードの [データベース情報] ページが表示されます。
7. [ODBC データソース名] ボックスに ODBC DSN を入力します。
8. スキーマ ユーザーのログイン名とパスワードをそれぞれのテキスト ボックスに入力します。
9. [接続の検証] をクリックして、スキーマ ユーザーに正しくアクセスできることを確認します。
10.[完了] をクリックします。
[サーバー管理] ウィンドウが再表示され、新しいサーバー構成が [ローカル] ノードの子として表示され
ます。
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注: サーバー構成の作成に加えて、StarTeam Server は新しいサーバー構成についての情報を
starteam-server-configs.xml ファイルに追加します。 このファイルについての詳細は、『StarTeam
ヘルプ』または『StarTeam の管理と利用』を参照してください。この 2 つはどちらも、Borland
StarTeam ➤ StarTeam Cross-Platform Client 2009 ➤ ドキュメント サブメニューからアクセ
スできます。 これらのドキュメントでは、このファイルのオプションと、それらのオプションをコ
マンド ラインから設定する方法を説明しています。
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データの格納場所について
新しいサーバー構成の作成の一環として、StarTeam Server はログ ファイル、添付ファイル、アーカイブ
ファイルなどを格納するための多数のフォルダを作成します。ここでは、StarTeam のデータ保管庫および
リポジトリを構成する、ファイルやフォルダの、格納位置や目的について説明します。

リポジトリについて
次の図は、そのリポジトリ パスがドライブ文字 (図には示されていない) で始まり、フォルダ名
MyConfiguration で終わるサーバー構成を示したものです。

サーバー構成の名前も MyConfiguration である場合があります。
リポジトリ パスは、さまざまなオブジェクトが最初に記憶される通常の格納場所であり、ほとんどのオブ
ジェクトは後から、互いに独立した形で新しい格納場所に移動できます。

Attachments フォルダ
前出の図中の MyConfiguration フォルダのようなリポジトリ パスは、Attachments フォルダの親でもあ
ります。
Attachments フォルダのサブフォルダには、特定のタイプのアイテムに添付されるファイルが格納されま
す。 たとえば、Changes_Attachments フォルダには変更要求に添付されるファイルが格納されます。

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスの [全般] タブの [添付ファイルのパス] を変更することで、
Attachments フォルダのパスを個別に変更できます。 このフォルダはリポジトリ パスのサブフォルダでな
くてもかまいません。

データの格納場所について
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これらのフォルダはバックアップに含める必要があります。

Native-II データ保管庫フォルダ
StarTeam Server 2005 またはそれ以降のリリースで、新しく作成されるかそれらのリリースにアップグ
レードされたサーバー構成のリポジトリ パスは、アーカイブ ファイルやそれらについての情報を格納する
ために Native-II データ保管庫によって使われるさまざまなフォルダの初期ホームでもあります。
•

DefaultHive
サーバー構成の作成時にデフォルト設定を一切変更しなかった場合や、アップグレードしたサーバー構
成を最初にハイブを作成せずに起動した場合、StarTeam Server は DefaultHive フォルダを自動的に作
成します。 これはリポジトリ パスのサブフォルダであり、サーバー構成を最初に起動するときに作成さ
れます。

初期ハイブが DefaultHive という名前であるかどうかに関係なく、各サーバー構成には少なくとも 1 つ
のハイブが存在します。 複数のハイブを存在させることもできます。 各ハイブはアーカイブ パスとキャッ
シュ パスを持ちます。 上の図は簡単な命名規則の例を示したものですが、この規則は強制ではありませ
ん。 ハイブの名前は、 Archives および Cache という 2 つのサブフォルダを持つフォルダの名前になり
ます。 ただし、これらのパスはどこにでも配置できます。 これらのパスは、同じドライブまたはボリュー
ム上に配置しなくてもかまいません。
DefaultHive のサブフォルダの用途は次のとおりです。
•

Archives
このフォルダには、アーカイブ ファイル内の圧縮可能なファイル リビジョンが格納されます。

•

Cache
このフォルダには、アーカイブ ファイルの未圧縮バージョンが格納されます。 このフォルダは 2 つ
のサブフォルダ Temp と Deltas を持ちます。 Temp フォルダは StarTeam に追加中のファイルや、
チェックイン中の新しいファイル リビジョンのために使用されます。Deltas フォルダには、低速接
続を経由した転送の最適化をユーザーが指定した場合に、作業ファイルとチップ リビジョンの差分が
格納されます。

ハイブ マネージャを使用して、個々のハイブのアーカイブ パスやキャッシュ パスを変更できます。 そ
のような変更は、そのハイブの移動が必要なときにのみ行うことを推奨します。 たとえば、ドライブの
故障によりハイブを移動する場合などがこれに相当します。 ハイブのアーカイブ パスの内容を新しい格
納場所にコピーする必要もあります。
すべてのハイブのアーカイブ パスはバックアップに含める必要があります。 ハイブのキャッシュ パスは
バックアップに含める必要はありません。 詳細については、「アーカイブ パスとキャッシュ パスの構造
(119 ページ)」を参照してください。
•
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リリース 2005 またはそれ以降のサーバー構成を起動した場合は、その構成には少なくとも 1 つのハイ
ブが存在します。 HiveIndex フォルダには、サーバー構成が使用する各ハイブのプロパティを含む
hive-index.xml ファイルが格納されます。
HiveIndex フォルダのパスは、starteam-server-configs.xml ファイル内のリポジトリ パスを変更する
ことによって変更できます。 この変更は、ドライブの故障時などの必要時にのみ行います。
HiveIndex フォルダはバックアップに含める必要があります。 詳細については、「アーカイブ パスと
キャッシュ パスの構造 (119 ページ)」を参照してください。

アーカイブ パスとキャッシュ パスの構造
各ハイブのアーカイブ パスとキャッシュ パスは同じ構造を持ちます。 この構造は、StarTeam クライアン
トがファイル ステータス レコードを格納するために使用する構造に似ています。 アーカイブおよびキャッ
シュ内に格納される一連のファイルは、サブフォルダに整理されます。 これにより、ファイルの参照と管理
が容易になります。 ファイル リビジョンが格納されるサブフォルダの名前は、アーカイブ ファイルの名前
の先頭の数文字によって決まります。 たとえば、あるファイル リビジョンの内容の MD5 値が
01fc3c4ac5e0e92cc707f30fb73a0726 であるとします。 ユーザーがアーカイブ パスに
C:\DefaultHive\Archives を指定したと仮定すると、このリビジョンのアーカイブ パスは、アーカイブ
ファイルの圧縮の有無に応じて次のどちらかになります。
C:\DefaultHive\Archives\01\f\01fc3c4ac5e0e92cc707f30fb73a0726
C:\DefaultHive\Archives\01\f\01fc3c4ac5e0e92cc707f30fb73a0726.gz
次の図は、Archives フォルダから、あるアーカイブ ファイルへのパスを示したものです。

データの格納場所について
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各ハイブのアーカイブ パス (たとえば、C:\DefaultHive\Archives) はバックアップに含める必要がありま
す。
詳細については、『StarTeam ヘルプ』または『StarTeam の管理と利用』を参照してください。

ログ ファイルとログ フォルダ
リポジトリ パス フォルダは、次の関連オブジェクトのホームとなります。
•

サーバー ログ ファイル
サーバー構成を起動するたびに、新しいサーバー ログ ファイルが作成されます。 サーバー ログの詳細
については、『StarTeam の管理と利用』を参照してください。

•

すべての .dmp ファイル (サーバー診断使用時に、サーバーが遭遇したエラーや予期しない状況を解析す
る目的で作成される)
.dmp ファイルまたはトレース ファイルは通常、ボーランドの技術サポート担当が協力して問題の解決
を試みている場合を除いては作成されません。 サーバ診断の詳細については、『StarTeam の管理と利
用』を参照してください。

•

Notifications フォルダ
初めてサーバー構成を起動するときに、インストール ディレクトリ内の Notifications フォルダの内容
が、そのサーバー構成のリポジトリの対応する Notifications フォルダ内にコピーされます。

•
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Trace フォルダには、サーバー診断を使用してサーバー コマンドを追跡するときに作成されるファイル
が格納されます。 サーバ診断の詳細については、『StarTeam の管理と利用』を参照してください。
これらのオブジェクトは、リポジトリ パス内になくてもかまいません。 サーバー管理ツールを使用してロ
グのパスを変更することにより、上記すべてのパスを変更できます。 詳細については、『StarTeam の管
理と利用』を参照してください。
これらのフォルダはバックアップに含める必要はありません。

データの格納場所について
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補助ソフトウェアのインストールと構成
この付録では、StarTeam と組み合わせて使用する以下のソフトウェアについての情報を提供します。
•

ワークステーションの時刻の同期

•

Adobe Reader

•

Java ランタイム環境

ワークステーションの時刻の同期
StarTeam クライアントを実行するコンピュータと、StarTeam Server を実行するコンピュータの間で日
付と時刻が同期している必要があります。StarTeam の多くの機能は、日時を含む計算に依存しています。
特にラベル、構成、およびプロモーション状態はすべて、時刻と日付の計算によって管理されます。
重要: クライアントとサーバーの間で時刻が同期していない場合、(チェックアウト、ファイル ステー
タス表示、ラベル作成などの) 多くの操作が失敗するか、不正確な結果を返す可能性があります。
したがって、ネットワーク サーバーがサポートしているサービス (種類は問わない) を使用してすべてのワー
クステーションの時刻を同期してください。たとえば、Windows ネットワークのユーザーは次のコマンド
を実行することにより、各自のワークステーションの時刻を、StarTeam Server がインストールされてい
るコンピュータの時刻と同期できます。
net time \\<サーバー名> /set /yes
この例では、<サーバー名> の部分を、StarTeam Server を実行しているネットワーク コンピュータのマ
シン名または IP アドレスに置き換えます。

Adobe Reader
StarTeam 製品の主なドキュメントは、Adobe PDF (Portable Document Format) 形式で配布されていま
す。これらは、無償の Adobe Reader (バージョン 7.0 以降) で表示できます。 Acrobat Reader の最新バー
ジョンは、Adobe の Web サイト (http://www.adobe.com/jp/) からダウンロードできます。

Java ランタイム環境のインストール
StarTeam クライアントと StarTeam Server のインストーラは、Sun Microsystems の Java 仮想マシン
をコンピュータに自動的にインストールします (必須バージョンがインストールされていない場合)。
Java AWT や Swing ベースの GUI の起動には、256 色以上を表示できる環境が必要です。 表示できない環
境で Windows の [スタート] メニューから StarTeam Server を起動しようとすると、DOS コマンド プロ
ンプトのウィンドウが一瞬だけ表示されて消えます。
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StarTeam Cross-Platform Client のインストーラでは、Sun tzupdater プログラムをこのリリースでイン
ストールされた Sun JRE (1.6.0_13) に対して実行します。 tzupdater プログラムは東部、山岳部、ハワイ
時間ゾーンに DST (Daylight Savings Time、夏時間) 情報を正しく設定するために JRE を変更します。 こ
のプログラムは lib/zi フォルダから存在する場合は 3 つの JRE ファイル ( EST、HST、MST) も削除しま
す。
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データベースのバックアップ
この章では、DBA が使用できるバックアップ オプションの概要と、サーバー構成で使用するデータベース
のバックアップに関しての推奨事項を示します。ここで示すのは単なる推奨事項である点に注意してくださ
い。最終的な障害復旧計画は、組織の IT 基盤担当者とともに検討して、策定する必要があります。
StarTeam のバックアップでは、データベースと StarTeam アーカイブ ファイルの両方をバックアップし
ます。StarTeam Server 2005 から、オンライン バックアップとオフライン バックアップを選択できるよ
うになりました。すべてのアーカイブ ファイルが NativeII 形式である場合、サーバー構成をオンラインで
(構成を停止またはロックせずに) バックアップできます。StarTeam Server 2005 より前のリリースを使
用している場合、古いアーカイブを NativeI 形式から NativeII 形式に変換してから、オンライン バックアッ
プを実行する必要があります。また、StarTeam Server のリリースに関係なく、データベースをオンライ
ン バックアップ用に設定する必要もあります。

SQL Server データベースのバックアップ
サーバー構成のオンライン バックアップを実行するためには、データベースとトランザクション ログの完
全バックアップを取ることが不可欠です。
次のバックアップの種類が SQL Server 2005 でサポートされます。
•

データベースの完全バックアップ
データベースの完全バックアップには、バックアップが開始された時点の状態の、データベースの完全
コピーが含まれます。完全バックアップではデータベースのスナップショットが利用できます。復旧オ
プションのほとんどは、完全バックアップが利用可能であることを必要とします。

•

差分バックアップ
データベースの差分バックアップは、最後に行われたデータベースの完全バックアップ以降に変更され
たデータだけを記録します。差分バックアップを定期的にスケジュール設定するのは、毎回のバックアッ
プが小さくなりすばやく完了する点で優れた方法です。差分バックアップは、事前に完全バックアップ
を実行していることが必要です。

•

トランザクション ログのバックアップ
トランザクション ログのバックアップは、すべてのトランザクション (トランザクション ログの最後の
バックアップ以降) を含みます。トランザクション ログのバックアップにより、最後にコミットされた
トランザクションまでの復旧が可能になります。

•

ファイルまたはファイル グループのバックアップ
ファイルまたはファイル グループのバックアップでは、個別のデータ ファイル (またはファイル グルー
プ内のファイル) をバックアップします。データベース内のファイルを個別にバックアップし、復元でき
ます。

データベースの復元では、データベース全体をデータベース バックアップから 1 ステップで再現できます。
復元プロセスは既存のデータベースを上書きするか、存在しない場合にはデータベースを作成します。復元
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されたデータベースは、未コミットのトランザクションを除いて、バックアップが完了した時点のデータ
ベースの状態と一致します。未コミットのトランザクションは、データベースが復旧されるときにロール
バックされます。
DBA は、リソース要件に基づいてデータベースの復旧モデルを選択することもできます。復旧モデルの選択
にあたっては、ログ記録のオーバーヘッドと、データの完全な復旧の重要性のバランスを考慮します。
次の復旧モデルが SQL Server 2005 でサポートされます。
•

完全
データがきわめて重要であり、障害発生の時点にさかのぼっての復旧が必要な場合のモデルです。すべ
てのデータ変更がログに記録されます。SQL Server 2005 のすべての復旧オプションを使用できます。

•

一括ログ
一括コピー操作、SELECT INTO、テキスト処理などの一部の一括操作は必要に応じて再現が可能なた
め、これらの操作は完全にログ記録されません。データベースまたはログの最終バックアップ終了時点
までの復旧のみが可能です。

•

単純
最後のバックアップ以降に行われたデータ変更の全記録は保持されません。このタイプの復旧シナリオ
はログ記録のオーバーヘッドが最小限で済みますが、復旧できるのは、最終バックアップの終了時点ま
でです。

特定の時点 (たとえば、不必要なデータが入力される以前の時点) にさかのぼっての復旧を行うには、完全
または一括ログのどちらかの復旧モデルを使用する必要があります。

データベースの完全バックアップ
データベースの完全バックアップは、データベース内にあるデータの複製を作成します。これは、通常は定
期的な間隔でスケジュール設定される単独操作です。データベースの完全バックアップは自己完結型です。
完全バックアップではデータベースのスナップショットを利用できます。復旧オプションのほとんどは、事
前に完全バックアップが必要です。
ボーランドでは、完全バックアップの使用を強くお勧めします。

データベースの差分バックアップ
データベースの差分バックアップは、最後のデータベース バックアップ以降に変更されたデータだけを記録
します。バックアップ時間を短縮する目的には、差分バックアップを定期的に行うことをお勧めします。定
期的にバックアップを行うことにより、データを失うリスクが低減します。
各差分バックアップは、それらのバックアップに含まれるデータをデータベースに復元します。特定の時点
にさかのぼってデータベースを復旧する目的で差分バックアップを使用できません。
差分バックアップを利用可能にすると、データベースの復元時にトランザクション ログのバックアップを
ロール フォワードするのにかかる時間を最小限に抑えられます。

データベースのバックアップ
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トランザクション ログのバックアップ
トランザクション ログは、トランザクション ログの最終バックアップ以降にデータベースに対して実行さ
れた全トランザクションの連続的レコードです。トランザクション ログのバックアップがあれば、データ
ベースを特定の時点または障害発生時点にさかのぼって復旧できます。
トランザクション ログのバックアップを復元するとき、SQL Server はトランザクション ログに記録された
すべての変更をロール フォワードします。トランザクション ログの終端に達した時点で、SQL Server は
バックアップ操作の時点の完全な状態にデータベースを再現したことになります。
データベースが復旧される場合、SQL Server はその後、バックアップ操作の開始時点で完了していないす
べてのトランザクションをロールバックします。トランザクション ログのバックアップは通常、データベー
スのバックアップよりも少ないリソースしか消費しません。結果として、トランザクション ログのバック
アップはデータベースのバックアップよりも頻繁に作成できます。頻繁にバックアップすることにより、
データを失うリスクが低減します。大規模な OLTP (オンライン トランザクション処理) 環境では、トラン
ザクション ログのバックアップをより頻繁に作成することが理想的です。
トランザクション ログのバックアップを使用できるのは、「完全」と「一括ログ」の各復旧モデルとの組み
合わせだけです。
トランザクション ログのバックアップは、データベースの完全バックアップまたは差分バックアップの途中
には実行できません。ただし、ファイルのバックアップを実行しながらトランザクション ログをバックアッ
プすることは可能です。
データベース バックアップが作成されるよりも先にトランザクション ログをバックアップすることは絶対
に避けてください。トランザクション ログには、最後のバックアップが作成された後からデータベースに対
して行われた変更が含まれるからです。
バックアップ チェーンが破損するため、トランザクション ログを手動で切り詰めることは絶対に避けてく
ださい。トランザクション ログが切り詰められている場合、データベースの完全バックアップを取って、新
しいバックアップ チェーンを開始してください。

ファイルのバックアップ
ファイルまたはファイル グループのバックアップでは、個別のデータ ファイル (またはファイル グループ
内のファイル) をバックアップします。ファイルベースの復旧モデルでは、破損したファイルだけを復元し、
データベースの残りの部分を復元しないので、より迅速な復旧が可能です。たとえば、異なるディスクに物
理的に分散した多数のファイルでデータベースが構成されている場合に、1 台のディスクが故障したとしま
す。トランザクション ログのバックアップを使用して復元および再構築する必要があるのは、故障したディ
スク上のファイルだけです。
ファイルのバックアップおよび復元操作は、トランザクション ログのバックアップと組み合わせて使用する
必要があります。つまり、ファイルのバックアップが利用できるのは、「完全」と「一括ログ」の各復旧モ
デルとの組み合わせだけです。

推奨事項
ボーランドでは、以下の方針を推奨します。
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•

「完全」復旧モデルを使用する。

•

毎日 1 回、データベースの完全バックアップを実行する。データベース全体のサイズが 3 GB を超える
場合、隔日に完全バックアップを実行する方針でもかまいません。隔日の完全バックアップを実行する
場合は、毎日の差分バックアップを作成することを強くお勧めします。

•

完全または差分バックアップの完了後に、毎日のトランザクション ログのバックアップを作成する。
これに加えて、トランザクション ログのバックアップを 4 時間おきにスケジュール設定します。
トランザクション ログは絶対に手動で切り詰めないでください。

•

障害に備えて、現在アクティブなトランザクション ログのバックアップを作成する。
(たとえば、トランザクション ログを格納するドライブでメディアの故障が発生し、ドライブがミラーリ
ングされていないなどの理由によって) アクティブなトランザクション ログのバックアップが利用でき
ない場合、利用可能な最後のトランザクション ログ バックアップを超えてデータベースを復旧できませ
ん。つまり、利用可能な最後のトランザクション ログのバックアップ以降の特定時点に復旧できません。

•

バックアップ テープに適切なラベルを付ける。

•

バックアップ コピーをオフサイトの安全な場所に保管する。

Oracle データベースのバックアップ
オンライン バックアップ (ホット バックアップ) は、データベースがオンラインであり、読み取り/書き込
み操作が可能な期間中に実行されるバックアップです。Oracle エクスポートを除き、オンライン バックアッ
プを実行できるのは ARCHIVELOG モードの動作時だけです。オフライン バックアップ (コールド バック
アップ) は、データベースがオフラインであり、ユーザーがそのデータベースを利用できない期間中に実行
されるバックアップです。
一般に、Oracle DBA は以下のオプションのうち 1 つ以上を使用して Oracle データベースをバックアップ
します。
•

エクスポート/インポート
エクスポートは、論理定義とデータをデータベースからファイルに抽出する、「論理」データベース バッ
クアップです。
エクスポート バックアップはクロスプラットフォーム対応であり、異なる OS 間で容易に移行できます。

•

コールド (オフライン) バックアップ
このタイプのバックアップを実行するには、データベース インスタンスを停止し、すべてのデータ ファ
イル、ログ ファイル、およびコントロール ファイルをコピーする必要があります。

•

ホット (オンライン) バックアップ
このタイプのバックアップは、データベースが使用可能であり、ARCHIVELOG モードで動作している間
に実行されます。このタイプのバックアップを実行するには、表領域がバックアップ モードである必要
があり、表領域と関連付けられたすべてのデータ ファイルをバックアップする必要があります。コント
ロール ファイルおよびアーカイブ REDO ログ ファイルのバックアップが必須です。

•

Recovery Manager (RMAN) バックアップ

データベースのバックアップ
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データベースがオフラインでも、オンラインでも、DBA は RMAN ユーティリティでデータベースをバッ
クアップできます。
•

Export/Import Data Pump
Export pump と import pump は、Oracle 10g の新機能です。Expdp および Impdp はクロスプラット
フォーム対応であり、異なる OS 間で容易に移行できます。

論理バックアップ (エクスポート/インポート)
Oracle エクスポートは、データおよび論理定義をデータベースからファイルに抽出するという点で、物理的
ではなく「論理的な」データベース バックアップです。その他のバックアップ方式は通常、物理データ ファ
イルをバックアップします。エクスポートの利点の 1 つは、表を選択して再インポートできることです。た
だし、復元エクスポート ファイルからロール フォワードできません。エクスポート ファイルからデータベー
スを完全に復元するには、ほとんどデータベース全体の再作成が必要です。論理バックアップは、特定の時
点におけるデータベース スキーマのスナップショットを作成します。

オフライン (コールド) バックアップ
データベースの停止中に実行されるバックアップは、オフライン バックアップまたはコールド バックアッ
プと呼ばれます。OS のコピー ユーティリティを使用して、データ ファイル、コントロール ファイル、お
よびオンライン REDO ログ ファイルをコピーする必要があります。これは、データベースの完全バックアッ
プとみなされます。データベースが NOARCHIVELOG モードで動作している場合、このバックアップより
も後に行われたどのような変更も復旧できません。すべてのトランザクションは、データベースがアーカイ
ブされているかどうかに関係なく、オンライン REDO ログ ファイルに記録されます。REDO ログがアーカ
イブされるとき (ARCHIVELOG モード)、Oracle では、破損したファイルを復元した後でこれらのトランザ
クションを適用できます (アクティブな REDO ログ ファイルが破損していないことが前提)。
新しいデータ ファイルを追加する、ファイルの名前を変更する、表領域を作成または削除するなど、データ
ベースのスキーマが変更されるときは必ず、データベースを停止し、少なくともコントロール ファイルと新
しく追加されたデータ ファイルをコピーする必要があります。データベースの完全バックアップが推奨され
ます。
コールド バックアップを実行する前に、バックアップが必要なすべての Oracle ファイルの一覧を入手する
必要があります。以下のクエリを実行することで、全ファイルの一覧が得られます。
select name from sys.v_$datafile;
select member from sys.v_$logfile;
select name from sys.v_$controlfile;
SQL*Plus または Server Manager からデータベースを停止します。すべてのファイルを二次記憶媒体 (テー
プなど) にバックアップします。必ず、すべてのデータ ファイル、すべてのコントロール ファイル、および
すべてのログ ファイルをバックアップします。完了したら、データベースを再起動します。
注: データベースが ARCHIVELOG モードの場合、アーカイブされたログ ファイルを引き続き使用し
て、オフライン バックアップからロール フォワードできます。都合のよいときにオフライン バックアッ
プのためにデータベースを停止できない場合、データベースを ARCHIVELOG モードに切り替えてオン
ライン バックアップを実行します。
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オンライン (ホット) バックアップ
データベース インスタンスの動作中に実行されるバックアップは、オンライン バックアップまたはホット
バックアップと呼ばれます。オンライン バックアップは、データベースが終日 (24 時間) 稼働する必要があ
り、オフライン バックアップを実行できない顧客サイトで非常に役立ちます。オンライン バックアップの
実行中、データベースは引き続き、読み取りと更新の両方が可能です。このタイプのバックアップを実行す
るためには、データベースが ARCHIVELOG モードである必要があります。バックアップする必要があるの
は、データ ファイルと現在のコントロール ファイルだけです。オフライン バックアップと異なり、オンラ
イン バックアップの単位は表領域であり、任意の、またはすべての表領域を必要なときにいつでもバック
アップできます。さまざまなデータ ファイルをさまざまなタイミングでバックアップできます。
オンライン バックアップを実行するには、次の例に示すように、ファイルをコピーする前に表領域を「バッ
クアップ モード」に切り替えます。
ALTER TABLESPACE xyz BEGIN BACKUP;
! cp xyfFile1 /backupDir/
ALTER TABLESPACE xyz END BACKUP;
すべての表領域を同時にバックアップ モードにするのではなく、個別の表領域をバックアップすることをお
勧めします。表領域を個別にバックアップすることにより、オーバーヘッドが減少します。表領域のバック
アップが完了したら、次の例に示すようにして、コントロール ファイルをバックアップすることが重要で
す。
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE; --コントロール ファイルのヘッダーを更新するためにログ ス
イッチを強制する
ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO '/directory_name/control.dbf';
オンライン バックアップの頻度 (間隔) は、メディアが故障した場合に復旧に要する時間と反比例します。
前回のバックアップから時間が経過すればするほど、より多くの REDO ログ ファイルを適用する必要があ
り、復旧時間は長くなります。実稼動データベースを保護するためには、実際に運用する前にバックアップ
計画をテストすることが必要です。
ピーク時間を避けて、データベースのアクセスが最も少ない時間帯にオンライン バックアップを実行するこ
とを強くお勧めします。Oracle のバックアップ モードでは、通常の差分ではなく完全なデータベース ブ
ロックを REDO ログ ファイルに書き込みます。これは、データベースの過度のアーカイブ化、さらにはデー
タベースのロックアップにつながります。

RMAN バックアップ
Recovery Manager (RMAN) は、DBA が Oracle データベースをバックアップ、復旧するための Oracle
ツールです。RMAN を使用すると全体バックアップ (データベースのオンライン時またはオフライン時)、ブ
ロック レベルでの増分バックアップ、および、オンライン REDO ログとコントロール ファイルのバック
アップを実行できます。
データベースに対して RMAN を実行するには SYSDBA 権限が必要です。RMAN バックアップのその他の利
点として、以下のことが可能になります。

データベースのバックアップ
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•

データベースに対して実行されるすべてのバックアップ操作および復旧操作を追跡する

•

エンタープライズ向けの、集中管理されたバックアップ手順および復旧手順を実行する

•

破損ブロックを識別する

•

実際にデータが含まれるブロックだけをバックアップする。これにより、バックアップに必要な領域を
大きく節約できます。

•

増分バックアップをサポートする
増分バックアップは、前回のバックアップ以降に変更されたブロックだけをバックアップします。これ
により、ディスク使用率を抑え、バックアップ時間を大きく短縮できます。
Oracle 10g では「BLOCK CHANGE TRACKING (変更ブロックの追跡)」という新機能が導入されまし
た。この機能により、増分バックアップが大きく改善されます。この機能の実行方法については、DBA
に問い合わせてください。

次に示す RMAN によるバックアップと復元の例はごく簡単なもので、基本概念を例示する目的で示してい
ます。デフォルトでは、Oracle はバックアップについての情報を格納する目的でデータベース コントロー
ル ファイルを使用します。通常は、RMAN メタデータ を格納するための RMAN カタログ データベースを
設定することをお勧めします。RMAN バックアップを実行する前にバックアップおよびリカバリに関するガ
イドに目を通してください。
rman target sys/*** nocatalog
run {
allocate channel t1 type disk;
backup
format '/app/oracle/db_backup/%d_t%t_s%s_p%p'
( database );
release channel t1;
}
RMAN の復元の例:
rman target sys/*** nocatalog
run {
allocate channel t1 type disk;
restore tablespace users;
recover tablespace users;
release channel t1;
}

Export/Import Data Pump
Oracle 10g リリースから、export/import data pump が導入されました。import pump は、従来のイン
ポート ユーティリティよりも 20 倍高速です。Export/Import data pump ユーティリティは、データおよ
び論理定義をデータベースからファイルに抽出するという点で、物理的ではなく「論理的な」データベース
バックアップです。Export/Import data pump ユーティリティにはロール フォワード機能がないので、24
時間 365 日の連続稼働モデルには適しません。Export data pump では、特定の時点におけるデータベース
スキーマのスナップショットが利用できます。
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推奨事項
ボーランドでは、StarTeam インスタンスを連続稼働 (24 時間 365 日) 環境で実行する必要がある場合、
RMAN バックアップを使用することを強く推奨します。Oracle 社は、RMAN の機能向上を過去数年間継続
し、障害復旧の信頼性を高め、さらに簡単に高速にするための機能を追加しています。

データベースのバックアップ

|

131

Oracle データベース チューニング
ここでは、StarTeam Server 用の Oracle スキーマ作成に必要な基本情報を提供します。ボーランドではス
キーマの作成に管理ツールを使用することを推奨しますが、手動で作成する場合はこのセクションで示すガ
イドラインに従ってください。

初期化パラメータの推奨値
次の 2 つの表は、StarTeam データベースに対して使用する Oracle パラメータの推奨設定値を示します。
パラメータ

推奨値

互換性

•

10gR2: 10.2.0

•

11g: 11.1.0.0.0

•

10gR2: Force

•

11g: Force

Cursor_sharing
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Log_checkpoint_interval

REDO ログ サイズよりも大きい値

Log_checkpoint_timeout

0

Workarea_size_policy

Auto

Db_block_size

16384 (16 K)

Db_file_multi_block_read_count

16

Optimizer_mode

first_rows

Timed_statistics

True

Open_cursors

400

Undo_management

Auto

Undo_tablespace

(UNDO 表領域の名前)

Undo_retention

28800

Processes

250

Statistics_level

Typical

Oracle データベース チューニング

表 1 : 一般的なデータベース構成パラメータ
合計メモリ

10gR2 の推奨設定値

11g の推奨設定値

1 GB

SGA_TARGET = (合計物理メモリ *
80%) * 60%

MEMORY_TARGET = 合計物理メモリ
* 75%

合計メモリの 20% を OS が使用して
いると仮定。 Statistics_level は
TYPICAL または ALL が必要。

合計メモリの 20% を OS が使用し、
Oracle インスタンスは専用コンピュー
タで動作していると仮定。
Statistics_level は TYPICAL または
ALL が必要。

LOG_BUFFER = 524288

PGA_AGGREGATE_TARGET = (合計
LOG_BUFFER = 524288
物理メモリ * 80%) * 30%
OS 以外で利用可能なメモリの 30%。
これは開始時の値で、 場合により増や
す必要あり。
2 GB

SGA_TARGET = (合計物理メモリ *
80%) * 60%

MEMORY_TARGET = 合計物理メモリ
* 75%

合計メモリの 20% を OS が使用して
いると仮定。 Statistics_level は
TYPICAL または ALL が必要。

合計メモリの 20% を OS が使用し、
Oracle インスタンスは専用コンピュー
タで動作していると仮定。
Statistics_level は TYPICAL または
ALL が必要。

LOG_BUFFER = 1048576

PGA_AGGREGATE_TARGET = (合計
*LOG_BUFFER = 1048576
物理メモリ * 80%) * 30%
合計メモリの 20% を OS が使用して
いると仮定。 これは開始時の値で、 場
合により増やす必要あり。
4 GB

SGA_TARGET = (合計物理メモリ *
80%) * 60%

MEMORY_TARGET = 合計物理メモリ
* 75%

合計メモリの 20% を OS が使用して
いると仮定。 Statistics_level は
TYPICAL または ALL が必要。

合計メモリの 20% を OS が使用し、
Oracle インスタンスは専用コンピュー
タで動作していると仮定。
Statistics_level は TYPICAL または
ALL が必要。

LOG_BUFFER = 1048576

PGA_AGGREGATE_TARGET = (合計
LOG_BUFFER = 1048576
物理メモリ * 80%) * 30%
合計メモリの 20% を OS が使用して
いると仮定。 これは開始時の値で、 場
合により増やす必要あり。

Oracle データベース チューニング
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表 2 : 合計メモリ容量に基づくデータベース パラメータ

Oracle データベースの監視とチューニング
Oracle データベースをチューニングする最も効率的な方法は、推奨されるデータベース設定から始めて、ア
ドバイザリを使用してインスタンスを監視することです。 ボーランドではそれに加えて、自動ワークロード
リポジトリ (AWR: Automatic Workload Repository) を使用して、パフォーマンス上の問題の特定に使用
できる待ちイベントなどのパフォーマンス統計を収集することを推奨します。 AWR の詳しい説明はこのド
キュメントの範囲外です。 詳細については、Oracle 10g のパフォーマンス チューニング ガイドを参照して
ください。

Oracle 10gR2 データベース
ここでは、Oracle 10g データベースのチューニングについて説明します。

自動共有メモリ管理
Oracle 10g では、個々の SGA コンポーネント (共有プール、java プール、ラージ プール、DB バッファ
キャッシュなど) の自動共有メモリ管理 (ASMM) が導入されました。そのため、SGA コンポーネントのサ
イズ設定時に見積もる必要はありません。つまり、SGA サイズを定義するパラメータはどれも設定する必要
はありません。
新しいパラメータ SGA_TARGET を設定するだけですみます。パラメータ SGA_TARGET にはユーザーのイ
ンスタンスで必要な SGA の最大サイズを示す値を指定します。
SGA_TARGET を約 800 MB に設定することを検討してください。これは SGA を拡張できる最大サイズが
800 MB であることを示します。すべての SGA コンポーネント (共有プール、DB バッファ キャッシュ、
ラージ プール、java プールなど) が、この SGA (最大 800 MB) から割り当てられます。Oracle によりこれ
らのコンポーネントの初期サイズが自動的に計算され、要求に応じて、サイズが変更されます (手動での対
応は必要ありません)。
SGA_TARGET を設定すれば、共有プール、DB バッファ キャッシュ、ラージ プール、java プールの値を
明示的に定義する必要はありません。SGA_TARGET は SGA_MAX_SIZE 値によって制限されます。
SGA_MAX_SIZE は動的には変更できません。SGA_MAX_SIZE が設定されていない場合、両方のパラメー
タは同じ値になり、SGA_TARGET のサイズを動的に拡張できなくなります。

自動セグメント領域管理
自動セグメント領域管理 (ASSM) の機能により、Oracle はビットマップを使用してセグメント内部の使用
可能領域を管理できます。ビットマップは、セグメント内部の各データブロックの状態を、行の挿入に利用
できるブロック内の領域量で記述します。データブロック内で利用可能な領域の最新の状態がビットマップ
に反映され、Oracle は ASSM を使用して使用可能領域を自動的に管理できます。
ASSM 表領域は使用可能リスト管理を自動化し、ASSM 表領域内に作成される個々の表および索引に対して
PCTUSED、FREELISTS、および FREELIST GROUPS の各記憶パラメータを指定できなくします。パラメー
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タ PCTUSED と FREELISTS の値は無視され、表領域内部のこれらの表および索引に対する領域は、Oracle
がビットマップを使用して自動的に管理します。PCTFREE は現在も指定可能で、ASSM とともに使用され
ます。

Oracle 11g データベース
ここでは、Oracle 11g データベースのチューニングについて説明します。

自動メモリ管理 (AMM)
バージョン 11g では、Oracle データベースは SGA メモリとインスタンスの PGA メモリを自動的に管理で
きます。ユーザーはインスタンスで使用する合計メモリ サイズを指定する必要があるだけで、処理要求を満
たすために必要な SGA とインスタンス PGA との間のメモリ動的交換は、Oracle データベースが行います。
この機能は自動メモリ管理 (AMM) と呼ばれます。このメモリ管理方法では、データベースは個々の SGA コ
ンポーネントのサイズと個々の PGA のサイズを動的に調整します。
AMM は、パラメータの Memory_Target と Memory_max_target を使用して実装されています。
MEMORY_MAX_TARGET の使用は省略可能です。MEMORY_MAX_TARGET が設定されていないときは、
Oracle は MEMORY_MAX_TARGET に MEMORY_TARGET の値を自動的に設定します。
AMM に切り替えるには、spfile に MEMORY_TARGET の値を定義します。SGA_TARGET と
PGA_AGGREGATE_TARGET の値が 0 であることを確認することが重要です。11g インスタンスにアップ
グレードしたユーザーは SGA_TARGET と PGA_AGGREGATE_TARGET の値を 0 に設定する必要がありま
す。
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